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(3) 解答は別に配布する解答用紙の
がいとう

該当欄に正しく記入すること，ただし，解答に関

係のない語句・記号・落書き等は解答用紙に書かないこと，

(4) 解答用紙上部に印刷してある志望学部・学科コード，受験番号，氏名（カタカナ）

を確認し，氏名欄に氏名（漢字）を記入すること，もし，印刷に間違いがあった

場合は，手を挙げて監督者に申し出ること，
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1 2017年

1. しかしながら，人々は長い時間働かせられることに対して奇妙に一種の誇りを抱いている
ように思える．その不満の裏には，人々がそのことをある種の忍耐度を試す試験と見なし

ており，自分たちがそれに合格しつつあるという感覚を持っていることに私は気づいてい

る． 〔2017 医（医）〕

2. そしてこれらの諸言語のうちの多くが相互にとても顕著に異なっているように思われるの
で，諸言語は限りなくそして予想外の諸点において相互に異合っている可能性があると主張

する初期の研究者たちが一部に存在した． 〔2017 系統別（医学部医学科を除く）〕

3. 肉に関しては，「量ではなく質」という文句が数多くの人々にとってお馴染みのものとなり，
彼らがより長寿でより健康的な生活を送るのに役立つであろうと予測されている．

〔2017 人文（日・英）法（法）商（貿）理（応数・地球・ナノ）薬〕

4. 彼らは馬が期待された行動をした場合は，ただちに報酬を与えることで，行動と報酬との関
連性が馬にわかるようにしてやらなくてはいけない，といったことも理解しているのであ

る． 〔2017 人文（文・東）法（経法）商（商）理（物・化・社数）〕

5. それがなぜなのか，完全にわかっているわけではないが，多くの人々にとって，運動は広範
囲にわたる変化をもたらすのにカギとなる習慣である．それにはどこかよい習慣を身につけ

やすくするものがある． 〔2017 人文（教・ド）経（産経）商（経）工（機・電子・社デ）〕

6. 登録地は全世界の人々に長年にわたり見てもらえるよう，できる限り登録地を保護保全する
責務を負う． 〔2017 人文（歴・仏）経（経）商二（商）工（電気・化シ・建）医（看）ス（ス）〕

7. 武道は，肉体的な格闘技のー形態であると考えられる傾向があるが，その独自性とは，礼儀
作法を厳格に守ることと克己心を重視することである． 〔2017 全学部（医を除く）〕
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2 2017年

ー 北予備解答例 ー

1. しかしながら，人々は長時間働かせられることに対して一種の奇妙な誇りを抱いている
ように思える．その不平の裏には，人々がそのことをある種の忍耐度を試す試験と見なし

ており，自分たちがそれに合格しつつあるという感覚を持っていることに私は気づいてい

る． 〔2017 医（医）〕

2. そしてこれらの言語の多くはお互いにかなり違っているように思える．すなわち，あまりに
も違っているので，昔の研究者の中には，言語というものは際限なく，予期せぬ点でお互い

に異なったものになることもありうると主張する者もいた．

〔2017 系統別（医学部医学科を除く）〕

3. 肉については，「量ではなく質」という言葉が多くの人によく知られるようになり，そのおか
げでより長くより健康な生活を送ることができるであろうと予測されている．

〔2017 人文（日・英）法（法）商（貿）理（応数・地球・ナノ）薬〕

4. 彼らはまた，馬が (望ましい行動と報酬の)関連づけを行うには，望ましい行動を行った後 1

秒以内に報酬を与えなければならないということも理解している．

〔2017 人文（文・東）法（経法）商（商）理（物・化・社数）〕

5. 理由は完全に明確だとは限らないが，多くの人々にとって，運動は様々な変化をもたらして
くれる重要な習慣である．それには，他の優れた習慣がより容易なものになる何かがあるの

だ． 〔2017 人文（教・ド）経（産経）商（経）工（機・電子・社デ）〕

6. 世界遺産を持つ国は，将来にわたって世界中の人々が鑑賞できるよう，できる限りその遺産
を保護し維持する責任がある．

〔2017 人文（歴・仏）経（経）商二（商）工（電気・化シ・建）医（看）ス（ス）〕

7. 武道は一種の格闘技だと考えられる傾向があるが，武道を独特のものにしているのは，厳密
に守られる作法と自制心に重きをおくことである． 〔2017 全学部（医を除く）〕
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3 2016年

1. 可能性のあるひとつの理由として，スーパーマーケットへ訪問する回数が少ないので，その
人が缶詰やそれほど新鮮ではない製品に頼り，入手可能な食べ物から必須ビタミンを摂取し

ていないということが挙げられるかもしれない． 〔2016 医（医）〕

2. このシステムでは，同じ地域の人々は 1 台の自動車に乗り合わせることで通勤し，特別な

レーンは数人の人々を乗せている自動車のために確保されている．

〔2016 系統別（医学部医学科を除く）〕

3. 新しい言語を学びたいと思う人たちは，昼夜を問わずどの時間であろうと，自分のコンピュー
ターの画面に向かい，インストラクターや教材とインターネットを介してつながりさえすれ

ばよい． 〔2016 人文（日・英）法（法）商（貿）理（応数・地球・ナノ）薬〕

4. 乾燥と気圧の低さが組み合わさり，甘い食べ物と辛い食べ物双方に対する味覚の敏感さが
30%程度鈍るものだ． 〔2016 人文（文・東）法（経法）商（商）理（物・化・社数）〕

5. 赤は私たちを覚醒させ，青は私たちを落ち着かせるという考えは，西洋の文化に深く定着し
ており，数多くの人々がそれを事実であると見なす程である．

〔2016 人文（教・ド）経（産経）商（経）工（機・電子・社デ）〕

6. 研究者たちは，自分は幸せだと主張する人は，他人から受け取ることによって喜びを手にし，
意義のある人生を送っている人は，他人に与えることから喜びを得ているということに気が

ついた． 〔2016 人文（歴・仏）経（経）商二（商）工（電気・化シ・建）医（看）ス（ス）〕

7. 彼らはカルチャーショックを経験し，果ては自分たちが誤解され，評価されず，受け入れら
れることなく，またどこかに帰属しているという人間にとって根本的に欠かすことのできな

い感覚が欠落していると感じてしまうかもしれない． 〔2016 全学部（医を除く）〕
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4 2015年

1. その技術は，できる限り地面に近づくが，実際にはけがしないようにツタの長さを判断する
ということである． 〔2015 医（医）〕

2. しかし，今日では読書はかつてほど重要ではないと信じる何人かの人々もいる．なるほど，
テレビを見たりインターネットを利用することでたくさんの情報と知識を得ることができ

る． 〔2015 系統別（医学部医学科を除く）〕

3. 個々の単語ばかりに耳を傾けると，話し手がその主旨について述べる意見を聞き逃す可能性
がある．主旨を示す発言は講義の最中，いつ何時でも現れる可能性があるが，そういう発言

はほとんどの場合，各項目の最初に現れる．

〔2015 人文（歴・仏）経（経）商（経）理（応数・地球・ナノ）〕

4. たとえ選択の範囲が指導教官によって指定されるテーマのリストに限定されるとしても，恐
らく，それでもなお，あるテーマのどの側面を探求すべきか，あるいは，どの研究法を用い

るべきかを決定する必要があるだろう．

〔2015 人文（日・英）経（産経）商（商）理（物・化・社数）〕

5. 彼らは人間の行動を心の働きを知る手がかりとして利用している．我々は心を直接観察する
ことはできないが，我々がしたり，考えたり，感じたり，口にしたりすることはすべて，心の

働きによって決まるのだ． 〔2015 人文（文・東）法（経法）商（貿）工（機・電子・社デ）〕

6. もし仮に，どこか他の惑星からやってきた軍隊が来襲して，まさにイングランドを攻撃し
ようとしてるということをイングランド人が耳にするならば，多分，彼らはそれに対して，

「我々は次の BBCのニュース放送を聞かなければならない」とだけ述べるだろう．

〔2015 人文（教・ド）法（法）商二（商）工（電気・化シ・建）医（看）ス（ス）〕

7. おそらくこうした理由で，今日海洋にいる大型の魚の全体のうち 90% もが，すでにいなく

なったのではないかと推定されている． 〔2015 全学部（医を除く）〕
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5 2014年

1. 推論の非常に重要な一つの結果は，そのおかげで動物が問題を解決することができ，たとえ
それが未知のものであっても自分たちの環境の中で困難な状況に対応できるということであ

る． 〔2014 医（医）〕

2. 国際オリンピック委員会は，宗教などの理由でスポーツに女性が参加することを認めたが
らない国々に，ロンドンオリンピックに女性を派遣するよう説得するためにさらに努力し

た． 〔2014 系統別（医学部医学科を除く）〕

3. 多くのものを買い過ぎる傾向は，「一つ買えばもう一つついてくる」という販売戦略によって
助長されている．たとえ 2つめの品物が必要なくても，お買い得品を拒むのは難しいのであ

る． 〔2014 人文（教・ド）法（経法）商（商）理（応数・地球・ナノ）〕

4. 悪いことが起きた時に，他の人ほど，不安，恐れ，怒り，哀しみといった否定的な感情を抱か
せない性格を持っている人がいる． 〔2014人文（歴・仏）法（法）商（貿）理（物・化・社数）〕

5. 私たちは備わっている好奇心によって，決して出会うことがない人々についてのニュースを
読んだり．私たちに必要のない話題を知ったり，私たちが決して戻ることがない場所を探索

するといった，役に立たないことを私たちはするのだ．

〔2014 人文（日・英）経（産経）商（経）工（機・電子・社デ）〕

6. 寒冷な気候で暮らしている人々にとってそれが何を意味しているのかを考えてみなさい．も
しも氷が沈むなら，池や湖は底の方から徐々に凍るだろう．

〔2014 人文（文・東）経（経）商二（商）工（電気・化シ・建）医（看）ス（ス）〕

7. 子どもたちが言うことに限界がある発達段階における時期に，身振りは表現の付加的手段と
なり，子どもが表現することができる感情や概念の範囲を拡げてくれるのだ．

〔2014 全学部（医を除く）〕
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6 2013年

1. 肉体が，なぜ年齢とともにどのように変化していくのかを知っていれば，身体が緩慢になる
原因となる細胞，組織，器官の機能の変化に準備するのに役立つだろう． 〔2013 医（医）〕

2. このように反応する親によって気遣われてきた赤ん坊は，成長するにつれて泣くことが少な
くなると言うことが研究によって大変明確に示されている．

〔2013 系統別（医学部医学科を除く）〕

3. そのような場合に生じる喜ばしい安心感は，持ち主が所有物に対して持っている愛着の深さ，
そして，その両者を隔てていた期間と距離に比例するのだ．

〔2013 人文（文・日）経（経）商（貿）理（応数・地球・ナノ）〕

4. ベーブ・ルースの出現によって，ホームランは，珍しい偶然の産物から，野球の試合に欠かせ
ないものへと変わった．ルースの目覚ましい活躍に刺激されて，他の選手たちもまた大きな

ヒットを打とうと競い合った． 〔2013 人文（教・ド）経（産経）商（商）理（物・化・社数）〕

5. 1日に 20本煙草を吸う習慣は，通常約 20年後多くの害を及ぼし始める．つまり，喫煙者は

早くも 30代後半に老化現象が現れ始めるということだ．

〔2013 人文（歴・仏）法（法）商（会）工（機・電子・社デ）〕

6. ある新聞の報道によると，新しい仕事を見つけることが失業中の父親にとって最も重要な仕
事なので，彼らが子どもを世話する時間は，仕事をしている父親とだいたい同じということ

だ． 〔2013 人文（英・東）法（経法）商（経営）工（電気・化シ・建）医（看）ス（ス）〕

7. 人生が我々にぶつけてくるものに耐え，そしてそれに打ち勝つこと，そして，ストレスを前
向きな力に変えることが一生の課題だ． 〔2013 全学部（医を除く）〕
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7 2012年

1. 過去 50年間だけで，地球の熱帯雨林の半分が伐採され，毎日 100もの種が往々にして科学

によって発見されないうちに絶滅している． 〔2012 医（医）〕

2. 実際に，顔を認識する，鉛筆を持ち上げる，部屋を歩いて横切る，質問に答えるなど，4歳の
子どもが当然持っているものと思われている知的能力があれば，これまで考えられてきた中

で最も困難な工学上の問題のいくつかを解決できる．

〔2012 人文（英・東）法（法）商（経営）理（応数・地球・ナノ）〕

3. 典型的な学校では，勉強が進んでいる場合，学生は学年を飛ばすことができるし，あるいは
勉強が遅れていれば，同じ学年にとどまってもよい．どちらの場合でも年齢が違うので，子

どもにとってはつらいものになり得る．

〔2012 人文（歴・仏）法（経法）商（商）理（物・化・社数）〕

4. 石炭を燃やしたり自動車を走らせたりする人間の活動は，大気中の自然に存在している気体
に温室効果ガスを加え，大気を温める可能性がある．

〔2012 人文（文・日）商（貿）工（機・電・社）薬（薬）〕

5. それなのに，これらの対照的な気温にもかかわらず，砂漠に住むすべてのものにとって共通
の試練がある．すなわち水を探すことである．

〔2012 人文（教・ド）経（経）商二（商）工（電気・化シ・建築）ス（健）〕

6. しかしながら，本当の謎は，なぜ牛たちがこのような感覚を身に付けているのかである．と
いうのは，その感覚は牛たちにとって実際に何の役にも立たないように思われるからであ

る． 〔2012 経（産経）商（会計）医（看）薬（理科重視）ス（ス）〕

7. その区域にいた雌猿たちは，声が録音された子猿の母親を見るという反応を示した．このこ
とから，雌猿たちは，鳴き声によってその子猿を識別していただけでなく，どの猿がその子

猿の母親であるかを思い起こしたということがわかる． 〔2012 全学部（医を除く）〕
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8 2011年

1. イギリスとフランスでさえ，大きな変化，すなわち肉を中心にした食事への変化が明らかに
なったのは，やっと 19世紀の終わりになってからであった． 〔2011 医（医）〕

2. 彼ら隣人は私たちの人生をより楽しいものにしてくれるし，個人としてだけでなく，地域
社会の一員としてもまた自分がどういう人間であるかという自覚を私たちに与えてくれ

る． 〔2011 人文（教臨・ド）経（産経）理（応数・地科・ナノサイエンス）〕

3. 私たちの大部分は，そのような雰囲気が自分たちの家庭にあってほしいと願っているが，現
在は様々な重圧があるため，そうした雰囲気は手にすることがますます難しくなっているよ

うにしばしば思われる． 〔2011 人文（英・東）商二（商）理（物・化・情イ）〕

4. 十分早く床に就けば，窓から太陽の光が差し込む時間に目覚め，それによって望ましい形で
7時間の睡眠をとることができる． 〔2011 人文（歴仏）商（貿）工（機・電・社）薬〕

5. 一日一日の多くの時間を家から離れたところで過ごしている大人は，家庭生活の雰囲気を楽
しむためにレストランを喜んで利用する．

〔2011 人文（文・日）法（経営法）ス（健）工（電気・化シ・建築）〕

6. この新製品に反対する人々もおり，その中の一部の医者たちは，コーヒーを飲まないように
と助言したり，さもなければ薬としてのみ薦めたりした．

〔2011 法（法律）商（経営）医（看）ス（ス）薬（理科重視）〕

7. そのため，どのニュースが重要であるかを選択し，それを放送する順序を決定するので，テ
レビニュースの編集責任者は，巨大なカを持つことになるのである．

〔2011 全学部（医を除く）〕
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9 2010年

1. いったんその怒りの原因を解消しでも，依然としてその肉体的影響を処理しなければなら
ないかもしれない．つまり，あの全てのエネルギーをどこかで発散しなければならないの

だ． 〔2010 人文（文・日）法（法）商二（商）理（物・化・社情）〕

2. だが，インターネットが普及することで，より魅力的な形態の娯楽が人々に提供されている
ので，米国の主要な映画会社は，消費者の関心をつなぎ留めておくための，画期的で興味を

そそる方法を考え出さなければならなくなった．

〔2010 人文（教臨・ド）法（経営法）商（貿）理（物・化・社情）〕

3. 気候変動は重要な問題である．なぜなら，それは地球がこれ以上温暖化 L てはならないと

いうことではなくて，変動の速度が速すぎることで種がそれについてはいけないからであ

る． 〔2010 人文（英・東）商（商）工（機械・電情・社デ）薬（薬）〕

4. 現在，人々は，ほとんど瞬時にして世界中の人々がいる所がわかるし，世界中の人々と話せ
る．だから，携帯電話のおかげで，今日の社会の基礎ができあがったのだ．

〔2010 人文（歴・仏）経（産業経）商（経営）ス（ス）工（電気・化シ・建築）〕

5. 厳しい法律だけが，子供たちを喫煙から防ぐために有効な手段ではない．例えば，タバコの
値段を上げることによって， 1997年から 2003年の間に一日あたりの喫煙が 47パーセント

減少した． 〔2010 経（経）医（看）ス（ス）〕

6. 子どもの方が大人よりも乗り物酔いになることが多いが，幸いなことに，年を取り，その対
処法を知るにつれて，多くの人は乗り物酔いをしなくなる． 〔2010 全学部（医を除く）〕

7. 飢餓をなくすのに十分な食糧を供給し，これから増えるであろう 25億人の人々に食糧を供

給するには，最大で 2倍の水が必要となるだろう． 〔2010 医（医）〕
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10 2009年

1. だが，子供に関して何か具合が悪いことが生じると最も大きな非難を浴びるのは親であり，
それなのに，全ての子供が人生において最良のスタートを切れるように保証するための支援

と訓練を全くと言ってよいほど受けていないのも親なのである．

〔2009 人文（歴・仏）経（経）商二（商）理（応数・地球・ナノ）〕

2. すべてのこういった心理学の様々な手法に共通しているものは，精神の働きに基づいた個人
の行動を説明したいという欲求である．

〔2009 人文（文・日）経（産業経）商（貿）理（物・化・社情）〕

3. 環境破壊なく持続可能な設計とは，我々が未来の世代を念頭に置いて資源を賢明に，そして，
無駄なく利用できるように建物を設計することを意味する．

〔2009 商（経営）工（機械・電情・社デ）薬（薬）〕

4. 人は進んで人と出会い，人を助け，社会とより深く関わっていき，そうする過程で， 自分が
与えるよりもはるかに多くのものをお返しに受けるのである．

〔2009 人文（教臨・ド）法（経営法）商（商）ス（健康）工（電気・化シ・建築）〕

5. だから私たちが体験した多くの経験がその時困難だったとしても，私たちはそうした時代を
理想的に再定義するのかもしれません． 〔2009 人文（英・東）法（法）医（看）ス（ス）〕

6. 継続して十分な睡眠をとらないと，言語，記憶，時間の感覚をつかさどる脳の部分が深刻な
影響を受け，ほとんど機能しなくなってしまう． 〔2009 全学部（医を除く）〕

7. 幼い子どもの世話をすることは，夕方の外出が困難になるので，制約になる可能性がある．
それとは対照的に，ひとり暮らしの人にとって，ひとりのためだけに，わざわざきちんと食

事を作る理由などほとんどない． 〔2009 医（医）〕
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11 2008年

1. この国では，人々は呼吸する空気とほぼ同じくらい石油に依存している．幸いにも，空気は
無限である．しかし，最も重要な天然資源の一つである石油は無限ではない．

〔2008 人文（英・東）法（法）商（経営）理（物・化・社情）〕

2. これは気候に有害であり，森林動物にとって致命的となる可能性があると，環境保護団体は
強く主張している． 〔2008 人文（歴・仏）法（経営法）商（商）理（物・化・社情）〕

3. 生活の他の領域においてもそうだが，もしあなたが子供が何をしているかや誰とつき合って
いるかを知らなければ，あなたは彼らの安全を危険にさらしてしまうことになる．

〔2008 人文（文・日）商（貿易）工（機械・電情・社デ）薬（薬）〕

4. もし可能ならば，東へ旅行する前は数夜の間いつもより早めに，西へ旅行する前はいつもよ
り遅めに寝てごらんなさい．

〔2008 人文（教臨・ド）経（経）商二（商）ス（健康）工（電気・化シ・建築）〕

5. ロサンゼルスの現地時間は 11時 45分です．上空の天候は良好ですので，順調で快適な空の

旅になることでしょう． 〔2008 ス（ス）〕

6. 統計によれば，アジアの人口は高齢化が進んでいる．問題は，比較的少数の若い世代がはるか
に多くの年上の世代をどのようにして面倒をみるかである． 〔2008 経（産業経）医（看）〕

7. しかしながら，調査によると，老人と若者の違いは，老人が変わることができないという
ことではなく，変化にはふつうつきものの危険を若者ほど冒したがらないということであ

る． 〔2008 全学部〕
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12 2007年

1. ところが，宇宙からの写真撮影が可能になる 2000年以上前に，古代ギリシャの地理学者た

ちは，地球の形と大きさを理解するために観察と数学を頼りにしていた．

〔2007 人文（教臨・ド）経（産業経）商二（商）理（応数・地球）〕

2. ちょうど新しい研究論文を発表したばかりの科学者たちがこの忠告をしている．その論文
は，人はいかにして決断を下すのか，また，どのような意思決定の方法によって人は幸福に

なるかに焦点を当てたものである． 〔2007 人文（文・日）経（経）理（物・化）〕

3. 今日では，こうした障壁はもはや越えにくいものではないが，世界に様々な言語が豊富にあ
る原因を説明するのに役立つのである．

〔2007 人文（歴・仏）商（貿易）工（機械・電情・社デ）薬（薬）〕

4. これは自分の生まれ育った社会を長い間離れた後，再びそこに帰って，かつて当たり前だと
思っていたものが今や非常に奇妙に思えるとわかった時に私達が経験することだ．

〔2007 人文（英・東）法（法）商（経営）ス（健康）工（電気・化シ・建築）〕

5. 私達は自分達の吸う空気を他の人間とだけでなく，人間以外の環境とも共有しているの
だ． 〔2007 ス（ス）〕

6. 空気・水・土が集まり，お互いに影響を及ぼし合っている，うすい層の中には，不思議で，す
ばらしい物つまり生物が存在し，そして，それらの一部は人間なのである．

〔2007 法（経営法）商（商）医（看）〕

7. しかしながら，病院へ携帯用ゲーム機を持ってくる子供は，病院にいることをさほど気にし
ていないように見えることに注目している医者もいる． 〔2007 医（医）〕
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13 2006年

1. ノーベル賞は，人類の利益のために最も重要であるとノーベルが考えた分野において傑出し
た業績を成した人物に授与される． 〔2006人文（歴・仏）法（法）商（貿易）理（応数・地球）〕

2. 私たちはこうするより他にしかたがない．社会は，教育を受けることが，非常に重要だと判
断しているので，私たちは学校へ通わねばならない．

〔2006 人文（英・東）法（経営法）商（商）理（物・化）〕

3. 自分の体内にあるなんらかの物質で何ヤードもの長さのグラスファイバーのようなものを作
ることができるとしたら，それはどのようなものか想像してみよう．

〔2006 人文（文・日・ド）商（経営）工（機械・電情・社デ）薬（薬）〕

4. 私たちのほとんどが目覚めている時の生活で非常に忙しいので，夢をじっくり観察すること
はなく，また，ほとんど夢を思い出そうとさえしないのだ．

〔2006 経（産業経）商二（商）ス（健康）工（電気・化シ・建築）〕

5. しかし，調査によると，学校にいる間，子供たちは暴力の犠牲者になるよりも，偶発的な事
故で負傷する可能性が実際は 9倍高いことがわかっている． 〔2006 経（経）〕

6. 人々がこうしたことについて雑談している時，彼らはそれがどちらの側にも何の利益ももた
らしていないのだということが，全くわかっていないように思える． 〔2006 ス（ス）〕

7. シェークスピアの戯曲に触れると，笑いたくなると同時に泣きたくなることでしょう．愉快
なことと，悲しいことがこのように入り混じっているので，彼の戯曲は人生そのもののよう

に思えるのです． 〔2006 医（医）〕
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14 2005年

1. 脳の感情を司る領域は，脳の理性的な思考を支配する部分よりも先に成熟の段階にまで発達
することがわかっている． 〔2005 人文（英・東）経（経）商（経営）理（応数・地球）〕

2. 見物している芝居に込められた主題に賛同しなくてよい．もしその芝居の何かによって意識
が目覚め，その結果，他の観客とその芝居について語り合うように仕向けられるならば，そ

れがとてもすばらしい演技であるということになる．

〔2005 人文（文・日・ド）経（産業経）商（貿易）理（物・化）〕

3. しかしながら，大人が知っていることを知らない者は子供でなければならないとかつては言
うことができた．まだ成長しきっていないのだから，子供は依然として保護される必要があ

る． 〔2005 人文（歴・仏）商（商）工（電気・化シ・建築）薬（生薬）〕

4. 成長してしまった後になると，猫は，生来好奇心旺盛なので初めての食物の味見はするが，
それに全く慣れてしまうわけでなく，場合によってはそれをあくまで食べないことさえあ

る． 〔2005 法（経営法）商二（商）ス（健康）工（機械・電情・社デ）〕

5. 今日，エネルギーの需要を満たすのに役立てるために用いられる熱と火が生じるのは，木材
やその他の材料を燃焼させて生じるエネルギーの放出によるのである． 〔2005 法（法）〕

6. 世界の農村の貧しい人々は，何らかの形で森林に依存しているので，世界の森林が姿を消す
につれて，貧困が増加するであろう． 〔2005 ス（ス）〕

7. 精神状態を気づかうことは，からだを気づかうとと同じように重要だ．しかしながら，私た
ちの大半は精神の健全さより，はるかにからだの健康を管理する． 〔2005 医（医）〕
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15 2004年

1. 普通のタバコよりも軽いタバコの方が安全であるということを示す医学的な証拠は，最近の
研究によると全くない．あるタバコ会社は，その事項を 1億 3千万個のタバコのパッケージ

に載せる予定である．

〔2004 人文（文・日・ド・仏）法（法）商二（商）理（応数・物・化・地球）〕

2. 人々は辛い状況でも，悲しみを良識的な範囲にとどめ，悲しみに圧倒されないようにするこ
とにより，悲しみに何とか対処することができる．

〔2004 人文（歴・英・東）法（経営法）工（機械・電情・社デ）薬（医薬・生薬）〕

3. 言い換えれば，問題が発生した場合に最初から仲良くすると，ぬけだしにくい足かせになる
のである． 〔2004 経（産業経）商（貿易）工（電気・化シ・建築）〕

4. 私が発見した島は，他の人々は何世紀にもわたって知っていたのだが，私に関する限りでは，
初めて偶然に発見したものだったので，私にとっては発見だったのだ．

〔2004 経（経）商（経営）〕

5. 実際，歴史家はしばしば森の中で道に迷ったような気分になるのである．つまり，道に迷う
と，木を見ることはできても，森全体を見ることはできないのだ．

〔2004 商（商）ス（健康）〕

6. 全くなじみがないわけではない大都市の大きくて人気のないホテルで一人でいるのはとても
快適なものである． 〔2004 ス（ス）〕

7. 幸福の量を測るのは難しいということが，一つの理由としてある．つまり，幸福とは医者で
はなく患者に認められ定義される状態だからである． 〔2004 医（医）〕
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