
令和４年度（１期）　一般選抜入学試験問題【第 2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 11 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２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 　pat-tern� イ 　vol-un-teer

� 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　anger　　�2　generous　　�3　agency　　�4　courage

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: Can I help you with anything?

B: Can you put the dishes on the table, please?

A: Sure. エ

1　No way.

2　No problem.

3　Me neither.

4　No, not really.
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⑵　A: Would you like to go out for dinner?

B: Sounds great. オ

A: How about Italian food?

1　Are you cooking it?

2　Do you have a reservation?

3　Are you ready to order?

4　What are you in the mood for?

⑶　A: You look a little pale. How are you feeling?

B: カ

A: That’s too bad. I hope it goes away soon.

1　I have a headache today.

2　I’m feeling much better now.

3　I feel like something cold.

4　My fever went down.

⑷　A: Excuse me. キ

B: It’s the white building over there.

A: Thank you.

1　I find it hard to get there.

2　I don’t know where I am.

3　I’m looking for the library.

4　I have to go home.
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⑸　A: Hi, Tom! ク

B: Hey, Jason. I think it’s been ten years! What’s new?

A: Well, let me think… ケ

B: That’s wonderful. But she’ll be very busy.

ク

1　Long time no see!

2　When do you arrive?

3　See you again!

4　How long were you waiting here for me?

ケ

1　Last year my daughter moved to Hawaii.

2　We have a pet dog now.

3　I’ve started playing the piano again.

4　My wife is finally starting her own business.
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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　It is not （ ア ） that some people dislike going to see a doctor.

1　surprising� 2　surprise� 3　surprised� 4　surprisingly

⑵　There is an （ イ ） need for volunteers these days.

1　excellent� 2　urgent� 3　eager� 4　efficient

⑶　�（ ウ ） for the support of people in the community, we could not have 

built the new youth center.

1　And� 2　Or� 3　But� 4　Nor

⑷　Those （ エ ） scores are low will take this class again next year.

1　who� 2　whom� 3　whose� 4　what

⑸　�Right next to the building （ オ ） stone steps that will take you up to 

the shrine.

1　am� 2　be� 3　is� 4　are



―　　― ―　　―4 5

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�　病気の広がりを抑えるために、公の場ではいつでもマスクを着用することに

なっている。

We are 　　  to 　　  a mask whenever we are in public to 　　  the 

disease カ  　　  further.

1　prevent� 2　from� 3　wear� 4　spreading� 5　expected

⑵　大学４年になってようやく、彼女はアメリカ史に興味を持ちはじめた。

　　  was not 　　  she 　　  a fourth-year student at the university 

キ  she began to take an interest 　　  American history.

1　in� 2　was� 3　that� 4　until� 5　it

⑶　そうは言ったもののやはり、自分を許して他人を責めるのは安易すぎると思う。
ク  said that, I 　　  think that it is 　　  easy 　　  excuse 　 　 

and blame others.

1　too� 2　still� 3　having� 　　4　to� 5　yourself

⑷�　インターネットの情報はとても簡単に入手できるが、必ずしも信じてはいけ

ない。

　 　 you 　 　 access information very easily 　 　 the Internet, you 

should ケ   　 　 trust it.

1　not�� 2　on� 3　always� 　　4　can� 5　although

⑸�　客が家に到着したときに歓迎されていると感じるよう、彼はドアを開けたま

まにしておいた。

He 　 　 the door 　 　 コ  the hope that when his guests arrived 　 　 

his house, they 　 　 feel welcome.

1　at� 2　left� 3　open� 　　4　in� 5　would
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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   If anybody don’t want to go with us, they are free to stay here and 

wait.

シ   He does not know the reason which she could not manage to attend 

the conference.

ス   Since he has been practicing very hard, he is very like to win the 

match.

セ   Where on earth do you think she is learning about computer 

programming such a long time ago?

ソ   This rose might not smell so sweet as the one I bought the another 

day.

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。

Thirty years ago, I was working as the executive director* of the Japan-

America Society of Pennsylvania (JASP). This organization still exists today, 

and there are similar organizations in many American states and Japanese 

prefectures*. The goal of these groups is to improve the various kinds of 

relations between the two countries.

One day, a professor from a local university called my office and said that 

he was considering joining the JASP. He suggested that we ア  lunch 

together in his university’s faculty dining hall so that I could tell him all 

about the group. ⒶPart of my job was to try to increase the number of the 

organization’s members, so I happily accepted his invitation. 

One week later, I met the professor for lunch. As we ate, I told him 

about the JASP and the kinds of activities Ⓑthat we did. Somehow the 

topic of the Japanese language came up, and I mentioned that I could speak 

Japanese. The professor was very surprised, and said it was イ  to 

believe. Then he grabbed me by the arm and led me to a table where a 

young Asian woman was eating. He introduced her to me as the university’s 

Japanese teacher, and asked me to prove my language ability by speaking 

with her. I did speak with her, and that was how I met the woman who later 

became my wife! 

（注）*executive�director＝常務理事� *prefecture(s)＝都道府県

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　will have� 2　had� 3　are having� 　4　have

イ 　1　hard� 2　strong� 3　solid� 　4　firm
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問2�　thatについて、下線部Ⓑの thatと同じ用法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　We learned that Perry came to Japan in 1853.

2　I didn’t think she was that smart.

3　The book that I read was very interesting.

4　I like that watch better than mine.

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�　私の主たる任務は、多くの協会員を獲得することだったので、私は彼の

申し出を快く聞き入れた。

2�　私の職業上の役割は、増加する協会員に対処することだったので、私は

喜んで彼の提案を引き受けた。

3�　私の主な役割は、多くの協会員にも関わっていたので、私は快く彼の誘

いに応じた。

4�　私の仕事の一部は、協会員を増やすことだったので、私は彼の招待を快

諾した。

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　筆者は 30 年間、ペンシルバニア日米協会の常務理事を務めていた。

2　JASPのような協会は日米関係の問題を数多く解決してきた。

3　ある大学教授が JASPへの入会を考えている旨事務所へ電話してきた。

4　好感を与えようと、筆者は日本語が話せると教授に言った。

5�　筆者の日本語力を確かめるために、教授は若いアジア人女性をテーブル

に呼んだ。

6�　筆者が大学の食堂で言葉を交わすことになった女性は、のちに妻となる

人であった。
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B�　次の英文を読んで、後の問いに答えよ。

You have probably never heard of the game known as “jai-alai,” but its fans 

consider it to be the world’s most exciting sport. ⒶInvented centuries ago in 

the Basque Country* of northern Spain, it is played inside a very large court 

with three sides. Players serve and return a small, heavy ball, bouncing* it 

against the floor and walls to score points.

What makes this sport unlike any other is that players do not use rackets 

Ⓑas in tennis or badminton. ( X ), they catch and return the ball using a 

“cesta” (the Spanish word for “basket”). This is a very long banana-shaped 

glove attached to one hand. A cesta must be handmade using wood and 

reeds* harvested in Spain, and it is what enables players to throw the ball at 

speeds up to 300 kilometers per hour. ( Y ) this makes jai-alai faster than 

other sports, it can also be dangerous. ⒸPlayers hit by balls can injure their 

eyes, and some players even died before helmets became required. 

Jai-alai is also played outside its country of origin, especially in former 

Spanish colonies, including Mexico and the Philippines. It became popular 

in the U.S. state of Florida, which is home to many immigrants* from 

Spanish-speaking countries in Latin America. Around the city of Miami, jai-

alai games attracted thousands of spectators* several decades ago. Betting 

on the game was a legal form of gambling, and was a popular social activity 

at casinos. Unfortunately, the game lost popularity, partly as a result of 

various scandals.

( Z ) its exciting nature, jai-alai will likely remain only a niche* 

sport. Lack of familiarity* and the cost of building courts mean that it may 

not catch on* in new lands. Still, given its thrilling pace, this unique sport 

may find additional fans in unexpected places.

（注）�*Basque Country�=�バスク州� *bounc(ing)�=�跳ね返らせる�

� *reed(s)�=�葦
あし

� *immigrant(s)�=�移民
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� *spectator(s)�=�観客� �*niche�=�ニッチな、一般的でない

� *familiarity�=�知名度� �*catch on�=�人気が出る

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　Found　　2　Created　　3　Introduced　　4　Imported

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。解答欄は ク

A　While� B　Despite� C　Instead

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�　asについて、下線部Ⓑの as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 ケ

1 I went to school today as usual.

2 I played baseball as a boy.

3 The economy slowed down as prices fell.

4 She took responsibility as president of the company.
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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 他のプレーヤーが打ったボールが目に当たって負傷するプレーヤーが出

たため、死亡事故防止を目的としてヘルメット着用が義務化された。

2 ヘルメット着用が義務化される前は、ボールが当たって目にケガをした

り、ひどい場合には死亡したりするプレーヤーもいた。

3 ボールが他のプレーヤーの目に当たって負傷させる場合があり、ヘル

メット着用を義務化しなければ死亡事故さえ起こるかもしれない。

4 ボールが当たったプレーヤーは目をケガすることがあり、ヘルメット着

用が義務化される前には命を失うプレーヤーさえいた。

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 ハイアライと呼ばれるスポーツは世界でもっとも刺激的なスポーツとし

て広く知られている。

2 ハイアライでは、プレーヤーは手につけたバナナ型の用具で、ボールを

キャッチしたり投げ返したりする。

3 セスタの製造はスペイン産の木材や葦を用いて、スペインの業者によっ

て行われる。

4 ハイアライはここ数十年間、メキシコやフィリピンやアメリカのフロリ

ダ州でも人気を誇ってきた。

5 ハイアライの試合は賭
と

博
ばく

の対象となっているため、法的に規制する動き

がある。

6 ハイアライには、さらなる普及を阻む要因がある一方、それを促す側面

もある。

〔英語の問題は以上です。〕




