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注意事 項

1 試験開始の合図があるまで， この問題冊子の中を見てはいけません。

2 この問題冊子は6ペ ー ジあります。

試験中に問題冊子の印刷不鮮明， ペ ー ジの落丁 ・ 乱丁および解答用紙の汚れ

等に気付いた場合には， 手を挙げて監督者に知らせなさい。

3 解答用紙は2枚です。 解答はすべて解答用紙の所定の場所に記入しなさい。

4 下書用紙は1枚です。

5 受験番号は， すべての解答用紙の所定の欄に必ず記入しなさい。

6 解答用紙は持ち出してはいけません。

7 配付した解答用紙は， 試験終了後にすべて回収します。

8 問題冊子および下書用紙は， 試験終了後に持ち帰りなさい。
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このペ ー ジは空白である。
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問題 次の文章は， New York Times に 2021 年 2月9 日に掲載された Kerry Hannon 氏による

"Remote Learning Isn't Just for Kids"である。 これを読み， 以下の問いに答えなさい。
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process in this country because they're not online," Kamber said. Based on a research report 

OATS recently released in partnership with the Humana Foundation, nearly 22 million 

Americans over 65 lack broadband access at home. 

"The good news, though, is the level of sophistication of online education is increasing and 

more access is coming to rural communities," Kamber said. "It's a brave new world oflearning 

for people, and that gives me hope." 

For Livingston, that means (イ） to take and teach classes at GetSetUp. 

"Learning at any stage oflife is what stimulates creativity and joy," she said. "So much energy 

emerges from connecting the dots, having'aha'moments and gaining skills. I love that I can 

help others keep their zest for life and help myself in the process." 

出典 Hannon, Kerry. New York Tzmes, Late Edition (East Coast). 9 Feb 2021. 

（必要に応じて表現などを変えている。）

注

consultant コンサルタント， 相談役

confine 閉じ込める

interactive 相互に影響しあう

virtual ネットワ ー ク上の， 仮想の

Noven Pharmaceuticals ノ ー ベン製薬会社（アメリカの製薬会社）

empower 力を与える

add up to 結局～ということになる

great swaths of 広範囲の， 幅広い

MIT AgeLab マサチュ ー セッツ工科大学高齢化研究所

outnumber� より数で勝る

the Census Bureau 国勢調査局

demographics 人口統計

enrichment 豊かになること

proving ground (新装置， 理論などの）実験場

wild west 未開拓の領域（元は「米国開拓時代の西部地方」の意味）

community college コミュニティ ーカレッジ（アメリカの主として 2 年制の公立短期大学で，

中等学校卒業生または成人に， とくに地域の要求や関心に適合した教育を施す機関）

for-profit 営利目的の

by dint of� により

partake 参加する
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strap on a backpack リュックサックを背負う

equalizer 平等にするもの

veterinarian 獣医 (veterinary は「獣医の」の意味）

Zoom ズー ムビデオコミュニケーションズ社が提供するウェブ会議システム

wellness 健康

vaccine ワクチン

top out 最高値に達する

reskilling 再教育， スキルアップ

drawn-out 長期にわたる

certificate 証明書

outdated 時代遅れの

pivot 方向転換する

pull together 協力する

sophistication 高度化

zest 熱意

問 1 本文の（ア）（イ）に入る最も適切な語を以下の(a)�(d)から選びなさい。

（ア） (a) to (b) at (c) from (d) by

（イ） (a) continue (b) continued (c) continuing (d) be continued

問 2 下線部 (1) を和訳しなさい。

問 3 下線部 (2) によれば， オンライン授業は"the great equalizer"であるとされているが， ど

のような意味か， より具体的に日本語で説明しなさい。

問 4 下線部 (3) を和訳しなさい。

問5 高齢者を対象としたオンライン授業に関して， 本文ではどのような問題， 課題が指摘され

ているか， 本文に沿って日本語で説明しなさい。

問6 日本において新型コロナウィルスの感染収束後も義務教育のオンライン化を進めるべきか

否か。 具体的な利点， 課題を挙げた上で， あなたの考えを理由とともに日本語で述べなさい。

6




