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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
� ～ １１ � 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（５０７―１３１）



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（５０７―１３２）

著作権の関係上、公表しません。



（Haim G. Ginott, Between Parent and Child）

― ２ ― ◇Ｍ７（５０７―１３３）

著作権の関係上、公表しません。



Notes

misdemeanor: a minor wrongdoing

felony: a major wrongdoing

skin diver: a person who dives without any equipment

lash out: criticize someone angrily

methodically: in an orderly or systematic manner

congruent with: in agreement or harmony with

１．What does the underlined part  specifically indicate? Answer in

Japanese.

２．Write the number of the best word to fill in the blank .

 temporary  eternal

 periodical  occasional

３．What does the underlined part  refer to? Choose the best answer and

write the number.

 our parents  our enemies

 our children  our temper and sanity

４．Translate the underlined part  into Japanese by making clear what “It”

and “they” refer to.

５．Put the words in the underlined part  in order. Begin the sentence with

a capital letter.

６．Write the number that best completes the sentence below.

According to the passage, if parents never get angry at their child, the

child .

 will learn there are limits to their tolerance

 will not think that they are interested in him/her

 will think that they are emotionally healthy

 will never get angry with other people

― ３ ― ◇Ｍ７（５０７―１３４）



７．Translate the following Japanese into English. You can use expressions

from the passage.

「怒りは親と子双方に恩恵をもたらすやり方で表現されるべきである。親が

自分自身の怒りにどう対処するか知っていることは非常に重要だ。」

― ４ ― ◇Ｍ７（５０７―１３５）



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（５０７―１３６）

著作権の関係上、公表しません。



― ６ ― ◇Ｍ７（５０７―１３７）

著作権の関係上、公表しません。



（Live Science, May３１,２０１８ 原文の一部を省略）

注

hippocampus （脳の）海馬

hemisphere （大脳）半球

window 時，機会

fleeting つかの間の

cortex 大脳皮質

encode 符号化する

１．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。

 disappear completely

 be fully recovered

 be automatically refreshed

 suddenly become unpleasant

２．下線部を日本語に訳しなさい。

３．下線部の thisが指す内容を日本語で答えなさい。

４．下線部の This unidirectional communicationが指す内容を日本語で答えな

さい。

― ７ ― ◇Ｍ７（５０７―１３８）

著作権の関係上、公表しません。



５．次の～の文について，本文の内容と一致するものには〇，一致しないも

のには×を，それぞれ記入しなさい。

 All the regions of our brain go to sleep at the same time.

 The hippocampus is essential for delivering information from short-

term memory into long-term memory.

 On average, low-dream recallers stay awake for a longer time than

high-dream recallers when they wake up during the night.

 According to recent studies, there is no way to improve our dream

recall.

６．本文の内容に最もふさわしいタイトルを～から�つ選び，番号で答えな

さい。

 Why does our brain create dreams?

 Why do our dreams wake us?

 Why can’t our brain rest during sleep?

 Why can’t we remember our dreams?

― ８ ― ◇Ｍ７（５０７―１３９）



Ⅲ 次の英文はインドにある「鳥の病院」への訪問で始まる，ジャイナ教についての

文章です。これを読んで，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（５０７―１４０）

著作権の関係上、公表しません。



（The Atlantic, March２０１９）

注

talon かぎ爪

Gandhi ガンディー，インド民族独立運動の指導者（１８６９―１９４８）

muse 詩神

monk 修行僧，行者

irredeemably 救いがたいほど

forgo 差し控える

posit （存在を）認める

primate 霊長類の動物

postdoc 博士号取得直後の研究者，ポスドク

― １０ ― ◇Ｍ７（５０７―１４１）

著作権の関係上、公表しません。



１．下線部の this prohibitionが指す内容を日本語で答えなさい。

２．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。

 caught the attention of enthusiastic people

 occupied more than half of India

 advised important people

 collected information about audio energy

３．下線部を日本語に訳しなさい。

４．下線部の語句を並べ替えて，文脈にふさわしい英文を完成しなさい。

５．下線部の例として本文中に挙げられているものは何か，日本語で答えなさ

い。

― １１ ― ◇Ｍ７（５０７―１４２）




