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less than one space for every three children of the same age. These statistics are disturbing and 

reveal the number of parents struggling to find sufficient child care. There are serious mental 

health consequences for those in under-resourced areas. 

Canadian provincial and federal governments have been quick to respond to the child-care 

demand of front-line workers during the COVID-19 crisis. Several Canadian provinces have 

provided emergency child-care centers for those in need, limiting numbers and taking special 

precautions to stick to social distancing protocols. 

*Trudeau's government has also committed $2 million to supplement *the Canadian Child

Benefit for qualifying parents. The former efforts are formidable in their immediate impact. 

(s) The latter's, questionable. Federal funds can help replace lost wages and allow parents not to

work while caring for their children during this time, but money cannot help parents hire 

caregivers while working from home, given social distancing and isolation measures. 

注

間1 (ア）～（ウ）に入る最も適切な語句を下より選び，解答欄に書きなさい。 語

形を変える必要がある場合は正しい語形にして書きなさい。

come off I search for I do with / care for I keep in 

問 2 下線部 (1) を日本語に訳しなさい。

問3 下線部(2)は具体的にどのようなことを意味しているか，説明しなさい。

問4 下線部 (3) の（

欄に書きなさい。

）内の語句を文脈に合うように適切な順序に並び替え，解答

問5 下線部(4)は本文中でどのような地域と定義されているか，具体的に説明しな

さい。

問 6 下線部 (5) に関して，筆者はなぜそのように考えるのか，理由を説明しなさい。
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（Adapted from "Working parents dealing with coronavirus quarantines will face psychological 
challenges" by Marisa Young,Copyright©2020 The Conversation Media Group Ltd 一部改変）

quarantine (伝染病予防のための）隔離状態

Trudeauトルドー（カナダの首相）

the Canadian Child Benefit (カナダの）児童手当





But it is also true that desegregation accelerated a trend towards (D) teacher (E) 

standards that continued to disproportionately affect African-Americans. When North Carolina 

raised its cut-off scores for the National Teacher Exam in the late 1970s, for example, it was 

associated with a 73% drop in newly licensed black teachers in the state between 1975 and 1982. 

While higher teacher accreditation requirements reduce the number of black teachers, they 

have done little for students of any ethnicity: teacher licensing test scores are weakly related to 

outcomes for students. That helps to explain why Mr. Hanushek found ( F ) in average 

test scores for American 17-year-olds tested between 1987 and 2017, and no further progress in 

closing the black-white test gap since the 1980s. The legacy of a discriminatory response to 

desegregation continues a half-century on, with limited benefit to children. 

注

the Civil Rights Act 公民権法 desegregation 人種差別廃止

apartheid アパルトヘイト（人種差別政策）

Confederacy 南部連合（南北戦争時にアメリカから脱退した南部1 1 小卜Iによる国家）

accreditation 認定

問1 下線部(A)は具体的にどのようなことを意味しているか，説明しなさい。

問2 ( B )に入る最も適切な語を以下から選び記号で答えなさい。

ア positive イ negative ウ superficial エ essential

問 3 下線部 (C) はどのような story か，140 字から 180 字程度で説明しなさい。

問4 ( D )( E )に入る最も適切な語の組み合わせを以下から選び記号で答え

なさい。

ア (D) greater - (E) moral イ (D) lower - (E) moral

ウ (D) greater - (E) nationality エ (D) lower - (E) nationality

オ (D) greater - (E) certification 力 (D) lower - (E) certification

問5 ( F )に入る最も適切な語句を以下から選び記号で答えなさい。

ア significant gains

ウ significant decrease

ィ
・ ・

no s1gn1ficant gains 

工 no significant decrease 
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（Adapted from "Why America lost so many of its black teachers" by BY C.K. | WASHINGTON, DC, The 

Economist.Copyright© 一部改変）











だから私は、 一人の若者としてなぜこの活動にたどり着き、 行動するようになったのか。 そのスト ー

リ ーを語ることに、 その先に進む手がかりを見いだしています。
（聞き手 ・ 後藤太輔）

文章 II 高い発信力変革起こせる
こだま しげお

小玉 重夫さん（東京大学教授）
20 世紀は成熟した年長者が社会をリ ー ドすることが当然とされた時代でした。 しかし 21 世紀は、 「社

会で変革を起こすことに年齢は関係ない」という流れが当たり前になるのではないかと思います。 日本
もその変化の波から逃げることはできないでしょう。

たしかに政治という分野に限れば、 日本ではまだ、 若者の発信力は弱いかもしれません。 ですが、 よ
り広く社会一般への発信力という点ではどうでしょう。 すでにスポー ツや音楽、 囲碁、 将棋などといっ
た分野において 10 代の躍進はめざましく、 その発信力は私たちが 10 代だった頃よりはるかに高いと言
えます。 政治の分野で同じ現象が起きるのも、 時間の問題と思います。

実際、 各地の高校から地元の町おこしや過疎地の地域再生、 被災地の災害復興などの問題に、 高校生
が積極的にかかわっている事例が多数報告されています。

私も今年2月、 秋田県の高校生に模擬授業をしました。 そのとき扱ったテ ー マは、 夏の参院選でも争
点となった陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イー ジス ・ アショア」の県内配置の問題でした。 まず私
が県内選出国会議員たちの意見を紹介し、 国会議員を学校に招いて公開討論会の司会をするなら、 議論
をどう進めるかと尋ねました。 すると、 予想以上に建設的な意見が集まりました。 いまの 10 代は右派 ・

左派、 保守 ・ リベラルといった区分に染まっておらず、 考え方は柔軟なのだと改めて実感しました。
ここで重要なのは、 若い世代に初めから賛否を決めさせるのでなく、 論争的な課題についてディスカ

ッションすることです。 論争となる課題は、 答えが簡単に出るわけではありません。 異なる意見や理念
が対立しているからこそ、 タブー視することなく議論する意味があります。

日本では、 政治と教育の関係がタブー視され、若者を政治から遠ざけようとした時代が続きました。
文部省（当時）は 1969 年、 学生運動を封じ込めるため、 「国家・社会としては未成年者が政治的活動を
行うことを期待していない」とする通達を全国の高校に出しました。

しかし 46 年後の 2015 年にはこの通知を廃止し、 高校生が 「国家・社会の形成に主体的に参画してい
くことがより一層期待」されると方針転換しました。 選挙権が18歳に引き下げられたことに伴う措置で
すが、 この通知を高校生の政治参加を後押しして生かしていくことが必要です。

危惧されるのは、 一部の大人が自分たちの主張や結論に合わせ、 若い世代を誘導しようとする懸念も
あることです。 大人も 10 代に伴走する形でいっしょに考えることが重要だと思います。 正しい答えが目
の前にあるわけではないのですから。
（聞き手・稲垣直人）

（出典：朝日新聞朝刊、 2019 年 11 月 1 日（金）13 版、 小玉重夫・宮崎紗矢香、

「20-4878」、オピニオン欄より作成。）
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