
東大英語　２０１８年（前期）　解答例 

１（A）他人への根拠なき同調と、仲間内での盲信の強化によって、噂は拡散する。バラ
ンスの取れた情報に接していても、感情が真実を歪め、間違った噂から逃れられない事が
ある。（７９字） 

１（B）（ア）（１）b　（２）d　（３）c　（４）f　（５） h 
（イ） 
（例1）Putting non-verbal memories into words means losing details and 
geneerating competing memories, whereas reproducig verbal information can 
lead to better performance.（21words） 

（例２）When memories are put into words, many details are lost or changed, 
except when memories are originally in word form.（20words） 

２（A） 
（例1） 
　It’s hard to have a clear vision of ourselves. When looking at ourselves, we 
aren’t objective and only see ourselves as we want to be seen. To have a clearer 
view of ourselves, we have to try to look at the way others see us and to do this 
we must listen to other people’s opinions and criticisms of ourselves. (60 words) 
　　　   
（例２） 
　It is important to consider ourselves carefully because we are not able to 
objectively see ourselves. As Brutus said, we must look at our reflections 
through another thing such as a mirror. The friends we choose can teach us 
about ourselves since they act like a mirror. What reflection do I want? What 
kind of friends should I choose? (59 words) 

２（B） 
（例１）　 
　That might mean that, if we are satisfied just by doing what we believe we 
have to do in everyday life, our life will be over before we know it. 

（例２）　 
　This probably means that if you believe that it is enough to just do what is 
expected of you in daily life, your life will come to an end before you realize it. 

３（A）（６）d　（７）e　（８）a　（９）b　（１０）d　 



３（B）（１１）c　（１２）c　（１３）c　（１４）c　（１５）c 

３（C）（１６）a　（１７）c　（１８）b　（１９）b　（２０）d 

４（A） 
（２１）g　（２２）b　(inviting readers to solve the puzzle  不要語:them) 
（２３）d　（２４）f　(who uses powers of thinking to accomplish  不要語:is) 
（２５）d　（２６）h　(reasoning could hold the answer to any  不要語:in) 
（２７）c　（２８）e　(troublemakers and let honest souls sleep  不要語:nor) 

４（B） 
（ア）　1人の人間に対して、およそ30から60羽の鳥がいることになる。 

（イ）　こうしたことを考え合わせると、鳥類が思いもよらない種類の優秀さを備えてい
るかもしれないという考えに対して、多くの人々が懐疑的であったことが、私にとっては
ますます不思議に思われるのである。 

（ウ）　鳥類の頭脳が人間の複雑な思考には及ばず、また種類も異なっているにしても、
鳥類はしばしばその萌芽を備えている。例えば、試行錯誤による学習なしに完璧な解決法
を一瞬にして生み出すことと定義されてきた、洞察力である。 

５ 
（A）ジェイニーの耳が聞こえない事を前もって話しておかないのが、いかにも母らしい
やり方だった。 
（B）(29)=(e)、(30)=(d)、(31)=(a)、(32)=(f) 
（C）(33)=(d) 
（D）(34)=(d) 
（E）ジェイニーの母が感情を抑えきれず、言うことをきかないジェイニーの腕を引っ
張ったり、頬を平手打ちするなどの高圧的な態度を取るのは、仕方がないということ。 
（F）know something about the building, the ones I will photograph 
（G）(35)=(d) 


