
　高校での英語長文のおもしろさは，その内容にあります。文化論，社会論，人生論，言語論
などなど，長文を読むことでさまざまな思考に接し，自分の知識を広め，知恵を生み出すこと
ができます。
　みなさんは高校に入学してから４ヶ月の間，すでに多くの英語長文に接してきたことでしょ
う。その中で最も感じていることは「単語・熟語」の知識不足かもしれません。確かにある程度
の単語や熟語の知識がなければ，長文を読みこなすことはできません。しかしながら，長文の
中で使われている単語や熟語を関連性を重視しながら覚えていけば，不思議と語い力がついて
いくものです。今は蓄積の時期。入口で立ち止まることなく，英語長文のおもしろさを感じな
がら，語い力向上に努めてください。
　このテキストは，大学入試で出題率の高い「文化・社会」や理系内容である「科学・技術」とい
った各分野から，良問で構成しています。このテキストを活用し，みなさんが英語長文の醍醐
味を味わうことを期待します。

本テキストは，次のように構成されています。
▶演 習 問 題 Ａ　　比較的短い文章を２つ取り上げています。それぞれの単元の２つの長文

は，同じジャンルから選んでありますので，使われている単語の関連性
も意識して読み進めてください。

▶演 習 問 題 Ｂ　　演習問題Ａと比較して，長い文章を１つ取り上げています。やや難易度
の高い文章ですが，単語や熟語，文法事項，構文なども重要なものがち
りばめられていますので，総合的な英語力を養成することができます。

▶重要構文・パラグラフリーディング（解答解説） 
　　　　　　　　　　長文読解を行う上で重要な構文を取り上げています。また，文章を読解す

る上でパラグラフ（段落）の相互の構成を理解することは非常に重要です。
パラグラフリーディングの欄ではパラグラフの相互関係を解説しています。
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⑵　次のA～Gの文に続くもの，または質問の答えとして最も適切なものを，①～④から１つずつ選びなさい。
　A　It is commonly believed that （　　　　）
①　myths are old stories about gods and devils.

②　myths are constantly created by the people.

③　myths include imaginary characters in comic books and films.

④　myths often influence modern art forms.

　B　Superman was （　　　　）
①　the creator of a famous cartoon.

②　one of the most famous American comedians.

③　a person living in an ancient society.

④　an imaginary character.

　C　Which is NOT true about Superman?　（　　　　）
①　He can fly fast.

②　He can see through solid objects.

③　He can never be killed.

④　He is strong.

　D　According to the essay, in what way is Superman like Christ?　（　　　　）
①　He demonstrated X-ray vision.

②　He was very popular with Americans.

③　He came to Earth to help people in trouble.

④　He stands for “truth, justice and the American way.”

　E　The myth of Superman has ancient mythological roots.  What is the best example of this? 

（　　　　）
①　Superman was a popular American hero on weekly television.

②　Superman was an immigrant.

③　Superman was an orphan.

④　Superman’s mission in life was to save weak people from evil.

　F　Superman pretended to be （　　　　）
①　a religious leader.

②　a magician.

③　an ordinary man.

④　a star on television.

　G　Why is Superman so uniquely American?　（　　　　）
①　He has magical powers.

②　He could be both “ordinary” and “super,” when necessary.

③　His costume was red, white and blue.

④　He was very popular on an American television program.
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