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(a)

2

(b)

2
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1
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2
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4

(c)

2

(d)

4

(e)

2

3
人々に 2 週間で 40 ドル渡し、1 週目は物を買うために、2 週目は時間を節約するためにそれぞれ金を使
わせた。結果、人々は物を買うより時間を節約するために金を使う方が、幸福感が増すと分かった。裕
福な国の人々はストレスにさらされており、そのストレスの一部は、やることが多すぎるという時間の
プレッシャーであるので、時間を買うことは意味を為すということが起こり得るのだ。(177 字)
4
If I had to move to a distant country, I would take pictures of my belongings, especially pictures
that show books and CDs that I have.
to a distant country.

Of course, it is not possible to take all of my books and CDs

However, if I had pictures of my belongings, I would be able to remember what

I have read or listened to in my mind, and imagine many things.

In other words, I can take my

memories and imagination to a distant place even though I cannot take all my belongings with me.
Furthermore, I can imagine stories of books that I have not read or imagined sound of music that I
have not listened to.
happy.

I think that being able to do so from books and music will surely make me

(136 語)
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解 説
1
(a)
第 1 段落第 3 文参照。

(b)
自分が車の前にいるわけではないのに、車が停止したりすることなどから、自動運転の安全性に対する
懐疑が生じる様子が伺える。

(c)
この段落の autopilot は航空機に関するワードであることに着目すれば、正解は選択肢 2 であることは明
らかである。

(d)
第 6 段落第 1 文及び第 3 文参照。

(e)
最終段落第 1 文参照。

2 全訳

ある学生が先輩にアドバイスを求めている
Pat「Isabel、ちょっといい？ちょっと困ってることがあって、意見を聞きたいの」
Isabel「もちろん。どうしたの？ どうすればいい？」
Pat「ええと、Roberts 先生の授業で、月末にグループでプレゼンすることになったの」
Isabel「あと 2 週間ね」
Pat「ええ。私は Alison と Carlotta と同じグループになったの。出だしはよかったのね。(a)(d)ところが
Carlotta が急にミーティングに来なくなっちゃったの。電話も出ないし、メールにも返事が来ないの」
Isabel「あの子らしくないわね。何かあったのかしら」
Pat「Alison も私も心配で。何か気に障ることでも言っちゃって怒ってるのかもって考えたの」
Isabel「Carlotta とは小学校からの付き合いだからはっきり言えるけど、それはないわ。(b)あの子は思って
いることははっきり言うもの。そういう面倒くさいとこないの、あの子は」
Pat「そうよね。だから Alison も私も何か他に理由があると思っているの。Alison は Roberts 先生に話そ
うって言ったんだけど、(c)まずあなたに相談しようと私は言ったの。だってあなたは Carlotta と長い付き
合いでしょ。私たちは去年知り合ったばかりだし」
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Isabel「私も少し心配になってきたわ。こうしましょう。(e)私これから彼女の妹の Doris と会うことにな
っているの。何か知らないか聞いてみるわ。その後で Carlotta 本人にも電話してどうしたのか聞いてみる」
Pat「Carlotta はいつだって頼りにできそうだったのに…」
Isabel「きっと理由があるのよ。後で電話するわ」
Pat「ありがとう。助かるわ」

(d)
Pat と Alison が彼女らの問題を解決するためにどんな手段をとったか？
選択肢 3 については、本文における Pat と Alison の二人が、Isabel の後にしろ前にしろ、Doris に相談し
ようとしていたと読み取ることはできない。
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