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問題１ 次の文章を読んで、後の問１～４に答えなさい。 
 
 
Fox NEWS Health, “Interactive rehabilitation device restores vet’s use of hand after stroke”, April 8, 2015 
http://www.foxnews.com/health/2015/04/08/interactive-rehabilitation-device-restores-vets-use-hand-after- 
stroke.html,（参照：2017 年 7 月 7 日）より一部改編 
 
 
【問１】本文中の空欄［ア］～［エ］にあてはまる最も適切な語を(a)～(e)から選びなさい。 
 
 
［ア］ (a) up  (b) through (c) over  (d) down  (e) by 

         解答番号［１］ 
 
［イ］ (a) currently (b) eventually (c) hopefully (d) actually (e) finally 

        解答番号［２］ 
 
［ウ］ (a) sales  (b) has sold (c) on sale (d) selling (e) sells 

        解答番号［３］ 
 
［エ］ (a) support (b) value  (c) money (d) sacrifice (e) benefit 

         解答番号［４］ 

 
【問２】次の文章の      に入れるのに最も適切なものを(a)～(e)から選びなさい。 
 
 
(1) David Villareal is a   解答番号［５］  
      (a) rehabilitation therapist using technology to help injured Marines through music therapy. 
      (b) Marine who has developed a therapy device for musicians who affected by strokes. 
      (c) musician and former Marine who has suffered loss of mobility because of strokes. 
      (d) former Marine doing postdoctorate research on upper extremity rehabilitation devices. 
      (e) musician whose application to join the Marines was rejected due to health problems. 
 
 
(2) Friedman and Reinkensmeyer created the MusicGlove   解答番号［６］  
      (a) as part of their postdoctorate studies at the University of California, Irvine. 
      (b) as an inexpensive arm training device that could be used for home therapy. 
      (c) for their professor, a leading researcher in the field of neurorehabilitation. 
      (d) so that they could take the lead in miniaturized bionic and assistive devices. 
      (e) as part of a biomedical engineering project at Flint Rehabilitation in 2011. 
 
 
(3) Stroke patients are often discouraged by traditional therapy because   解答番号［７］  
      (a) training at hospital is limited and patients find it difficult to continue by themselves. 
      (b) the book of exercises for home training is difficult to understand without a therapist. 
      (c) they find increasing exercise repetitions from 30 at hospital to 100 at home difficult. 
      (d) the book of exercises they are given require one-on-one sessions with a therapist. 
      (e) studies with volunteers have shown that 100 repetitions of practice tasks is not doable. 
 
 



 
 

(4) Mr. Reinkensmeyer recommends that stroke patients   解答番号［８］  
      (a) need to aim for a 20 percent improvement in hand function after three years. 
      (b) should practice a million steps so they can teach themselves how to walk again. 
      (c) do 1,000 repetitions a week for three years so their improvement doesn't stall.  
      (d) need to train like top-level athletes to improve and maintain their hand function. 
      (e) voluntarily do more than the target number of repetitions in the first two weeks. 
(5) Rehabilitation patients using the MusicGlove have found that   解答番号［９］  
      (a) they must continue using it for at least 10 years after onset of their stroke. 
      (b) although the brain continues to rewire itself improvement is very slow. 
      (c) they thought that most of their recovery happened in the first three months. 
      (d) the device was a useful therapy tool even ten years after suffering a stroke. 
      (e) even using the device it takes at least six months to see any improvement. 
 
 
 
 
 
【問３】本文中の空欄①、②には次の文章が入ります。それぞれ下の(a)～(e)の５つの語を並べ替

えて補いなさい。ただし解答はそれぞれの      にあてはまる記号のみ答えなさい。 
 
 
①  For so long I kept hearing that   解答番号［10］    ____________    解答番号［11］   

____________     解答番号［12］    months from your stroke, 

 
(a) after  (b) have  (c) you   (d) whatever (e) six 

 
 
②  A therapist can guide them   解 答 番 号 ［ 13 ］    ____________    解 答 番 号 ［ 14 ］   

____________    解答番号［15］   as a regime. . . 

 
(a) they  (b) what  (c) through (d) recommend  (e) would 

 
 
 



 
 

【問４】本文中の下線部（あ）～（う）が示す内容として最も適切なものを(a)～(e)から選びなさい。 
 
 
（あ）  As a user progresses, the degree of difficulty increases with more grips and notes. 

(a) 患者の病気が進行すると、物を握ったりメモを取ったりすることが難しくなる。 
(b) 利用者の上達の程度に応じて、握ったり音を出したりする回数が増えて難易度が上がる。 
(c) 使用者が前に進めば進むほど、難しさが増してより大きい握力や音量が必要となる。 
(d) 患者の治療が長引いたとき、より確実にしっかりと治療することが難しくなる。 
(e) 使用者が先に進むにつれて、手を握ったり符号を書いたりすることの難しさが変わる。 

解答番号［16］ 
 
 
（い）  The control group tapered off after the first week. 

(a) 通常の運動を行った集団は、１週目を過ぎて徐々に運動を行わなくなった。 
(b) その集団はコントロールされて、最初の週が終わらないうちに症状が悪化した。 
(c) 何も治療を行わなかった患者は、１週目が終わったところで変化が起こった。 
(d) 治療が抑制された患者は、１週目が終わったにもかかわらず、運動を続けた。 
(e) 練習が制限された集団は、１週間経った後で一時的に運動することが減った。 

 
解答番号［17］ 

 
 
（う）  For all that to be taken from me and not being able to play anything 

(a) 皆がすべてを取り払ったために、何の遊びもできなくなってしまって 
(b) 誰もが私から離れていってしまい、誰とも時間を共にすることができずに 
(c) 私は全てを失い、何も演奏することができなくなってしまったけれども 
(d) 私から取り払われ、何も演奏できなくなった全てのものにとって 
(e) 私は全てが奪われた上に、何もすることができなくなってしまったので 

解答番号［18］ 
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問題２ 次の文章を読んで、後の問１〜13に答えなさい。 

 

ダイエットの科学 - 分子生物学が示す「太らない食べ方」 

 

ドカ食いとチビチビ食い 

 ダイエットに興味がある人が、この本の読者の中にもたくさんおられると思う。世の中にはさまざま

なダイエット法が宣伝されている。科学的に見て少しは(１)コンキョがあるものから、微塵
みじん

も裏付けが

ないものまで星の数ほどある。それらのいずれもが商品として通用しているのだから、人の世というの

は不思議なものである。 

 人間には、生きていく上でどうしても必要なエネルギーというものがある。心臓と肺を動かし、体温を

維持し、基本的な代謝を円滑に動かすための熱量で、これを基礎代謝量と呼ぶ。成人で１日あたりおよそ

2000キロカロリー。この範囲の熱量ならば、どれほど食べてもすべて燃やされてエネルギーとして消費

されるので、体重は増えない。 

 問題は、基礎代謝量以上のエネルギーを摂取した場合である。ヒトの祖先がこの地球上に出現してか

らおよそ700万年が経過したが、実はその大半を飢餓状態で過ごしてきた。 

 やっと食物にありついたとしても、次にいつ必要量のエネルギー源が見つかるかは保証の限りではな

い。そういう状況が700万年ほど続いたのである。 

 ヒトの身体が、それに対応したのは当然と言わねばならない。すなわち、幸運にして基礎代謝量以上の

エネルギーを摂取できた場合は、それをできるだけたくさん取り込み、貯蓄するように身体の仕組みを

整えたのだ。 

 ところが、ここ数十年ほどの間に人類の一部を取り巻く食糧事情は逆転した。経済発展をとげた国々

にはいずれも飽食の時代が訪れたのである。 

 しかし、ヒトの遺伝子や代謝メカニズムを飽食に合わせて組み替えるのに、数十年という時間はあま

りに短すぎる。私たちの身体は基本的には飢餓時代と同じなのである。 

 (Ａ)旱魃
かんばつ

に備えて多くの貯水池や貯水槽を用意していたら、連日、大雨が降っているようなものであ

る。ヒトの遺伝子や代謝メカニズムにとって、今日のような飽食の時代に(２)ソウグウすることはまっ

たくの想定外だったのである。 

 私たちの身体は、基礎代謝量以上のエネルギーを大切に貯
た

め込むようになっている。それが皆さんの

お腹
なか

のまわりについている脂肪のベルトというわけだ。 

 これを何とか解消しようというわけで、ダイエットが花盛りなのだが、ここでは脂肪貯蔵のメカニズ

ムからダイエットを考えてみたい。 

 まず、同じ余剰カロリーでも、それをドカッと一挙にたくさん食べるのと、チビチビ食べるのでは、ど

ちらが太りやすい食べ方か。 
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 たとえば、1000キロカロリーの余剰をドカッと一挙に食べると体脂肪が100グラム身体につくとしよう。

一方、1000キロカロリーを一度に食べるのではなく、10回に分けて100キロカロリーずつ食べたらどうな

るか。 

 1000キロカロリー食べたときは脂肪100グラム。それなら、100キロカロリー食べたときは10分の１だ

から脂肪10グラム。それを10回に分けて食べると、10グラム×10で結局100グラム脂肪がつく  。 

 ゆえに、ドカッと食べても、チビチビ食べても、結局、同じではないかと思う方が少なくないだろう。

しかし、実際の生命現象はそういう具合にはなっていない。(Ｂ)チビチビ食べたほうが絶対に太りにく

い食べ方だということが言えるのである。 

 

自然界はシグモイド・カーブ 

 私たちは普段、インプット（入力）とアウトプット（出力）が比例関係にある現象に慣れている。とい

うより、脳は比例関係以外の関係を理解するのが苦手なのである。 

 この場合、摂取カロリーはインプット、体重増加はアウトプット。インプットとアウトプットの関係が

単純な比例関係、つまり右上がりの直線上に乗っているというのは、単なる私たちの幻想にすぎない。あ

るいは自然界の（誤った）単純化と言ってもいい。 

 生命現象を含む自然界の仕組みの多くは、比例関係＝線形性を保っていない。非線形性をとっている。

自然界のインプットとアウトプットの関係は多くの場合、Ｓの字を左右に引き伸ばしたような、シグモ

イド・カーブという非線形性をとるのである。 

 非線形性は、たとえば音楽を聴くときにボリュームのダイヤルの回し具合（インプット）と聞こえ方（ア

ウトプット）の関係を考えてみるとよくわかる。 

 ボリューム・ダイヤルをだんだん右にひねっていくと、ボリュームは大きくなっているはずなのに、音

はなかなか大きく聞こえてこない。つまり最初の段階では、インプットに対するアウトプットの応答性

は鈍い。 

 ところが、ボリューム・ダイヤルがある位置を越えると、音は急にガーンと大きくなって聞こえてく

る。ここで応答は鋭く立ち上がるのである。しかし、ボリュームのダイヤルをかなり大きくひねった位置

では、それ以上にダイヤルを回しても、大きな音は大きな音としか聞こえなくて、ダイヤルの回転に応じ

て大きくは聞こえない。 

 つまり、シグモイド・カーブにおいて、インプットとアウトプットの関係は、鈍−−敏−−鈍という変化を

するのである。 

 (Ｃ)余剰カロリー（インプット）と体重増加（アウトプット）も、生命現象として非線形の関係にある。

1000キロカロリーをドカッと食べると100グラムの体脂肪がつく。これはよしとしよう。しかし、その10

分の１の100キロカロリーを摂ると、それはただちに体脂肪10グラム増加とはならないのである。 

 インプットが小さい領域では、アウトプットの立ち上がりは低く、おそらく２グラム程度にしかなら

ない。だから、これを10回繰り返しても、体重増は20グラムで済むことになる。 
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自然界の現象というのは、実はこのように、線形的ではないインプットとアウトプットの関係にある。

にもかかわらず、私たち人間は自然界の因果関係を単純化して理解しようとしてしまう。入力が増えれ

ば、それに応じて出力も増える、その増え方は常に一定であるというふうに。 

 これは人間が自然を理解するとき、心を曇らせる原因にもなる。 

 

          （あ）      

ここにイチゴのショートケーキがあります。手のひらに載せるとだいたい200グラムくらいでしょうか。

さて問題です。これをペロリと食べると、あなたはどれくらい太るでしょうか？ 

 答えは単純、200グラムである。しかし、それは「食べた直後に体重はどれくらい増加するでしょうか」

という問いに対する答えである。 

 あなたのもともとの体重にケーキの重さを加算したわけで、これは質量保存の法則から言って、当然、

そうなる。とはいえ、より正確に言えば、ケーキの重量200グラムがそのままあなたの《身につく》こと

はない。 

 ケーキの組成成分の半分は水分である。残りは小麦粉の主成分である炭水化物、小麦粉に含まれるタ

ンパク質、それからクリームの主成分である脂肪からなっている。 

 このうち水分は身につかない。もちろん水分を摂取した直後は、その分だけ体重は増えるが、飲んだ水

は速やかに身体の水分とのあいだでバランスが取りもたれ、余分な量は尿や汗や呼気となって排出され

る。水はエネルギー源ではないから、ダイエットの敵とはならないのである。 

 では、残りの成分はどうか。これが身につくのかつかないのかは、実はあなたの今日の代謝エネルギー

との兼ね合いで決まる。 

 (Ｄ)栄養素の重量をカロリー量に換算する簡単な式がある。炭水化物とタンパク質は１グラムにつき

４キロカロリー、脂質は１グラムにつき９キロカロリーのエネルギーを内包している。脂肪は炭水化物

やタンパク質の倍以上のエネルギーを持っているのである。 

 さて、この関係式をケーキに当てはめてみると、ケーキ一切れに含まれる総カロリーはおおよそ500キ

ロカロリーとなる。 

 もし、あなたが今日は朝から何も食べていなければ、このケーキをペロリとたいらげても１グラムた

りとも《身につく》ことはない。 

 500キロカロリーは、すべて基礎代謝に必要なエネルギーとして消費され、燃えカスは水と二酸化炭素

となって、呼気や汗となって排出される。 

 つまり、基礎代謝の範囲内の熱量なら、どれほど食べてもすべて燃やされてエネルギー源として使わ

れるので、体重とはならない。あなたは太ることはないのである。 

 しかし、もし今日一日、朝も昼もしっかり食事をし、夜もご馳走
ちそう

をいただいたけれども、食後にどうし

ても甘いものが欲しくなって、このショートケーキを食べてしまったとしたら  。 
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すでに朝昼晩の食事で、成人に必要な１日あたりの基礎代謝量に相当する2000キロカロリーを摂取し

ているから、(Ｅ)余剰エネルギーはしっかり《身につく》ことになる。このとき初めて、あなたの体重は

増加する可能性がある！ 

これは、ある意味でヒトの悲しい性
さが

でもあるかもしれない。進化はヒトをして、余剰のエネルギーに

出合ったとき、これを万一に備えてすばやく蓄積する仕組みを発達させ、身体と遺伝子はこのメカニズ

ムをしっかり保持してきた。それが飽食の時代になっても変わっていないのだから、余分に食べると、お

腹のまわりの脂肪となって貯められてしまうのは当然のことなのである。 

余剰カロリーを身につけない方法の一つは、余分な運動をすることによって、これを無理やり燃やして

しまうことである。しかし、これはかなりの困難を伴う。一度、体内に入ったカロリーを運動で燃やすた

めには、想像以上の運動量が必要だからだ。 

 500キロカロリー（ショートケーキ１個分）を燃焼し尽くすのに、水泳なら平泳ぎでみっちり１時間、

ジョギングなら10キロメートルは走らないといけない。私たちはついつい食べすぎる。そして、普通の人

は狩りも採集も放棄してしまったので、運動の動機と(３)ケイキはほとんど失われてしまった。あなた

は、ショートケーキを１個食べるために１時間の水泳をする気力がありますか。10キロメートルのジョ

ギングをする時間がありますか。 

 運動によるダイエット法の多くが功を奏さない理由もここにある。 

 

     （い）      

 さて、それでは余分なエネルギーが身につくプロセス、つまり体重と化す過程を見てみることにしよ

う。 

 皆さんのお腹のまわりについている、いわゆる体脂肪は、余分なカロリーのなれの果てである。この体

脂肪、実は生きている。一つひとつが生きた細胞、つまり脂肪細胞である。脂肪細胞は一枚の薄い膜で取

り囲まれており、その内部で生命活動を営んでいる。どのような生命活動かと言えば、それは細胞の内部

にめいっぱい脂肪を貯め込む、ということ。 

 脂肪細胞は余剰のエネルギーを毛細血管から受け取ってそれを貯蔵する。そのとき、実際には何を受

け取るか。それは血液中のブドウ糖、いわゆる血糖というものである。 

 基本的には、すべての栄養素はエネルギー源として燃やされるとき、最終的にはブドウ糖になる。ブド

ウ糖は血液中に溶け込んで体内をグルグル回り、各組織の細胞を《灌漑
かんがい

》する。細胞に取り込まれたブ

ドウ糖は燃やされて、つまり酸素と結びついて、エネルギーを放出する。 

 このエネルギーが細胞の代謝の原動力となり、また体温の 源
みなもと

となる。お腹が空
す

くというのは、血糖

値が下がるということ。逆に言えば、エネルギーの消費が進み、血糖値が低下すると、空腹感を覚える。 

 私たちは、それに応じて摂食行動を起こす。お腹がいっぱいになり、必要以上のブドウ糖が血中に存在

すると、脂肪細胞はせっせとブドウ糖を取り込む。これを変換して脂肪に変え、細胞内に蓄える。 
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 つまり余分なカロリーが「身につく、体重となる」ということは、摂取した過剰なエネルギーがブドウ

糖として身体を巡った末に、脂肪に変換されて脂肪細胞の内部に貯蔵された時点をもって完了する。 

 私たちは長い間、飢餓状態の中を進化してきたおかげで、カロリーのリミッター、つまり満腹中枢の規

制が弱い。それゆえにこそ、私たちはついつい太ってしまうのである。 

 しかし、人間、そう捨てたものではない。何事にもわずかな救いがある。それが、前にも述べたチビチ

ビ食いである。 

 実際、ショートケーキ１個をちまちまと食べるのはみみっちい話ではあるが、たとえば、オーバーカロ

リーとなることが自明のフルコースは、できるだけゆっくり時間をかけて食べるのが賢い食べ方と言え

る。 

 

脂肪に変換して貯蔵するプロセス 

 なぜそうなのかを理解するには、もう少しミクロな眼
め

が必要となる。脂肪細胞が毛細血管から余剰の

ブドウ糖を受け取り、脂肪に変換して貯蔵するプロセスを詳しく見てみよう。 

 脂肪細胞は細胞膜によって取り囲まれている。細胞膜は極めて薄い膜だが、強度があり、また、物質を

そう簡単には通過させない。細胞膜が物質のバリアーとなっていることが、細胞を外界と隔
へだ

て、細胞内

に生命環境を形作る基本構造を提供しているのである。 

 ブドウ糖も例外ではなく、細胞膜をそのまま通過することはできない。ブドウ糖が脂肪細胞の外から

中へ入るためには、細胞膜を貫通している特殊なトンネルをくぐる必要がある。 

 とりあえず風船に短い(Ｆ)マカロニが突き刺さっているようなイメージを思い浮かべていただきたい。

マカロニの穴を抜けてブドウ糖が細胞内に入る。ただし、このマカロニの穴は一方通行で、細胞の内部か

ら外へと、ブドウ糖は出ていくことができない。 

 また、ブドウ糖以外の物質はたとえブドウ糖より小さい分子であっても、この穴を通って出入りする

ことはできない。分子の形が穴に合わないのだ。このミクロなマカロニは「ブドウ糖輸送体」と呼ばれる。

その穴は単純なトンネルではなく、ブドウ糖だけが通り抜けられるような特殊な構造をしているのであ

る。 

 このミクロなマカロニが、脂肪細胞の細胞膜にたくさん突き刺さっていれば、それだけたくさんのブ

ドウ糖を取り込むことができる。逆にマカロニの数が少なければ、その分、ブドウ糖の取り込み量は少な

くなる。 

 実際、一つの脂肪細胞の細胞膜にどの程度のマカロニが突き刺さっているかは、時と場合によって異

なる。マカロニは普段、脂肪細胞の内部にある格納庫にしまわれているのである。 

 そして、血液中に余剰のブドウ糖が増えてくると、マカロニは格納庫を出て、一斉に細胞膜に配備され

る。ブドウ糖を細胞内に取り込むために。 

 取り込まれたブドウ糖は脂肪に作り替えられて貯蔵されるのだが、その脂肪の貯蔵庫とマカロニの格

納庫は細胞内の異なる場所にある。そして、脂肪の貯蔵庫のほうが圧倒的に大きい場所を占めている。 
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 血液中のブドウ糖濃度が下がると、脂肪細胞はそれ以上ブドウ糖を取り込む必要がなくなるので、細

胞膜に突き出ていたマカロニは細胞内の格納庫にしまわれる。 

 結局、脂肪細胞の細胞膜上に存在するマカロニの量が、ブドウ糖の取り込み量を決定することになる。

ならば、もし、過剰のブドウ糖が血中に存在したとしても、脂肪細胞がマカロニを細胞膜に配備しなけれ

ば、脂肪細胞はブドウ糖を細胞内に取り込めず、したがって脂肪を蓄積することはなく、結果として体重

も増えずに済む。そのようなロジックが成り立つ。 

 

     （う）      

 では、いったい、誰が、マカロニの配備・回収の号令をかけているのか。脂肪細胞が自律的に、血中の

ブドウ糖の量を監視し、自ら号令をかけているわけではない。脂肪細胞は、どちらかと言えば身体の「辺

境」にあるので、全体を見渡すことなどできないのである。 

 号令は「中央」からやってくる。と言っても、身体の中央は必ずしも脳ではない。特に糖のコントロー

ルに関しては、脳でさえも隷属する立場である。なぜなら、糖の供給を断たれると、脳はひとたまりもな

いからである。 

 号令を出しているのはほぼ身体の中央にある膵臓
すいぞう

という臓器。膵臓を顕微鏡で覗
のぞ

くとちょうど珊瑚礁
さんごしょう

が広がる海にぽっかりと丸い小さな島が点々と浮かんでいるような光景を見ることができる。これが、

世界で一番小さな「島」、(Ｇ)ランゲルハンス島
とう

である。 

 先に述べたように、膵臓の主要な仕事は消化酵素の生産である。それは「海」が担当している。インシ

ュリン生産は「島」の仕事である。 

 ちなみに、村上春樹さんの短編に『ランゲルハンス島の午後』という作品があり、そこでは「あの神秘

的な」と形容されている。 

 この小さな美しいランゲルハンス島こそがブドウ糖の出入りを制御する司令塔である。消化管から吸

収されたブドウ糖は血管に入り、血管は集合して大きな流れとなって膵臓になだれ込む。 

 ここでランゲルハンス島は血液中のブドウ糖の濃度、すなわち血糖値をモニタリングする。もし血液

中のブドウ糖が過剰にあると、ランゲルハンス島は脂肪細胞に向けて号令を発する。マカロニを細胞表

面に配備してただちにブドウ糖を回収・蓄積せよ、と。 

 この号令の実体が(Ｈ)インシュリンである。このような「号令をかける」物質はホルモンと呼ばれてい

て、インシュリンはランゲルハンス島から放出されると、血流に乗って全身を巡り脂肪細胞に到達する。 

 脂肪細胞の表面にはインシュリンを受け止めるアンテナのような分子がある。インシュリン・レセプ

ター（受容体）である。インシュリンはインシュリン・レセプターと特異的に（鍵と鍵穴の関係で）結合

し、脂肪細胞に情報を伝える。 

 この情報をもとに、脂肪細胞内部の格納庫からブドウ糖輸送体（マカロニ）が運び出され、細胞膜上に

突き刺さるのである。 
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 同じく血流に乗ってやってくる余分なブドウ糖は、こうして脂肪細胞に取り込まれ、脂肪となってあ

なたの身体の一部となる。このとき初めて食べたものが体重となるのである。 

 結局、インシュリンといかにうまく付き合うかが、賢い食べ方につながるということになる。食べ物を

ドカ食いすると一挙に血糖値が上昇し、インシュリンが大量に放出される。それが命令となって脂肪細

胞はしっかりエネルギーを貯め込む。 

 逆に、できるだけインシュリンが出ないように「だましだまし」食べることができれば、その分、脂肪

細胞が受け取る命令は少なくなる。つまり太りにくくなる。 

 そんなことが可能なのかって？ 可能なのです。スローな食べ物を選んで、スローに食べればよい。ス

ローな食べ物とは、よく噛
か

まないといけないもの、消化・吸収がゆっくりと進むものである。 

 たとえば、同じカロリーでも、お米（白米）、コーンフレーク、おそば、玄米では、スロー度を比べて

みると、85、75、54、50とかなり差がある。 

 この値はグリセミック・インデックス（GI値）と呼ばれるもので、ブドウ糖をそのまま食べたときを

100として、それぞれの食品がどれくらい血糖値を上げるかを数値化したもの。数値が小さくなるほどス

ローな食べ物ということができる。 

 つまり、おそば、玄米がスローな食べ物。どうです。スローフード・スローライフにもそれなりの合理

性があるのです。 

 GI値はウェブを調べると一覧表が出てくるから、ダイエットに励んでいる方には、まずGI値を把握す

ることをお勧めしたい。 

  

「飢餓」こそが人類700万年の歴史 

 (Ｉ)ヒトは、今から約700万年前、ヒトの原型がこの世界に現れて以来、ずっと一貫してほぼ同じ状況

下に置かれ続けていた。飢餓状態である。 

 私たちの祖先は常にお腹を空かせ、朝起きれば、今日はどのように食糧を手に入れるべきかにばかり

頭を悩ませていた。生存が唯一最大の生きる目的だったのである。 

 だから、たまに大きな獲物を捕らえることができた日には、食べられる限りを食べ、身体もまた蓄えら

れるだけを蓄えた。余分のエネルギーを脂肪に換えて貯蔵する生化学メカニズムを進化させてきた。私

たちの身体は基本的にそのときのままなのである。 

 飢餓が当たり前の時代には、満腹中枢など必要なかったはずだし、過剰なカロリーが身体に流入した

ときには、それを脂肪細胞に取り込めばよかった。しかし、この貯蓄メカニズムが、現代ではそのまま肥

満のメカニズムとなる。 

 一方、貯蓄時には一過的に血糖値が低下し、身体は同化モード、つまり副交感神経優位の「眠い」状態

に入る。こんなとき、もし外敵に襲われれば、たちまち殲滅
せんめつ

されてしまうだろう。 

 しかし、そんなときでも血糖値を高く保ち、常に臨戦モードに身体を維持できる能力を身につけたグ

ループがいたとすれば、彼らは急襲にも機敏に反撃することができたはずだ。 
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 糖尿病、すなわち、血糖値を常に高く維持し、できるだけ同化モードに入らないようにする奇妙な特性

が、進化の淘汰
とうた

を受けずに今日、ヒトの遺伝子プールの中に保存されているのは、このような理由からで

はないかと考える仮説があるほどだ。 

 飽食の時代に生きる現代人は、常時、オーバーカロリーの危険性にさらされることはあっても栄養素

が欠乏することはほとんどありえない。それは糖質、タンパク質、脂質の三大基本栄養素はもちろん、身

体が作り出すことのできないビタミンとミネラルでもそうである。 

 これは毎年、厚生労働省が行う栄養調査でも明らかになっていることで、少なくとも普通の食生活を

している日本人であれば、不足する栄養素は一つとしてない。 

（以下略） 

 

（福岡伸一『新版 動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』小学館新書（2017年）より抜粋、一部改変） 
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【問１】本文中の下線部(1)〜(3)と同じ漢字を含むものを、ａ〜ｅより１つずつ選びなさい。 

（１）コンキョ 

ａ．県知事のセンキョ      ｂ．東京までのキョリ     ｃ．阿見町をキョテンとする 

ｄ．入学をキョカする      ｅ．横丁のごインキョ 

解答番号［19］ 

（２）ソウグウ 

ａ．ソウダイな計画        ｂ．山でソウナンする   ｃ．目的をソウシツする 

ｄ．先生にソウダンする    ｅ．ソウテイ外の結果 

解答番号［20］ 

（３）ケイキ 

ａ．ケイサン通りの結果  ｂ．ケイジ板に書き込む  ｃ．増加するケイコウ 

ｄ．ケイバツを受ける   ｅ．ケイヤクを結ぶ 

解答番号［21］ 

 

 

【問２】文中の（あ）にあてはまる最も適切な見出しはどれか。ａ〜ｅより１つ選びなさい。 

ａ．１日あたりの基礎代謝量 

ｂ．飽食の時代 

ｃ．体重を増やさない食べ方 

ｄ．運動によるダイエット 

ｅ．余剰エネルギーの削減 

解答番号［22］ 

 

【問３】文中の（い）にあてはまる最も適切な見出しはどれか。ａ〜ｅより１つ選びなさい。 

ａ．飢餓に対応した進化 

ｂ．体脂肪は生きている 

ｃ．ブドウ糖の代謝 

ｄ．満腹中枢の抑制 

ｅ．太ることのメカニズム 

解答番号［23］ 
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【問４】文中の（う）にあてはまる最も適切な見出しはどれか。ａ〜ｅより１つ選びなさい。 

ａ．スローライフのすすめ 

ｂ．珊瑚礁が広がる海 

ｃ．インシュリンを制御せよ 

ｄ．ランゲルハンス島の午後 

ｅ．マカロニの配備と回収 

解答番号［24］ 

 

 

【問５】本文中の下線部(Ａ)は、現代人のどのような状況を指しているのか。ａ〜ｅより１つ選びなさ

い。 

ａ．飽食の時代  

ｂ．経済発展 

ｃ．飢餓状態 

ｄ．栄養失調 

ｅ．ダイエットの時代 

解答番号［25］ 

 

 

【問６】本分中の下線部(Ｂ)で、太りにくい理由として正しいのはどれか。ａ〜ｅより１つ選びなさい。 

ａ．脂肪細胞数が増加する 

ｂ．ランゲルハンス島が増加する 

ｃ．血糖値が急に上昇する 

ｄ．マカロニ（ブドウ糖輸送体）数が増加する 

ｅ．インシュリンの分泌が緩やかになる 

解答番号［26］ 
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【問７】本文中の下線部(Ｃ)の余剰カロリー（インプット）と体重増加（アウトプット）の関係を表すグ

ラフとして正しいのはどれか。ａ〜ｅより１つ選びなさい。 

 

 

 

 

 

      a                 b                 c                d                 e 

解答番号［27］ 

 

【問８】Ｊさんの１日の基礎代謝量を 2,000キロカロリーとする。今日１日、朝昼夜の３食ですでに 1,600

キロカロリーを摂取し、かつ夕食後に次のａ〜ｅのデザートのうち１種類を平らげてしまった。

Ｊさんの体重が最も増加する（太る）可能性が高いのはどれか。次のａ〜ｅより１つ選びなさ

い。なお、各栄養素のカロリー換算は本文中の下線部(Ｄ)のとおり、各デザートの栄養組成は次

の（ ）内に示すとおりである。 

 

ａ．イチゴのショートケーキ １個 （タンパク質 5g, 脂質 25g, 炭水化物 30g） 

ｂ．わらびもち １人前 （タンパク質 3g, 脂質 2g, 炭水化物 40g） 

ｃ．ホットケーキ １人前 （タンパク質 8g, 脂質 10g, 炭水化物 50g） 

ｄ．チョコレートパフェ １人前 （タンパク質 10g, 脂質 55g, 炭水化物 70g） 

ｅ．白玉ぜんざい １人前 （タンパク質 7g, 脂質 1g, 炭水化物 65g） 

解答番号［28］ 

 

【問９】本文中の下線部(Ｅ)のしっかり《身につく》とは、何が起こったときか。ａ〜ｅより１つ選び

なさい。 

ａ．脂肪細胞数が増加する 

ｂ．脂肪細胞内にマカロニが貯蔵される 

ｃ．血液中のブドウ糖が増加する 

ｄ．ランゲルハンス島が増加する 

ｅ．脂肪細胞内に脂肪が貯蔵される 

解答番号［29］ 
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【問 10】本文中の下線部(Ｆ)のマカロニの説明として誤っているのはどれか。ａ〜ｅより１つ

選びなさい。 

ａ．脂肪細胞の細胞膜に突き刺さっている 

ｂ．ブドウ糖を通す穴が開いている 

ｃ．水のような低分子も穴を通過できる 

ｄ．細胞膜に突き刺さっているマカロニ数は増減する 

ｅ．マカロニは脂肪細胞内に格納されている 

解答番号［30］ 

 

 

【問 11】本文中の下線部(Ｇ)のランゲルハンス島の説明として誤っているのはどれか。ａ〜ｅより２つ

選びなさい。 

ａ．ブドウ糖を貯蔵する 

ｂ．血糖値をモニタリングする 

ｃ．インシュリンを分泌する 

ｄ．消化酵素を生産する 

ｅ．膵臓の中にある 

解答番号［31］ 

解答番号［32］ 

 

 

【問 12】本文中の下線部(Ｈ)のインシュリンの説明として正しいのはどれか。ａ〜ｅより１つ選びなさ

い。 

ａ．消化酵素の一種である 

ｂ．脂肪細胞で分泌される 

ｃ．血糖値を上げる 

ｄ．脂肪細胞のブドウ糖回収を促進する 

ｅ．脂肪細胞表面のマカロニと結合する 

解答番号［33］ 
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【問 13】本文中の下線部(Ｉ)の飢餓状態に対応するため、進化しなかったメカニズムは何か。ａ〜ｅよ

り１つ選びなさい。 

ａ．満腹中枢を抑制するメカニズム 

ｂ．ブドウ糖を効率的に回収するメカニズム 

ｃ．血糖値を上げるメカニズム 

ｄ．脂肪細胞の脂肪蓄積を促進するメカニズム 

ｅ．余剰エネルギーを貯蔵するメカニズム 

解答番号［34］ 

 


