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問題 次の英文を読み、後に続く各問に答えなさい。 

That happy, invincible feeling you get when you're floating through the air at the peak of a workout? 

You've probably heard that it's something called endorphins*1 that your body produced during 

prolonged exercise. That idea, which has been around since the ’80s, is based on the theory that 

these chemicals interact with receptors in the brain to reduce your perception of pain and some 

thought they may also give you that euphoric boost. 

A new study published this week in the Proceedings of the National Academy of Sciences*2 

challenges that notion and puts forth a different theory: That that "high" it could be due to different 

substance called endocannabinoids. 

Endocannabinoids can basically be thought of as the body's self-produced marijuana and, like 

cannabis, can impact a wide range of physiological processes, including appetite, pain, memory and 

mood. 

Now the new research was only in mice, so it's unclear how it will apply to humans, but what the 

researchers found is almost certainly intriguing enough to inspire follow up studies. 

Researchers from the Central Institute of Mental Health of the University of Heidelberg took mice 

and gave them running wheels. They found that after the runs, the mice were less anxious and 

tolerated pain better. 

Then they used drugs to block the animals’ endocannabinoid system. The results were striking. The 

animals were as anxious after running as before running and more sensitive to pain. 

"We thus show for the first time to our knowledge that cannabinoid receptors are crucial for main 

aspects of a runner’s high," the researchers wrote.                      <omit the last part> 

 

[出典: Scientists say ‘runner’s high’ is like a marijuana high: The Washington Post, Oct. 8, 2015, 
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2015/10/08/scientists-runners-high-like- 

marijuana-high/] 

 
注）＊1：endorphin エンドルフィン、神経伝達物質の一種で、モルヒネ様作用を示す   

＊2：Proceedings of the National Academy of Sciences 米国科学アカデミー紀要、米国の 
著名な学術雑誌   

 

 

 

 

 

 

問題文は下記の出典より抜粋した。 



問 1 本文を全て日本語に訳しなさい。 
 
問 2 本文で述べられている、“runner’s high”と“endorphins”、“endocannabinoids”との関連

性を、日本語で簡潔に記述しなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



注 意 事 項 （外国語試験）

１ 外国語の試験時間は、10時40分～12時10分です。

２ 英和辞典の持ち込み及び使用を認めます（付箋等が貼られていないもの）。ただし、

電子辞書の使用は認めません。

３ 試験問題用紙の表紙が願書提出時の選抜区分（「社会人特別選抜」）であることを確

認してください。

４ 問題用紙は２枚、解答用紙は２枚です。

５ すべての解答用紙の所定の欄に、必ず受験番号・氏名を記入してください。

６ 解答は、すべて解答用紙に記入してください。ただし、※印欄には記入しないてくだ

さい。

７ 問題用紙・解答用紙に不鮮明な部分や汚れなどがある場合は、声を出さずに手を挙げ

て、監督員の指示に従ってください。

８ 試験中に質問や用便などの用件がある場合も、声を出さずに手を挙げて、監督員の指

示に従ってください。

９ 試験開始後、30分間は途中退場を認めません。30分経過後、途中退場する場合は、監

督員の指示に従い、解答用紙を監督員に提出したのち退場してください。

10 問題用紙・解答用紙を持ち帰ることはできません。

11 不正行為や、他の受験生に迷惑となる行為をした場合は、退場させることがありま

す。


