
令和�年度学力検査問題

外 国 語 （英 語）

ペ ー ジ 解答用紙枚数

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

英語表現Ⅰ・Ⅱ
� ～ １０ � 枚

解答時間 ８０分

――――――――――――――― 注 意 事 項 ―――――――――――――――

１．試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。

２．本冊子のページ数は上記のとおりである。落丁，乱丁，印刷不鮮明の箇所などが

ある場合は申し出ること。

３．解答はすべて別紙解答用紙のそれぞれの解答欄に記入すること。

４．解答用紙の指定された欄（�箇所）に，忘れずに本学の受験番号を記入すること。

５．試験場内で配布された問題冊子は，試験終了後持ち帰ること。

◇Ｍ７（３２７―１２３）



Ⅰ Read the following passage and answer the questions below. （As for the

words marked with an asterisk（＊），see the notes at the end of the passage.）

― １ ― ◇Ｍ７（３２７―１２４）

著作権の関係上、公表しない。



（The Economist, January 5th, 2019）

Notes

sibling: a brother or sister

delinquent: someone, especially a young person, who breaks the law or

behaves in ways their society does not approve of

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development

wherewithal: money, skills etc. needed for life

― ２ ― ◇Ｍ７（３２７―１２５）

著作権の関係上、公表しない。



１．Write the number of the best word to fill in each of the blanks（ａ）―（ｃ）.

（ａ）  dangerous  multicultural

 quiet  secured

（ｂ）  exclusive  inactive

 intensive  part-time

（ｃ）  easiest  fastest

 highest  lowest

２．Regarding the underlined part , choose the topic that is NOT mentioned

in the passage and write the number.

 child abuse

 examination system for higher education

 public benefits for children in need

 the amount of infant deaths

３．Choose the most appropriate reason for the statement in the underlined

part  and write the number.

 Because boys’ parents tend to be more wealthy than girls’ parents.

 Because rich families can devote their resources to support their

children.

 Because Turkish children are more effectively motivated by the

education system.

 Because most of the Western children study harder than the Eastern

ones.

― ３ ― ◇Ｍ７（３２７―１２６）



４．Based on the passage, choose two true sentences from the list below and

write the numbers.

 For anyone over thirty years old Winnie the Pooh is more adventurous

than Star Wars.

 Children are in a more advantageous position today than they were a

few decades ago.

 The intergenerational social mobility of Finland is the highest of all

the countries in the OECD.

 The “American dream” is the same as ever in the United States.

 The gap between prosperous and working-class parents is a serious

social issue.

５．Translate the following Japanese sentence into English. You can use

expressions from the passage.

一世代前の子どもたちはそれほど物がなくても，友だちと遊んだり，さまざ

まな冒険を楽しんだりして，自由時間の大部分を戸外で過ごした。

― ４ ― ◇Ｍ７（３２７―１２７）



Ⅱ 次の英文を読んで，下記の設問に答えなさい。（＊印の付いた語句には注があ

ります。）

― ５ ― ◇Ｍ７（３２７―１２８）

著作権の関係上、公表しない。



（Mariano Sigman, The Secret Life of the Mind）

注

pester 困らせる

paltry remnant わずかな残り

― ６ ― ◇Ｍ７（３２７―１２９）

著作権の関係上、公表しない。



１．下線部の内容を日本語で説明しなさい。

２．下線部を，itが指す内容を明らかにして日本語に訳しなさい。

３．下線部が「これら�つの可能性のどちらを選ぶか決めるには新たな実験が

必要であろう」という意味になるように，（ ）内の語句を並べ替えなさ

い。（文頭は大文字にすること。）

４．下線部�，�に最も近い意味を表すものを～の中から�つ選び，番号で

答えなさい。

� virtue

 an advantage or useful quality

 behaviour showing high moral standards

 manly strength or courage

 power of healing

� plausible

 appearing to be true

 based on what is generally believed

 completely new and having a great effect

 done without thinking

５．文中の空欄（ ア ）～（ ウ ）のそれぞれに入る最も適切な語を～から

選び，番号で答えなさい。

 for  on  to  with

６．文中の空欄（ エ ）と（ オ ）に入る最も適切な語をから選び，番号で

答えなさい。

 hand  head

― ７ ― ◇Ｍ７（３２７―１３０）



Ⅲ 次の英文を読んで，下記の設問に答えなさい。（＊印の付いた語句には注があ

ります。）

― ９ ― ◇Ｍ７（３２７―１３２）

著作権の関係上、公表しない。



（K. Allan, et al., The English Language and Linguistics Companion）

注

tell-tale 本心をあらわす

prolific 実りが多い

pant hoot ホーホーと鳴く音

nectar 蜜

decipher 解読する

１．下線部を，Thisが指す内容を明らかにして日本語で簡潔に説明しなさ

い。

２．下線部を日本語に訳しなさい。

３．文中の空欄（ ア ）に入る最も適切な語句を～から選び，番号で答えな

さい。

 another  other  the other  thing

４．下線部を，itが指す内容を明らかにして日本語に訳しなさい。

５．下線部が表す内容を，本文に即して日本語で簡潔に説明しなさい。

― １０ ― ◇Ｍ７（３２７―１３３）

著作権の関係上、公表しない。




