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　次の英文を読んで，後の設問に答えよ。� （50 点）
　　Music�has�sometimes�been�said� to�be�an� international� language.� � It�does�certainly�
communicate�;� in�particular,�some�music�communicates�moods�and�emotions�;�but� it�does�
not,�on�the�whole,�communicate�the�same�things�as�words�communicate�;�it�is�certainly�no�
substitute�for�words.
　　One�of�the�differences,�so�far�as�we�know,�between�human�beings�and�animals�is�that�
while� the�courtship�and�mating�of�animals� is�entirely�material,� sensitive�human�beings�
often�feel�a�kind�of�personal�communication�when�they�*caress�each�other.��A�clasp�of�the�
hand,�a�kiss,�an�embrace,�may�be�much�more�than�a�pleasure�;�it�may�be�an�expression�of�
emotion,� sometimes� at� least� seeming� to�be�more� adequate� than�verbal� expressions.��
Friends�as�well�as�sweethearts�often�caress�one�another�as�an�expression�of�emotion�――�
welcome,�sympathy,�reconciliation,�congratulation,�gratitude�and�so�on.��Indeed,�there�have�
on�occasions�been� tragedies�because�ⓐ�a�communicative�caress�between� friends�was�
misinterpreted�as�an�expression�of�passion.
　　However,�there�is�no�substitute�for�words.��All�other�forms�of�human�communication�
are,�by�their�very�nature,�confined�to�certain�fields�of�expression�:�either,�as�with�pictures,�
to� the� simplest� concrete� ideas,� or,� as�with� caresses� and� inarticulate� noises,� to� the�
expression�of�emotion.� �Only�words�can�communicate�nearly�the�whole�range�of�human�
experience.�（Mystics�and�those�who�have�experienced�very�deep�love,�with�a�few�others,�
will�admit� that�some�of� their�experiences�cannot�be�described� in� the� language�at� their�
disposal.）�Thus�words�are�very�important�if�we�are�not�to�live�in�solitude.�
　　Unfortunately�we�do�not�naturally�know�how�to�use�words�;�even�the�most�intelligent�
and�ⓑ�articulate�people�quite�often�have�to�say,�‘I�don’t�quite�know�how�to�put�this�.�.�.’�and�
human�beings�often�say�to�each�other�something�like,�‘Why�can’t�you�say�what�you�mean�?’��
We�have�to�train�ourselves�to�use�words�properly,�not�only�from�the�point�of�view�of�the�
grammarian,�but�from�the�point�of�view�of�meaning.��It�does�not�really�matter�much�if�we�
say,� for� instance,� ‘Jimmy�has�eated�Peter’s�cake�!’� instead�of（　ⓒ　）�;�we�shall� still�be�
understood�;�ⓓ�but� if�we�say,� ‘Jimmy� is�always�a�wicked�boy�and�a� thief�!’� under� the�
provocation�of�a�single,�perhaps�not�at�all� typical,�act�of�cake-stealing,�we�are�seriously�
misusing�words�and�may�do�Jimmy�great�harm.
　　Words,�alas,�can�be�misused.��They�can�be�used�to�lie,�to�evade,�and�as�an�excuse�for�
not�acting.��ⓔ�No�more�skill�in�using�the�vocal�organs,�no�more�intelligence,�is�required�to�
say�‘Jimmy�has�stolen�Peter’s�cake’�if�this�statement�is�untrue.

*caress�～：「～を愛撫する」名詞で「愛撫」の意もある。
（★およそ�440�words）

The Anatomy of Language by�Marjorie�Boulton（成美堂）
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⑴ 下線部ⓐの具体的内容を日本語で説明せよ。（10 点）

⑵ 下線部ⓑの意味として最も適当なものを次の中から１つ選び，記号で答えよ。（６点）
ａ　people�who�are�good�listeners
ｂ　people�who�are�unconfident
ｃ　people�who�are�good�at�expressing�their�thoughts
ｄ　people�who�are�yet�to�be�trained�enough

⑶ 空所ⓒに入れるのに最も適当な１語を記せ。（５点）

⑷ 下線部ⓓを和訳せよ。（16 点）

⑸ 下線部ⓔを和訳せよ。（13 点）
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� ＊英文中の黄マーカーは，各パラグラフのトピックを示しています。

　次の英文を読んで，後の設問に答えよ。� （50 点）
①　Music�has�sometimes�been�said� to�be�an� international� language.� � It�does�certainly�

communicate�;� in�particular,�some�music�communicates�moods�and�emotions�;�but� it�does�

not,�on�the�whole,�communicate�the�same�things�as�words�communicate�;�it�is�certainly�no�

substitute�for�words.

②　One�of�the�differences,�so�far�as�we�know,�between�human�beings�and�animals�is�that�

while� the�courtship�and�mating�of�animals� is�entirely�material,� sensitive�human�beings�

often�feel�a�kind�of�personal�communication�when�they�*caress�each�other.��A�clasp�of�the�

hand,�a�kiss,�an�embrace,�may�be�much�more�than�a�pleasure�;�it�may�be�an�expression�of�

emotion,� sometimes� at� least� seeming� to�be�more� adequate� than�verbal� expressions.��

Friends�as�well�as�sweethearts�often�caress�one�another�as�an�expression�of�emotion�――�

welcome,�sympathy,�reconciliation,�congratulation,�gratitude�and�so�on.��Indeed,�there�have�

on�occasions�been� tragedies�because�ⓐ�a�communicative�caress�between� friends�was�

misinterpreted�as�an�expression�of�passion.

③　However,�there�is�no�substitute�for�words.��All�other�forms�of�human�communication�

are,�by�their�very�nature,�confined�to�certain�fields�of�expression�:�either,�as�with�pictures,�

to� the� simplest� concrete� ideas,� or,� as�with� caresses� and� inarticulate� noises,� to� the�

expression�of�emotion.� �Only�words�can�communicate�nearly�the�whole�range�of�human�

experience.�（Mystics�and�those�who�have�experienced�very�deep�love,�with�a�few�others,�

will�admit� that�some�of� their�experiences�cannot�be�described� in� the� language�at� their�

disposal.）�Thus�words�are�very�important�if�we�are�not�to�live�in�solitude.

④　Unfortunately�we�do�not�naturally�know�how�to�use�words�;�even�the�most�intelligent�

and�ⓑ�articulate�people�quite�often�have�to�say,�‘I�don’t�quite�know�how�to�put�this�.�.�.’�and�

強調の助動詞 do（es）

on the whole　総じて言えば；全体としては

substitute for ～　～の代用品

求愛 交配 肉体的な；物質的な

握ること

more than ～　十二分に～；～以上で

B as well as A　ＡだけでなくＢも ＝ not only A but also B

和解する〔させる〕こと

on occasions　時々

～を誤解する

具体的な

神秘主義者

at one’s disposal　～の自由に〔意のままに〕

in solitude　孤独に；孤立して
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human�beings�often�say�to�each�other�something�like,�‘Why�can’t�you�say�what�you�mean�?’��

We�have�to�train�ourselves�to�use�words�properly,�not�only�from�the�point�of�view�of�the�

grammarian,�but�from�the�point�of�view�of�meaning.��It�does�not�really�matter�much�if�we�

say,� for� instance,� ‘Jimmy�has�eated�Peter’s�cake�!’� instead�of（　ⓒ　）�;�we�shall� still�be�

understood�;�ⓓ�but� if�we�say,� ‘Jimmy� is�always�a�wicked�boy�and�a� thief�!’� under� the�

provocation�of�a�single,�perhaps�not�at�all� typical,�act�of�cake-stealing,�we�are�seriously�

misusing�words�and�may�do�Jimmy�great�harm.�

⑤　Words,�alas,�can�be�misused.��They�can�be�used�to�lie,�to�evade,�and�as�an�excuse�for�

not�acting.��ⓔ�No�more�skill�in�using�the�vocal�organs,�no�more�intelligence,�is�required�to�

say�‘Jimmy�has�stolen�Peter’s�cake’�if�this�statement�is�untrue.

　　*caress�～：「～を愛撫する」名詞で「愛撫」の意もある。
� （★およそ�440�words）
� The Anatomy of Language by�Marjorie�Boulton（成美堂）

⑴　下線部ⓐの具体的内容を日本語で説明せよ。（10 点）

⑵　下線部ⓑの意味として最も適当なものを次の中から１つ選び，記号で答えよ。（６点）

ａ　people�who�are�good�listeners

ｂ　people�who�are�unconfident

ｃ　people�who�are�good�at�expressing�their�thoughts

ｄ　people�who�are�yet�to�be�trained�enough

⑶　空所ⓒに入れるのに最も適当な１語を記せ。（５点）

⑷　下線部ⓓを和訳せよ。（16 点）

⑸　下線部ⓔを和訳せよ。（13 点）

not only A but （also） B　Aだけでなく Bも

ああ；悲しいかな（悲嘆を表す） はぐらかす

be yet to 動詞の原形　まだ…していない
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本文の構成
全体のトピック：言語のもつ伝達性
①②導入：人間にとって伝達性があるもの（音楽・愛撫）の紹介
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③展開１：伝達形式として万能なのは「言葉」だけである
④展開２：言葉は文法だけでなく意味も重視する必要がある
⑤展開３：言葉は悪用され得る

解　答

⑴　歓迎，同情，和解，お祝い，感謝などの感情の表現としての友達の間の愛撫。
⑵　ｃ
⑶　eaten
⑷　しかし，ケーキを盗み食いするという，１回だけの，たぶん全然常習的ではない行為に腹を立

てて，「ジミーはいつも意地悪な子で泥棒だ！」と言うとしたら，私たちは重大な言葉の間違い
を犯しているのであり，それでジミーをひどく傷つけることになるかもしれない
⑸　「ジミーはピーターのケーキを盗んだ」と言うのに，仮にこの陳述が嘘だとしても，それ以上

の発声器官を使う技術や知力は，いらないのである。

解　説

⑴　文脈をつかみ，適切な指示内容を判断する
Process
【１】　下線部前後の論理展開を把握する
　下線部に�between�friends�とあるので，それを手がかりにして下
線部の前の文を見ると，Friends�as�well� as� sweethearts�often�
caress�one�another�as�an�expression�of�emotion�――�welcome,�
sympathy,�reconciliation,�congratulation,�gratitude�and�so�on.��とあ
る。caress�は脚注にあるように「愛撫」の意味で動詞にも名詞に
もなるので，下線部の「伝達としての愛撫」に関する説明がここで
なされていることがわかる。as�an�expression�of�emotion（感情の
表現として）とあるが，それだけでは「具体的内容」と呼べないの
で，その直後に注目すると，――（ダッシュ）に続いて「感情」を
表す名詞が複数列挙されている。――は言い換えを表すことができ
るので，――の後ろには具体例が続いている。
こ の�welcome,�sympathy,�reconciliation,�congratulation,�gratitude�
and�so�on（歓迎，同情，和解，お祝い，感謝など）までを該当部
と判断して，日本語でまとめればよい。
【２】　解答をまとめる
　a�communicative�caress�between�friends�was�misinterpreted�…�
という本文に戻してもつながりが自然になるように意識しよう。
「～愛撫。」とまとめるのが望ましい。また，下線部では�between�
friends�と限定されているので，「友達の間の」も忘れずに含めること。

⑵　本文の言い換えに注目する
Process

言い換え・例示
関連必修テーマ

言い換え・例示
文意の推測

関連必修テーマ
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【１】　下線部を含むパラグラフの内容を確認する
　下線部を含む第１文は�Unfortunately�we�do�not�naturally�know�
how�to�use�words（あいにく，私たちは生まれつき言葉の使い方を
知っているわけではない）で始まっている。直後にセミコロンが
あって，even�the�most� intelligent�and� ⓑ�articulate�people�quite�
often�have�to�say,�‘I�don’t�quite�know�how�to�put�this�.�.�.’（最も知
的で～な人々でも，「これをどう言えばいいのか…」と言わざるを
得ないことはよくある）とあるので，articulate�は「知的」という
言葉と並べて使えて，表現力に関して褒め称える内容の形容詞だと
判断がつく。第２文以降は，grammarian（文法学者）の観点，つ
まり文法的な観点だけでなく，meaning（意味）の観点から言葉を
適切に使えるようになるために我々は訓練する必要があると述べら
れているので，この流れに合う選択肢を選べばよい。
【２】　選択肢を吟味しよう
　選択肢の意味については以下の通り。
ａ「話を聞くのが上手な人」
ｂ「自信を持っていない人」
ｃ「考えを表現するのが上手な人」
ｄ「まだ十分な訓練を受けていない人」
　ａは「聞き手」側の特徴を表しているが，下線部直後の発言内の�
put（～を表現する）や�Why�can’t�you�say�…�から，ここでは受信
側ではなく，発信側が話題になっていることがわかるため，ａは不
可。
　ｂは「知的な」というプラスイメージの語と，「自信のない」と
いうマイナスイメージの語を並列させると文脈上不適切なので不可。
　ｄも�be�yet�to�動詞の原形（まだ…していない）が同じくマイナ
スイメージなので不可。
　よってｃが正解。articulate�は「考えをはっきり述べられる」の意。
第３パラグラフ第２文の�inarticulate�は‘否定’の接頭辞�in-�がつ
いているので対義語。ｂの�unconfident�もそうだが，接頭辞が否定
の場合，対義語を形成することを押さえておこう。

⑶　文脈をつかみ，適切な単語を補充する
Process
【１】　パラグラフの論理展開を把握する
　第４パラグラフの論理展開を見ていくと，「言葉を使う難しさ」
について述べられ，続けて，空所を含む文の前文で，We�have�to�
train�ourselves�to�use�words�properly,�not only�from�the�point�of�
view�of�the�grammarian,�but� from�the�point�of�view�of�meaning.�

（私たちは文法学者の観点からだけでなく，意味の面からも適切に

パラグラフ展開の把握
言い換え・例示
比較・対照
正しい論理展開をつかむ

関連必修テーマ
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言葉を使えるように自らを訓練しなくてはならない。）という内容
があり，言葉をうまく使いこなすためには，言葉の「意味」が重要
だと強調されている。空所を含む文は，for instance�に続いている
ので，この内容の具体例になっていることがわかる。「（　ⓒ　）の
代わりに，『ジミーはピーターのケーキを食べてしまった！』と言っ
ても大して問題にはならない」という意味。つまり，大して問題に
ならない例として述べられているので，文法的なミスの例として取
り上げられたものと判断できる。
【２】　文法・語法の基本ルールを思い出す
　例文は現在完了の文で，不規則動詞�eat�の過去分詞形を�eaten�
とすべきところを�eated�と誤っている。instead�of�～（～ではなく）
に続けるために，空所には文法的に正しい過去分詞形�eaten�を入
れる。

⑷　挿入句と do ～ harm をうまく訳出する
　まずは，下線部の冒頭が�but�なので，先に�but�までの文意を押
さえて，それと逆の展開になるよう，訳出を工夫する必要がある。
ここでは，「大して問題にならない文法的なミスの例」が紹介され
ているのを受けて，「しかし，もし…と言ったら」と続いている。

but�｛if�we�say,�‘Jimmy�is�always�a�wicked�boy�and�a�thief�!’

〈under�the�provocation�of�a�single�∧�act�of�cake-stealing〉｝,

� 〈,�perhaps�not�at�all�typical,〉 　
we��are�seriously�misusing�words�

　　and
　　may�do�Jimmy�great�harm

⃝（but）if�we�say�…,�we�are�～�and�may�～：‘副詞節＋主節’が
文の骨格。

⃝�wicked�adj.「意地悪な；不道徳な」
⃝�under�the�provocation�of�～「～に憤慨〔立腹〕して」�say�を修

飾する副詞句。
⃝�a�single,�perhaps�not�at�all�typical,�act�of�cake-stealing「１回だ

けの，おそらくまったく常習的ではない，ケーキを盗み食いする
という行為」single�と�perhaps�not�at�all�typical�はいずれも�act�
of�cake-stealing�を修飾している。typical�はここでは「よくある」
の意で，not�at�all�で完全に否定されている。single�は�typical�の

Warning
具体例の部分が設問になって
いる場合，まずは具体例の前
にある，抽象的または一般的
な説明の内容を正しく理解す
る必要がある。

パラグラフ展開の把握
文意の推測

関連必修テーマ

S’ V’ O’

挿入

S V1 O

V2 O1 O2
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反意語で「一度だけの」を表す。act�of�cake-stealing�の�of�は‘同
格’の�of�で，「～という」の意である。

⃝�do ～ harm「～を傷つける」

⑸　if の意味を見抜く

No�more�skill�〈in�using�the�vocal�organs〉,�no�more�intelligence,

is�required�to�say�‘Jimmy�has�stolen�Peter’s�cake’

｛if�this�statement�is�untrue｝.

⃝ 主 部 は�no�more�～� の 形 で２つ 並 列 さ れ て い る。 動 詞 は�is�
required�で，「（…するのに）それ以上の～は必要とされない」
となる。in�using�the�vocal�organs�は「発声器官を用いる上での」
の意で，skill（技術）を修飾している。

⃝�if�this�statement�is�untrue：ここは‘譲歩’の意味を表す副詞節
で「たとえ…でも」の意。第５パラグラフの冒頭で，言葉が悪用
される場合という「負の部分」について紹介されており，それに
続く部分なので，前からの話の流れも意識すること。下線部単独
で意味を考えた場合でも，‘条件’の意味に解釈すると文全体の
意味が不自然になる。this�statement（この陳述）とは，直前の�
‘Jimmy�has�stolen�Peter’s�cake’�を指している。

⃝和訳は英単語の意味を単につなぎ合わせたものではない。訳を単
体で見た時に，何を言っているのかはっきり伝わる文になってい
る必要がある。訳を作った後は，わかりづらい点や誤解を与える
点がないかを常に確認すること。

全　訳

①　折にふれ，音楽は国際語であると言われてきた。確かに音楽は
何かを伝える。とりわけ，ある種の音楽は気分や情緒を伝達するが，
総合的に見て言葉と同じものを伝達するわけではない。つまり，音
楽は決して言葉の代わりとなるものではないのである。
②　私たちの知る限り，人と動物の違いの１つは，動物の求愛，及
び交配がまったく肉体的なものであるのに対し，感性豊かな人間は，
お互いを愛撫する時に一種の個人的な伝達を感じ取ることが多いと
いうことである。 手を握ったり，キスをしたり，抱擁したりするこ
とはこの上ない喜びであろう。それは感情表現であり，少なくとも
時には言葉による表現よりもふさわしく思えるものである。恋人同

パラグラフ展開の把握
文意の推測

関連必修テーマ

S1 S2

V

‘譲歩’ S’ V’ C’

Warning
if を単純に‘条件’だと思い
込んでいる誤答が多い。if は

「もし…なら」も「たとえ…
でも」も，どちらの意味も
持っているので，必ず前後の
文脈を確認して，話の流れに
合っているかを確認するこ
と！

¶①　音楽にも伝達性はある
が，言葉の代用はできない。

¶②　気持ちの伝達としての
愛撫。
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士だけでなく友達同士でも，歓迎，同情，和解，お祝い，感謝など
の感情表現としてお互いを愛撫することは多い。もっとも，友達同
士の気持ちの伝達としての愛撫が，情熱の表明と誤解され，悲劇を
生むことも時にはあったのだが。
③　しかしながら，言葉の代わりとなるものはない。人間の伝達形
式の他の形態はすべて，まさにその形態の固有の性質によりある表
現領域に限定されてしまう。つまり，絵画のように最も単純で具体
的な観念に限定されるか，愛撫やはっきりしない声のように感情表
現に限られるかのいずれかである。言葉だけが人間経験のほぼ全範
囲を伝え得るのだ。 （神秘主義者や非常に深い愛を経験した人，及
びその他の何人かの人々に限れば，彼らの経験の中には思うように
言葉で説明できないものがあることを認めるだろうが。）そういう
わけで，言葉は，もし私たちが孤立して生きようとするのでなけれ
ば，大変重要なものなのである。
④　あいにく，私たちは生まれつき言葉の使い方を知っているわけ
ではない。最も知的で明確に言葉を話す人でさえも，「これをどう
言えばいいのか…」と言わざるを得ないことがよくあるし，また
人々は「どうして自分の言いたいことが言えないのか？」などと互
いによく言い合ったりもする。そこで私たちは文法学者の観点から
だけでなく，意味の面からも適切に言葉を使えるように自らを訓練
しなくてはならない。 例えば，「ジミーがピーターのケーキを食べ
ちゃった！」と言う場合，has�eaten�と言わずに has�eated�と言っ
ても，実際上は大した問題にはならず，それでも私たちの言うこと
は理解されるだろう。しかし，ケーキを盗み食いするという，１回
だけの，たぶん全然常習的ではない行為に腹を立てて，「ジミーは
いつも意地悪な子で泥棒だ！」と言うとしたら，私たちは重大な言
葉の間違いを犯しているのであり，それでジミーをひどく傷つける
ことになるかもしれない。
⑤　悲しいことに，言葉は悪用され得るのだ。 言葉は嘘をついたり，
はぐらかしたりするのに使えるし，行動しない口実としても使える。

「ジミーはピーターのケーキを盗んだ」と言うのに，仮にこの陳述
が嘘だとしても，それ以上の発声器官を使う技術や知力は，いらな
いのである。

¶③　人間経験のほぼ全範囲
にわたる伝達が可能なのは言
葉だけである。

¶④　言葉は，文法だけでな
く意味を重視する必要がある。

¶⑤　言葉は悪用され得る。
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文構造を押さえておこう！発　展
⃝ℓℓ.�8 ～ 9
　it�may�be�an�expression�of�emotion

,�〈sometimes�at�least〉seeming�to�be�more�adequate�than�verbal�expressions
　（＝ and it sometimes at least seems to be ～）
「それ（＝前出のさまざまな愛撫）は感情表現であり，少なくとも時には言葉による表現よ
りもふさわしく思えるものである」
コンマ以降の構造に注目。sometimes�at� least�と副詞句が挿入されているが，後ろには現在
分詞�seeming�が置かれている。これは，分詞構文で，前の節の補足情報として訳すとよい。
at�least�は�sometimes�を修飾しており，「（頻繁とは言わないまでも）少なくとも時には」と
いうこと。

⃝ℓℓ.�14 ～ 17
All�other�forms�of�human�communication�are,〈by�their�very�nature〉,�

� confined to�certain�fields�of�expression�:
either�,〈as with�pictures〉,�� to�the�simplest�concrete�ideas,�
or�,� 〈as with�caresses�and�inarticulate�noises〉,� to�the�expression�of�emotion.

：（コロン）の直後には，具体的な例示が続くので，either�A�or�B（A か B かどちらか）で「あ
るものが何かに限定されるパターンが２種類紹介されていること」を意識して，構造を正確
に把握しよう。

S V

be confined to ～　～に限定される

as with ～　～のように（＝ like ～）
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