平成 31 年度（１期 ） 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、解答用紙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】試験終了後、問題冊子は持ち帰りなさい。
【７】解答用紙はコンピュータで直接読み取るので、特に次の点に留意しなさい。
①記入にはＨＢの鉛筆またはシャープペンシル（0.5㎜）を使用しなさい。
②解答用紙の 記入例 を参照して丁寧に記入しなさい。乱雑に記入したものは不利になります。
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誤って記入した場合は、消しゴムできれいに消して書き直しなさい。
⑥解答が一桁の場合には右詰めで記入しなさい。（次の例を参照しなさい。）
［例］解答番号1の解答が ４ である場合
解答番号2の解答が 12 である場合

解答番号

1

2

解答欄

注意

特に間違えやすい記入例

正

誤
  

左側をあける

これらは７と判断する恐れが
あるので特に注意しなさい。

平成 31 年度（1期1日目）
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
Ⅰ

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記入
1

せよ。解答番号は
1

～

2
2

ca-reer

au-to-mat-ic

1 2

12 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つ選び、その番号を記入せよ。解答番号は
3

Ⅱ

1

2 reply

style

次の会話文を完成させるために、 4

3

～

myth

9

3
4

deny

の中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つ選び、その番号を記入せよ。
解答番号は
⑴

4

～

9

A: What are we going to do today?
B:

4

A: That’s a great idea!
1 How about going to see a movie?
2 I have a lot of work to do.
3 We went to the zoo.
4 Where do you want to go?
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⑵

A: I wonder if you can help me.
5

B:

A: Thanks. Can you hold this for a second?
1 I’ve been so busy recently.
2 Of course not.
3 I’ve got to go now.
4 Sure. What should I do?
⑶

A: How far is this apartment from the nearest station?
6

B:

A: That far? I’d like to be closer.
1

I’ll pick you up at 10 o’clock.

2

You can use the train for work.

3 It takes about 30 minutes on foot.
4 I don’t know the details.
⑷

A: Hey, where are you?
B: I’m waiting at the hotel.
A:

7

1 I didn’t mind.
2 You will find the hotel right away.
3 Have you left home yet?
4 All right, I’m on my way.
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⑸

A: Are you enjoying the cake?
8

B:

A: Of course. Please help yourself to more.
9

B:

8
1 I’d love to. Could you bring me a cup of coffee?
2 Yes, it’s wonderful. May I have another piece?
3 It’s a piece of cake. What’s next?
4 It’s really good. Where did you buy it?

9
1 I don’t need any help.
2 It’s easy to make a cake.
3 Thank you so much.
4 I can’t help you anymore.
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Ⅲ

次の各文を完成させるために、 10 ～ 14 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つ選び、その番号を記入せよ。
解答番号は 10 ～ 14
⑴

What 10 you like to have for lunch?
1 would

⑵

2 who

3 whose

4 whom

2 two

3 twice

4 second

I heard my name 13 from somewhere.
1 call

⑸

4 does

What is the 12 longest river in Japan?
1 half

⑷

3 are

I have a friend 11 father is a doctor.
1 that

⑶

2 have

2 calls

3 called

4 calling

3 by

4 of

I can’t speak Spanish 14 all.
1 at

2 on
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Ⅳ

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、 15 ～ 19 に入る最も適切なものはどれか、その番号
を記入せよ。解答番号は 15 ～ 19
⑴

私たちは彼らの目標達成に必要な援助はすべてした。
We gave       the help     15
1 they

⑵

2 them

   reach their goals.

3 all

4 needed

君が賛成してくれなくても、私の考えは変わらないだろう。
I       my opinion even    you don’t     16
1

⑶

change

2

agree

1 how

17

4

if

with

5

won’t

happy I       hear that.

2 tell

3 to

4 am

5 cannot

私たちは彼女のおもてなしに感謝した。
We        18
1 making

⑸

3

me.

私はそれを聞いて言葉にならないほどうれしい。
I       you

⑷

5 to

   us    welcome.

2 feel

3 thanked

4 her

5 for

さまざまな要因が考慮に入れられてきた。
A    of factors        19
1 taken

2 have

   consideration.

3 variety
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4 been

5 into

Ⅴ

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つ選び、その番号を記入せよ。解答番号は 20 ～ 24
20

My opinion is that she should been taught better manners.
１
２
３
４

21

It was not until I graduate from college that I met them.
１
２
３
４

22

Not matter how fast you think you are, you are no match for him.
１
２
３
４

23

I’m afraid she is not as friend as she used to be.
１
２
３
４

24

Nothing makes him sad than watching his favorite baseball team lose.
１
２
３
４
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Ⅵ

次の英文を読んで、後の問いに答えよ。
Jeff and I found a festival in a local park. There were tents selling food
and an audience that sat facing a stage where people took

アturns

singing

karaoke. We hadn’t tried karaoke yet, since we had just arrived 25 Japan.
One smiling man asked us to sing next, and so we reluctantly got on the
stage. For a minute or two, we looked through the songbook, but it was all in
Japanese. Frustrated, the man asked, “Do you know American songs?” We
nodded, and he said, “OK, sing ‘Diana’!” He pressed some buttons and the
music began.
Later, we learned this was one of the most popular karaoke songs, but
neither of us had ever heard it before.

26

we could read the lyrics* on

the screen, we did not know the melody, and trying to sing along seemed
an impossible challenge.

イIt

was a very tough time for us holding those

microphones.
When the music finally ended, the audience clapped* politely and we
walked off the stage. The previously smiling man frowned and sternly* said
to us, “That’s the worst ‘Diana’ I’ve ever heard!”
Back then, people did not have smartphones or use the Internet, and so
no video of our performance could be posted online. So, luckily, it is just a
funny memory that Jeff and I can share, of the time we gave what may be the
world’s worst karaoke performance ever!
（注）*lyric(s) = 歌詞

*clap(ped) = 拍手する

*sternly = 厳しく、いかめしく

問1 空欄 25

26 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つ選び、その番号を記入せよ。解答番号は 25 ～ 26
25  1 in

2 on

3 to

4 by

26  1 Because

2 Although

3 Still

4 Already
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問2 turn について、下線部アの turn 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つ選び、その番号を記入せよ。解答番号は 27
1 Please make a turn to the right.
2 The lost keys turned up.
3 He turns 20 this year.
4 It was my turn to play.
問3 下線部イに最も意味が近いものはどれか、次の1～4の中から1つ選び、
その番号を記入せよ。解答番号は 28
1 私たちがマイクを握ろうとした時、それはとても大変だった。
2 その時私たちが握っていたマイクは、とても頑丈だった。
3 それは、私たちが無理やりマイクを握ろうとした時だった。
4 私たちにとって、マイクを握っているのはとてもつらかった。
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つ選び、
その番号を記入せよ。ただし、解答の順序は問わない。
解答番号は 29 ～ 30
1 筆者とジェフが見つけたお祭りに、屋台は出店されていなかった。
2 にこやかな男性に促されて、筆者とジェフは仕方なく舞台へ上がった。
3 カラオケで歌う曲を選んだジェフは、自分でそれを入力した。
4 日本に来る以前から、筆者もジェフも「ダイアナ」をよく聴いていた。
5 観客のなかに険しい顔をした人もいたので、筆者とジェフは舞台を降り
た。
6 筆者とジェフがカラオケでうまく歌えなかったのも、今となっては愉快
な思い出だ。
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Ⅶ

次の英文を読んで、後の問いに答えよ。
We probably all know someone who is a vegetarian, a person who chooses
not to include meat in their diet. But have you ever heard of a vegetarian
crocodile?
At Nyanyana Crocodile Farm on the shores of Zimbabwe’s Lake Kariba*,
all of the 50,000 crocodiles raised at the farm are now vegetarians.
Oliver Kamundima, the financial director of the company that

アowns

the

farm, says the change to vegetarianism happened by accident. In 2006,
X ) Zimbabwe was experiencing an economic crisis, it was too expensive

(

to buy enough meat to feed the crocodiles. Looking for a solution, the farm
decided to start feeding the reptiles* with a mixture of meat and vegetables.
After noticing that the change in diet did not seem to slow down their growth,
the farm gradually removed more meat from the diet, until finally the
crocodiles became completely vegetarian.
(

Y ) saving money, the farm says that there have been other benefits to

this change. For one thing, the carefully designed diet, including vegetable
proteins, minerals and vitamins, has resulted in the crocodiles being a lot
quieter. They spend most of the time sleeping, and this makes it easier for
the farm workers who clean their enclosures*.
The biggest benefit, however, is the fact that vegetarian crocodiles seem
to have skin that is softer than those that eat meat.

イWhile

that may not

matter to the crocodiles, it does to the farm. That’s because the reptiles are
bred for their skins, and softer skins can be sold for a higher price.
(

Z

), most of the skins go to European leather makers, with ninety

percent being used to make luxury handbags and the remainder* ウending up
as belts, shoes and watch straps for world-famous fashion houses.
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（注）*Zimbabwe’s Lake Kariba = ジンバブエ共和国のカリバ湖
はちゅう

*reptile(s) = 爬虫類

*enclosure(s) = 囲い

*remainder = 残り

問1 下線部アに最も意味が近いものはどれか、次の1～4の中から1つ選び、
その番号を記入せよ。解答番号は 31
1 develop
問2 空欄（

2 possess

X ）～（

Z

3 employ

4 produce

）に入る3つの語（句）が、順不同で、次の 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つ選び、その番号を記入せよ。ただし、文頭に来る場合も小文
字にしてある。解答番号は 32
A

when

B in addition to

1 A － B － C

2 A － C － B

3 B － A － C

4 B － C － A

5 C － A － B

6 C － B － A

C

eventually

問3 end について、下線部ウの end 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つ選び、その番号を記入せよ。解答番号は 33
1 Our end is to improve the economy.
2 How will the story end?
3 The school is at the end of the road.
4 His farewell speech ended the party.
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問4 下線部イに最も意味が近いものはどれか、次の1～4の中から1つ選び、
その番号を記入せよ。解答番号は 34
1 草食ワニは、肉食ワニより柔らかい皮をしている限り、飼育場に利益を
もたらすであろう。
2 草食ワニの皮が肉食ワニの皮より柔らかい点はワニには重要でないかも
しれないが、飼育場には重要だ。
3 肉食ワニは草食ワニより皮の柔軟性に欠けるかもしれないが、飼育場に
重要な役割を果たしている。
4 肉食ワニは草食ワニほど柔らかい皮をしていないため、飼育場にとって
問題となるかもしれない。
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つ選び、
その番号を記入せよ。ただし、解答の順序は問わない。
解答番号は 35 ～ 36
1 現在、ジンバブエ共和国のカリバ湖の岸辺では、5万匹の肉食ワニが飼
育されている。
2 経済危機により、ワニに十分な肉を与えることができず、飼育数が減っ
た年もある。
3 ワニの成長に影響を及ぼすおそれがあるため、ワニに与える肉の量が
徐々に増やされた。
4 草食ワニは一日の大半を眠って過ごすので、囲いの清掃作業が楽になっ
た。
5 草食ワニの革は肉食ワニの革より高値で取り引きされ、主にヨーロッパ
に輸出されている。
6 ワニ革の大部分が、ベルトや靴、時計バンドに加工され、世界に流通し
ている。

〔英語の問題は以上です。
〕
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