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Ⅰ 

(A)  

多くの犬の飼い主は，「後ろめたい表情」だと自分が思う表情を犬の顔に認める。しかし科学に

よって明らかになっているのは，実はこれはその時の飼い主のボディーランゲージに対する反応

だということだ。罪の意識というのは，比較的複雑な感情なのである。犬は自分が何をしでかし

たか分からないまま，今から罰を与えられるのではないかと心配しているだけなのだ。 

 

(B)  

  宗教は文化が進化することによって生み出された力であり，主に個人や集団にとっての現実的

恩恵を生み出すために存在しているとする考えによって，なぜ世界に宗教が「衰退している」地

域があるのかが説明されうる。人間社会が国家を生み出し自己統治の仕組みを考え出すようにな

ると，罰によって集団規範と倫理的行動を強制するのに非常に有効だった神は，もはや以前ほど

必要ではなくなったのだ。 

 

Ⅱ 

設問(1)  

例えば，近くの窓から強い風が吹き込んでいる場合や，悲嘆にくれた自分の恋人が今まさに部屋

から飛び出していき，過去の恋愛関係において今回と同様の形で相手に出て行かれた経験がある

場合は，水槽ではなく勢いよく閉まったドアが，大きな音を出した最有力候補となるであろう。 

 

設問(2)  

日々の経験は，身の回りで生じることに対する単なる反応ではなく，現在の状況に類似した過去

の記憶に基づいて脳が行う推測によるものであるということ。 

 

設問(3) 

魚の色，形，大きさは多種多様だ。泳ぐ際の動きも様々である。群れで移動するものもいれば，

単独で存在するものもいる。海に暮らすものもいれば，池に暮らすものもいるし，人間の家に暮

らすものもいる。 

 

設問(4) 

魚をペットとして想像する場合，脳はベタ，金魚，グッピーを含むカテゴリーを想起する一方，

レストランでの食用として想像する場合には，タラ，ハドック，サケから成るカテゴリーを形成

するように，カテゴリーは決まった形で存在するものではなく，脳が状況に応じて作り出すもの

であるということ。 
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設問(5) 

息切れの感覚を説明するために，脳は，運動，腹へのパンチ，驚き，欲情を，そして他の多くの

考え得る要因―それらはすべて今この瞬間との類似性がある―を含むカテゴリーを構築するかも

しれない。そうして脳はそれらを絞り込んで具体的行動に移ることができるようになるのだ。 

 

設問(6) 

長方形の紙，円形の金属，貝殻，大麦，塩，動かせない程重い巨石を彫ったものといった多種多

様な物のみならず，抵当やビットコインのような無形物にもお金の機能が付与されてきたように，

ある物に機能が付与されると，その物が別の物として分類されるようになるということ。 

 

 

Ⅲ 

＜解答例 1＞ 

  The job of school teachers cannot possibly be replaced by machines or AI. The most 

important aspect of education is, it seems to me, helping the development of each student’s 

personality, not helping their acquisition of knowledge. Good characters grow only from 

interacting with people, who not only serve as models but also as poor examples at times. This 

kind of complexity is clearly exclusively human. AI may be of great help in knowledge 

transmission but can never be a substitute for human educators. (84 words) 

 

＜解答例 2＞ 

  I don’t want musicians to be replaced by machines or AI. I love classical music, particularly 

piano works by Bach. Last year, I went to a concert and listened to my favorite pianist play a 

Bach’s piece live. Then I was so impressed that tears dropped from my eyes. At that time, I 

was able to feel the pianist’s strong emotion. I’m sure that the real appreciation of music 

comes mainly from human feelings, which machines or AI cannot express. (80 words) 

 

 

Ⅳ 

＜解答例 1＞ 

(1)  

Although I live abroad, I don’t have a feeling as often as before that I have come so far or that 

I’m lonely. I get in touch with my parents every day and my wife also contacts her parents.  

Our sense of distance has been changing. 

 

 



© 河合塾 2022年 

英語   大阪大学 外国語学部（前期）      ３／４ 

 

(2)  

However, when one gets married to someone from a different culture, they find that they 

have different values of parenting because they were born and raised in different 

backgrounds. They sometimes don’t agree on their partner’s idea of child-raising. It is 

important to make a compromise if their values which underlie the cultures are different. 

 

(3)  

I think that in a romantic relationship, we can’t overcome the difference of values or culture, 

but that we can overcome it in a relationship of trust. As soon as we fall out of love with our 

partner, we can’t tolerate their differences. 

 

＜解答例 2＞ 

(1) I no longer lament, “I am so far away from home,” or mumble, “I miss my parents,” even 

though I live outside my home country. I keep in touch with them every day, and my wife does 

the same with her parents. Our sense of distance has changed. 

 

(2)By the way, because of the difference in the environment in which they were born and 

brought up, a husband and wife who have different cultural backgrounds often clash over, say, 

their parenting style. When you find that your values, which are at the root of your culture, 

are different from your husband’s or wife’s, you need to try to work out your differences. 

 

(3) I believe that we can get over the difference in values or culture on the basis not of love, 

but of trust. As soon as you lose your love for your partner, you simply cannot stand him or 

her. 
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Ⅴ 

設問(1) 

繁殖と冷たい海中での体温維持のため。 

 

設問(2) 

２か月間に約 6,000キロメートル移動した。 

 

設問(3) 

捕食回数を数え，潜水深度を測定するためのもの。 

 

設問(4) 

マッコウクジラはダイオウイカなどの大型の獲物を捕食するが，メスのゾウアザラシは小魚を大

量に食べる。 

 

設問(5) 

4.8時間足らず。 

 

 

 


