
東大英語　２０１６年（前期）　解答例 

１（A）家族の概念が非家族にまで拡張されることで、より大きな共同体が発生し、人類
の発展に寄与したと見ることもできる。しかしその根底には、先入観によりグループの内
外を明確に区分するという、人類に普遍の心理的な傾向が存在し、争いの元ともなってき
た。（１１８字） 

１（B）（１）b　（２）c　（３）e　（４）d　（５） a　 

２（A） 
（例1） 
　The cat shown in this picture is not a real cat, but rather, a miniature cat doll 
which is part of a dolls’ house collection. The man has placed the cat on a rug in 
the dolls’ house but he is not satisfied with the position of the cat and so is just 
about to pick it up and move it to another position in the house.(67 words) 
　　　   
（例２） 
　This is all about perspective. The person taking the picture is holding the 
camera far away from the cat while his hand is very close. By doing this he is 
able to make the cat look small while his hand seems big. I think he is trying to 
fool people into thinking that he has a cat that is so small it would fit between 
his thumb and index finger. I like to take these kinds of pictures for fun.(80 
words) 

２（B） 
（例１）　 
　From this example it is very clear that elephants are smart. It could be that 
they do not recognize sticks as a tool while using a box is natural to them. 
Whether this proves that elephants are as smart as chimps is hard to say. 
Further testing would be needed in order to confirm this. (55 words) 

（例２）　 
　These findings show that elephants, like primates, are indeed capable of using 
tools to get food. Although the tool Kandula used was different to that used by 
the chimpanzees, the result was still the same. Both species used a tool, be it a 
stick or a box, to get food. These findings challenge previously held beliefs 
about elephants’ problem solving skills and intelligence levels.(64 words) 

３（A）（６）d　（７）c　（８）c　（９）c　 



３（B）（１０）d　（１１）b　（１２）c　（１３）b　（１４）a　（１５）d 

３（C）（１６）b　（１７）c　（１８）c　（１９）c　（２０）d 

４（A） 
（２１）c　（２２）d　（２３）a　（２４）b　（２５）a　 

４（B） 
（ア）　カブールでは、訪れたテレビクルーは必ず、市街の最も被害の大きな地区に連れ
て行ってもらいたいと頼んだ。 

（イ）　いわゆる戦闘地域でさえも、必ずしも危険な場所ではない。戦争は、多くの報道
が示唆するほど広範囲にわたることはほとんどないのである。 

（ウ）　アフガニスタンは平和な時ですら、よそ者に対して僅かな期間しか開かれていな
かった。1960年代から1970年代の忘れられた時期である。 

５ 
（A）ホームレスの人々が座ったり寝たりできる場所をなくし、都市環境から排除する意
図。 
（B）ミートパイを2つ、別の袋に入れるように注文したのは、ホームレスの男性にあげ
るためであるということ。 
（C）human 
（D）（ア）（２６）h 

（２７）d 
（２８）c 
（２９）a 
（３０）i 

（イ）e 
（ウ）a 


