
令和４年度（１期）　一般選抜入学試験問題【第１日】

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
（時間 ６０分　　配点 １５０点）

【１】試験開始の合図があるまで、問題冊子を開いてはいけません。

【２】受験票及び机上の受験番号シールに印刷された受験番号及び氏名が間違っていれば、速やかに監

督者に知らせなさい。

【３】この問題冊子は、本文が 12 ページあります。

問題冊子の印刷が不鮮明であったり、ページが落丁・乱丁していたり、解答用紙に汚れ等があっ

たりする場合には、手を挙げて監督者に知らせなさい。

【４】机上には受験票・筆記用具及び時計等監督者から指示された物以外は置いてはいけません。

【５】監督者の指示があるまで退室はできません。

【６】解答用紙の解答科目欄の「英語」にマークしなさい。マークされていなかったり、複数の科目に

マークされていたりする場合は、採点できないことがあります。

【７】解答用紙については、特に次の点に留意しなさい。

①　マークには必ず黒鉛筆（HB）を使用しなさい。
②　�解答は、解答用紙の問題番号に対応した解答欄にマークしなさい。例えば、第２問の

ア と表示のある問いに対して3と解答する場合は、次の例のように問題番号 2 の�
解答欄アの3にマークしなさい。

例
2 解　　　答　　　欄

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ア 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

③　折り曲げたり、汚したりしてはいけません。
④　解答用紙には、答案に関係のない語句・記号を書いたり、落書きをしたりしてはいけません。
　（問題冊子には書き込んでもよい。）
⑤　誤ってマークした場合は、消しゴムできれいに消して書き直しなさい。

【８】試験終了後、問題冊子は持ち帰りなさい。
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令和４年度（１期１日目）
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

第１問
A�　次の問い（問１と問２）に答えよ。

問1�　次の単語の最も強く発音する箇所はどの部分か、その番号をそれぞれ選

べ。解答欄は ア ～ イ

ア 　de-ny� イ 　of-fi-cial

� 1�2� 1�2�3

問2�　次の単語の中で、下線部の発音が他と異なるものはどれか、次の1～4

の中から１つ選べ。解答欄は ウ

ウ 　1　contain　　�2　shortage　　�3　patient　　�4　practical

B��　次の会話文を完成させるために、 エ ～ ケ に入る最も適切なものはどれ

か、それぞれ次の1～4の中から１つ選べ。解答欄は エ ～ ケ

⑴　A: How did you do on the test today?

B: エ

A: Well, you shouldn’t have gone to see a movie last night.

1　It went well.

2　Not so good.

3　Better than expected.

4　It was a piece of cake.
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⑵　A: オ

B: Oh, thanks. I got it on sale.

A: Really? It looks good on you.

1　You tie your shoes very well.

2　Those are pretty earrings.

3　Your hairstyle really suits you.

4　That’s a nice watch.

⑶　A: Let’s play soccer after school. 

B: カ

A: How about tomorrow, then?

1　It’ll be rainy tomorrow.

2　We can play today after school.

3　I don’t like playing soccer.

4　Sorry, I’m going to the gym.

⑷　A: I want to go to Hiroshima Station. キ

B: Any bus will take you there.

A: Thank you very much.

1　How far is it?

2　Which station should I go to?

3　Which bus should I take?

4　What time will the next train come?
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⑸　A:　Have you written your book report?�

B:　 ク

A:　Oh, did you? Actually, I haven’t even started mine yet.

B:　 ケ 　It’s due tomorrow.

ク

1　No, I’ll do it next week.

2　Yes, I finished it last night.

3　No, I’m working on the report now.

4　Yes, the book was written last year.

ケ

1　You’d better hurry.

2　You have a few more days.

3　There’s no need for that.

4　The days are getting shorter.
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第２問
A��　次の各文を完成させるために、（ ア ）～（ オ ）に入る最も適切なもの

はどれか、それぞれ次の1～4の中から１つ選べ。解答欄は ア ～ オ

⑴　I can’t （ ア ） it when someone doesn’t follow the rules.

1　go� 2　sit� 3　walk� 4　stand

⑵　�The money from her parents, （ イ ） which she depends, didn’t arrive 

last month.

1　on� 2　in� 3　from� 4　at

⑶　Having my wallet （ ウ ） really taught me a lesson.

1　stole� 2　steal� 3　stealing� 4　stolen

⑷　No sooner had I washed my car （ エ ） it started raining.

1　that� 2　than� 3　when� 4　while

⑸　�It is （ オ ） that he is the greatest American basketball player of all 

time.

1　argues� 2　argue� 3　argued� 4　argument
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B��　次の各日本文の意味を表す英文を完成させるために、それぞれ次の1～5の語

を空所に補ったとき、 カ ～ コ に入る最も適切なものはどれか、その番号

を選べ。ただし、文頭にくる語も小文字にしてある。解答欄は カ ～ コ

⑴　最初はどんなに難しそうにみえても、できることは常にある。

　　  difficult it 　　  カ  　　  first, there is always something 　 　 

can do about it.

1　seem� 2　however� 　�3　at� 4　may� 5　you

⑵�　私たちは気をつけたほうがよい、と彼女が言ったときのその言葉の意味がつ

いに分かった。

I 　　  finally able to understand 　　  she was talking 　　  キ  she 

said 　　  we should be careful.

1　was� 2　when� 3　that� 4　what� 5　about

⑶�　この人たちとの経験があって、私は以前とは異なるものの見方をするように

なった。

My experience 　　  these people ク  led me 　　  see things 

differently�　　  the way I 　　  to.

1　from� 2　with� 3　has� 4　used� 5　to

⑷　英語を勉強するために渡米を決めたと彼が言っているのをたまたま聞いた。

I 　　  to 　　  　　  ケ  he had 　　  to go to the States to study 

English.

1　him�� 2　say� 3　hear� 4　happened� 5　decided

⑸�　彼は何回もその手順を繰り返したので、もはやどうすべきか思い出そうとし

なくてもよくなった。

He repeated the process 　　  many times コ  he 　　  longer needed 

to consciously remember 　　  　　  do it.

1　to� 2　no� 3　so� 4　how� 5　that
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C��　次の各文の下線部の中で間違っているもの﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏はどれか、それぞれ次の1～4の中
から１つ選べ。解答欄は サ ～ ソ

サ  Had she followed his advice then, she would been happy now.

シ  You cannot do too careful when you climb a steep hill in the winter.

ス  All bills that are paid promptly will be discounted at two percents.

セ   How do you think of our government’s attitude toward environmental 

issues?

ソ  Clearly, a house built of brick lasts longer than such made of wood.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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第３問
A�　次の英文を読んで、後の問いに答えよ。

Three years ago, my friend Adam visited me here in Hiroshima. He stayed 

with me for about a week. During that time, we went to Peace Memorial 

Park, Hiroshima Castle, Miyajima, and other places. We also ate a variety of 

foods, ア  okonomiyaki and momiji manju.  

Adam thought that the momiji manju were very delicious. The day before 

he was scheduled to leave Japan, he told me that he wanted to buy some of 

them to take back to his girlfriend. That evening I took him to a department 

store. When we got to the area where sweets were sold, he said he wanted 

to イ  his time and look around, so I left him and went to do some quick 

shopping. 

ⒶBy the time I returned 15 minutes later, Adam had already made a 

purchase. Surprisingly, he had bought 36 momiji manju! Apparently, 

because he couldn’t speak Japanese, at the counter he had pointed to a box 

containing 6 manju. ⒷHe had then raised 6 fingers to be sure the sales 

clerk understood how many manju he wanted. The clerk, however, had 

misunderstood and thought he wanted 6 boxes of the sweets! When Adam 

saw her putting so many boxes in the bag, he had considered stopping her, 

but he knew that communicating with her would be difficult. Thinking 

quickly, he had immediately decided that he would also give momiji manju to 

his relatives!

問1�　空欄 ア イ に入る最も適切な語はどれか、それぞれ次の1～4

の中から１つ選べ。解答欄は ア ～ イ

ア 　1　among� 2　adding�� 3　including�  4　except

イ 　1　save　� 2　take　� 3　find　�  4　get
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問2�　Byについて、下線部Ⓐの Byと同じ意味で使われているものはどれか、

次の1～4の中から１つ選べ。解答欄は ウ

1　By the house there is a small lake.

2　By chance, he met his friend.

3　By now she should have been here.

4　By train, we’ll arrive in two hours.

問3�　下線部Ⓑに最も意味が近いものはどれか、次の1～4の中から１つ選

べ。解答欄は エ

1�　彼はそれから、店員にいくつ欲しいと思っているか分かってもらえるよ

う、念のため、指を６本立てていた。

2�　彼はそのとき、店員に自分の気持ちが通じているか確かめようと、指を

６本突き立てていた。

3�　彼はそこで、指を６本突き立ててみせたが、店員は確かに、彼の意図を

理解しているようだった。

4�　彼はそれから、店員が自分の意図を誤解してはならないと、しばらく指

を６本立てていた。
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問4�　英文の内容と一致しているものはどれか、次の1～6の中から２つ選

べ。ただし、解答の順序は問わない。解答欄は オ ～ カ

1�　３年前、およそ１週間、広島を訪れたアダムを、筆者はあちこちの名所

へ案内した。

2�　広島土産のもみじ饅頭は、日本へ来る前からアダムがガールフレンドと

交わしていた約束だった。

3�　筆者がアダムを帰国前日、連れて行ったデパートのお菓子売り場には、

店員が１人しかいなかった。

4　筆者はアダムと別行動を取っている間に、自分の買い物をした。

5�　店員が６個入りもみじ饅頭を６箱、袋に入れているのを見たアダムは

待ったをかけたが、気づいてもらえなかった。

6�　結局アダムは余ったもみじ饅頭を親戚に配って回らなければならなかっ

た。
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B�　次の英文を読んで、後の問いに答えよ。

People near the end of their careers often hear the question: what will 

you do after you retire? In the United States, they are ( X ) likely to be 

asked: where will you move? There, it is common for retirees* to relocate* 

to a different state, even Ⓐone they have never visited before. They may 

not even know anyone there yet. Relocating is typical of Americans in 

general. Most of them move multiple times during their lives.

Five million Americans move to a new state annually*. Many of these 

are people who want to enjoy a better life after decades of hard work and 

stressful commuting*. ( Y ) move to more rural areas, near mountains or 

lakes, to enjoy hobbies such as fishing or bird watching.

The spread of affordable* air conditioning near the end of the twentieth 

century made it much more Ⓑattractive to live in the so-called “Sunbelt,” 

the southern states having a hotter climate. For decades, retirees have 

streamed* to states like Florida, and recently many are heading also to 

Texas and Arizona. An increasing number of adventurous retirees are even 

starting new lives in ( Z ) countries, such as Mexico, and Costa Rica and 

Belize in Central America. 

The ideal life that Americans feel entitled to* enjoy includes the ability to 

leave behind one’s past lifestyle to create a new one. ⒸWho would not want, 

for instance, to spend their retirement years living in a resort area, without 

ever having to leave? It is indeed an enticing* goal: never again needing to 

shovel snow or drive on icy roads. Instead, one can sit beside a swimming 

pool and sip* a refreshing tropical drink!

（注）�*retiree(s)�=�退職者� *relocate�=�移住する

 *annually�=�毎年� *commuting�=�通勤

 *affordable�=�手ごろな価格の� *stream(ed)�=�続々と移る
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 *entitled to�～�=�～する権利がある *enticing�=�魅力的な

� *sip�=�少しずつ飲む

問1�　下線部Ⓑに最も意味が近いものはどれか、次の1～4の中から１つ選

べ。解答欄は キ

1　appealing　 2　interesting　 3　convenient　 4　comfortable

問2�　空欄（　X　）～（　Z　）に入る３つの語が、順不同で A～ Cに示され

ている。意味の通る文章にするのに最も適した配列を、次の1～6の中か

ら１つ選べ。ただし、文頭にくる語も小文字にしてある。解答欄は ク

A　other　� B　also　� C　some

1　A－ B－ C� 2　A－ C－ B

3　B－ A－ C� 4　B－ C－ A

5　C－ A－ B� 6　C－ B－ A�

問3�　下線部Ⓐの oneが指しているものはどれか、次の1～4の中から１つ

選べ。解答欄は ケ

1　a person

2　a retiree

3　a state

4　an American
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問4�　下線部Ⓒに最も意味が近いものはどれか、次の1～4の中から１つ選

べ。解答欄は コ

1�　果たして、退職後にたとえば、今住んでいる場所を去り、余生をリゾー

ト地で過ごしたいと思わない人がいるだろうか。

2�　退職後、たとえばリゾート地で過ごし、そこを去らなくてもよいという

ような生活を望まない人がいるだろうか。

3�　退職後の年月を、たとえば、リゾート地で過ごすのもよいが、今住んで

いる場所を離れたくないと思う人もいるだろう。

4�　退職後の余生を、たとえばこれまで行ったことのないリゾート地で過ご

したいと思わない人もいるだろう。

問5�　英文の内容と一致しているものはどれか、次の1～6の中から２つ選

べ。ただし、解答の順序は問わない。解答欄は サ ・ シ

1　アメリカでは退職後、知人の住む別の州に移住する人が多い。

2�　アメリカ人は移動する傾向が強く、その大半が生涯、何度も引っ越しす

る。

3�　退職後は都会での忙しい生活を離れて、田舎で趣味の庭仕事をしたいと

考えるアメリカ人が多い。

4�　アメリカ人の「サンベルト」への移住の背景には、ある家電製品の普及

がある。

5�　最近、アメリカ人の多くは退職後の移住先として、アメリカの南部諸州

だけでなく、南アメリカ大陸全体を選ぶ傾向がある。

6�　20 世紀初頭以来、退職後に寒冷な地域から温暖な地域へと移住するこ

とが、アメリカ的生活様式の新たな理想像として定着してきた。

〔英語の問題は以上です。〕




