
令和４年度（２期）　一般選抜入学試験問題

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
（時間 ６０分　　配点 １００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（２期）
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 　con-tin-ue� イ 　pho-tog-ra-pher

� 1� 2�3� 1� 2�3� 4

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　breathe　　�2　disease　　�3　pleasure　　�4　feature

B��　次の会話文を完成させるために、 エ ～ ク 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 ～ ク

⑴　A: My sister works in a restaurant.

B: What’s that like?

A: エ  But she enjoys it.

1　She’s like me.

2　It’s very expensive.

3　It’s very hard.

4　She likes eating out.
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⑵　A: Hello, can I help you?

B: Yes. オ

A: Well, we have some nice ties. This one is very popular.

1　I’m shopping for a gift for my boyfriend.

2　I’m looking for a new phone.

3　I’ll get them for you.

4　I’m just looking. Thanks.

⑶　A: Thank you for teaching me how to play tennis today.

B: My pleasure. カ

A: I did. I’ll practice to get better.

1　I can teach you again tomorrow.

2　I hope you enjoyed it.

3　I thought you were good at it.

4　I hope you’ll keep practicing.

⑷　A: Why don’t you come with us to the concert tonight?

B: キ

A: OK, we’ll pick you up at six.

1　I’d rather not.

2　Sure, I’ll be free after seven o’clock.

3　Because I really enjoy music!

4　Really? That would be great!
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⑸　A: I’d like a ticket for the special exhibit, please.

B: OK. That’ll be ten dollars. But it’s half price if you’re a student.�

A: I forgot to bring my student ID card.　 ク

B: No, sorry, not without an ID card.

1　Am I allowed to see the exhibit?

2　Can I still get the discount?

3　Do I have to pay the full price?

4　Can I come back again tomorrow?
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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　�（ ア  ） she kept her promise, the situation would have been 

completely different.

1　Had� 2　Has� 3　Have� 4　To have

⑵　You （ イ ） worry about his state of health.

1　don’t need� 2　don’t have� 3　need not� 4　have not

⑶　�You should take things out of the box as （ ウ ） as you can, since they 

can break.

1　carefully� 2　care� 3　carefulness� 4　careful

⑷　No matter （ エ ） hard it may be, we must fight until the end.

1　which� 2　what� 3　who� �4　how

⑸　�（ オ ）, because of the accident, he will stay away from school for a 

while.

1　Not again� 2　Needless to say　 3　In advance　 4　Intended
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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　彼は部屋を散らかったままにしたくなかったので、掃除することにした。

　 　 　 　 to カ  the room in a mess, he 　 　 to 　 　 it up.

1　clean� 2　leave� 3　not　　 4　wanting� 5　decided

⑵�　その街でもっとも印象的だったことの一つとして、景観の美しさが挙げられ

る。

One 　 　 the things 　 　 struck me キ  　 　 the city 　 　 the 

beauty of the scenery.

1　that� 2　was� 3　of� 4　about� 5　most

⑶　彼は授業の合間に、スマートフォンで最新のニュースをチェックしている。

He uses 　 　�　 　� ク  to catch 　 　 on the latest news 　 　 his 

smartphone.

1　time� 2　up� 3　classes� 4　with� 5　between

⑷　来春ハワイへ行くと、私たちにとっては２年ぶりとなる。

When we 　 　 Hawaii next spring, we will 　 　� ケ  there 　 　 the 

first time 　 　 two years.

1　in�� 2　be� 3　for　　 4　visiting� 5　visit

⑸　台風による悪天候のため、予定が延期になるのではないかと心配した。

I 　 　 concerned about our plans コ  　 　�　 　�to the bad weather 

brought on 　 　 the typhoon.

1　due� 2　was� 3　being　　 4　by　　 5　postponed
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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   As long as the eye could see, there was nothing to be harvested but 

corn.

シ   She is considered to be good at math than any other student in our 

class.

ス   The earthquake damaged many houses last night, and, that is worse, 

several people were seriously injured.

セ   The things I have said holds true with respect to the leading nations.

ソ   He was stolen of his new camera while walking in the crowded 

shopping mall.

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。

It was July, and George was visiting Japan for the first time. He’d arrived 

in the country only a few days earlier. He was staying with his uncle and 

aunt, but Ⓐon this particular day they’d had several errands to run, so he was 

alone in their condominium.

After eating lunch, George took a shower. As he dried himself off, he 

realized that he’d forgotten to bring fresh clothes to put on. He wrapped a 

towel ア  himself, and went to the room that he was using during his stay 

to get dressed. He then remembered that on the previous night he’d given 

some clothes to his aunt to be washed, including all of his pants. He went to 

the balcony, where laundry had been hung to dry, and got his favorite pair of 

jeans.

ⒷOnce George returned to his room, he began getting dressed. When 

he inserted* a leg into his jeans, however, there suddenly was a kind of 

screeching sound* that was very loud and was clearly coming from something 

that was alive. Something in his jeans seemed to be screaming at 

him! Frightened, George dropped the pants and ran from the room.

Before long, it occurred to George that イ  was in his jeans was probably 

just one of the noisy cicadas* that his uncle had told him about. He laughed 

at himself for having gotten so scared.

（注）�*insert(ed)�=�突っ込む� *screeching sound�=�キーキーという音�

� *cicada(s)�=�セミ
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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　at� 2　away� 3　among� 4　around

イ 　1　something� 2　what� 3　thing� 4　whichever

問2�　Onceについて、下線部Ⓑの Once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　Once�and�for�all,�he�gave�up�trying�to�convince�them.

2　Once�he�lived�there�with�his�daughter.

3　Once�is�enough�for�me�under�the�circumstances.

4　Once�that�is�accomplished,�all�will�be�well.

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�　この日、彼らは珍しく急に出かけてしまっていたので、彼はマンション

で寂しい思いをした

2�　この日は彼らに格別な急用が持ち上がり、彼はマンションで留守番をす

ることになった

3�　ちょうどこの日、彼らは用事で出かけていたので、マンションには彼し

かいなかった

4�　この日は格別、彼らが大事な用件を頼まれたため、彼はマンションで独

りきりになった
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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　ジョージが初めて日本を訪れたのは数年前の夏の日のことである。

2　ジョージはうっかり、着替えの用意をせずにシャワーを浴びた。

3�　前夜、ジョージはお気に入りのズボン１本と、シャツ数枚を洗濯しても

らっていた。

4�　ジョージがジーンズに片脚を突っ込んだ途端、生き物の声とは思えない

ほど耳障りな音が聞こえてきた。

5　胆をつぶしたジョージは、ジーンズも履かずに部屋を飛び出した。

6�　長らく経ってから、ジョージは奇怪な音の正体がセミだったと気づき、

自嘲した。
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B��　次の英文を読んで、後の問いに答えよ。

Record-breaking human athletes can run about 45 kilometers per hour 

(km/hr). More impressive is the world’s fastest animal, the cheetah, which 

can reach an amazing speed of 120 km/hr. 

Naturally, many other fast animals are species, such as gazelles*, that 

cheetahs chase and try to kill. These species have been able to survive, 

( X ), by having evolved* the ability to run fast.

The second fastest species on Earth is the antelope-like* American 

pronghorn*, which lives on the prairies* of North America and can run at 

almost 100 km/hr. ⒶOne might think that pronghorns can run very fast 

because they, too, are chased by cheetahs. ( Y ), cheetahs have never 

inhabited* North America, and no other similarly speedy predators* can 

be found there, at least in today’s world. In fact, their only real threat is 

human hunters with guns. ⒷHow then did pronghorns evolve the ability to 

run faster even than the speed limit for cars on some modern highways?

An American biologist*, Dr. John Byers, wrote a book over two decades ago 

offering a Ⓒpossible answer. He thinks pronghorns evolved the ability to run 

fast because they were chased by cheetah-like animals that died out over ten 

thousand years ago. Scientists have indeed found fossils* of two cheetah-

like animals that could have chased pronghorns long ago. Although they are 

now extinct*, their influence can perhaps still be seen each time pronghorns 

dash across the plains, chased only by ghosts from their past. 

Not all scientists agree that this is what happened. ( Z ), though, they 

will continue to look for similar ways to explain how the long-ago past has 

shaped the world we see today.

（注）�*gazelle(s)�=�ガゼル� �*evolve(d)�=�進化させる

� *antelope-like�=�レイヨウ（羚羊）に似た

 *pronghorn�=�プロングホーン（エダツノレイヨウ）�



―　　― ―　　―10 11

 *prairie(s)�=�プレーリー（大草原）� *inhabit(ed)�～�=�～に生息する

 *predator(s)�=�捕食動物� *biologist�=�生物学者

 *fossil(s)�=�化石� *extinct�=�絶滅した

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　actual　　　2　correct　　　3　proper　　　4　potential

問2�　空欄（　X　）～（　Z　）に入る３つの語（句）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　certainly� B　in�part� C　however

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�　oneについて、下線部Ⓐの One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　Money�alone�does�not�make�one�happy.

2　We�belong�to�one�team.

3　She�is�one�of�the�people�I�trust.

4　I�can�only�solve�problems�one�at�a�time.
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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�　では、プロングホーンはどのようにして、現代の幹線道路を走る車の制

限速度さえ超える速さで走る能力を進化させたのか。

2�　その後、プロングホーンは速く走る能力をいかに進化させ、現代の幹線

道路を走る車の制限速度に匹敵するまでになったのか。

3�　その当時、プロングホーンはいかにして現代の幹線道路を走る車の制限

速度に匹敵する速さで走る能力を進化させたのか。

4�　だとすれば、どうしてプロングホーンは現代の幹線道路を走る車の制限

速度をはるかに超える速さで走る能力を進化させることができたのか。

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�　チーターが世界最速の動物であり、走るスピードが時速 120kmを超え

ることは周知の事実である。

2�　今日、チーターを除いて、プロングホーンほど足の速い動物は存在しな

い。

3�　北アメリカに生息するプロングホーンは、ガゼルにとって唯一の脅威で

ある。

4�　ある科学者が発見したチーターに似た動物の化石は、十万年以上前に絶

滅した動物のそれだと判明した。

5�　今なおプロングホーンが草原を疾走しているのは、捕食動物に追われて

逃げまどっていた祖先の記憶に駆られているからだ。

6�　科学者たちは今後も、現在の世界が過去からどのような影響を受けてき

たか解明していくだろう。

〔英語の問題は以上です。〕




