平成 31 年度（１期 ） 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、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 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2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

fa-mil-iar

ex-pec-ta-tion

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つ選び、その番号を記入せよ。解答番号は
3

Ⅱ

1

urgent   2

eager   3

次の会話文を完成させるために、 4

～

3

gentle   4 fragile

9

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: I visited my father in the hospital.
B:

4

A: He’s getting much better. Thank you.
1 Can I make an appointment with the doctor?
2 Did you have an accident?
3 Is he a nurse?
4 How is he?

― 1 ―

⑵

A: You need to add some salt.
B:

5

A: Sure. Here you are.
1 It’s a bit too salty.
2 OK. Would you pass it to me?
3 I’d rather not.
4 Too much salt is bad for your health.
⑶

A: Excuse me. Is this seat taken?
B:

6

A: Thank you.
1 Never mind.
2 I prefer an aisle seat.
3 Let’s sit at the very back.
4 No, go ahead.
⑷

A: After the movie, why don’t we go out for dinner?
B:

7

A: What would you like to eat?
1 I’m full.
2 Sounds good!
3 I finished eating.
4 I’ve already seen it.

― 2 ―

⑸

A:	Hello, I’m here to see James Nelson. I’m Taro Yamada from ABC
Company.
8

B:

A:	It’s Taro Yamada. I have an appointment with Mr. Nelson at three
o’clock.
9

B:

8
1 Good afternoon. I’m sorry, may I have your name again, please?
2 I’m sorry, but he is away on a business trip.
3 Hello, thank you for coming to our office last week.
4 Good afternoon. The meeting room is upstairs.

9
1 It’s none of your business.
2 What time would be convenient for you?
3 Thank you. Let me call him.
4 I’m on the phone right now.

― 3 ―

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

I saw a lot of 10 supporters.
1 excite

⑵

3 excitedly

4 excited

11 your advice, I would have failed.
1 Give

⑶

2 excitement

2 Without

3 Of

4 Otherwise

3 that

4 at

This book is just 12 I wanted.
1 which

2 what

⑷ In 13 of our efforts, we didn’t succeed.
1 spite
⑸

2 case

3 order

4 time

3 asking

4 asks

You had better 14 him for advice.
1 asked

2 ask

― 4 ―

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

彼らが提供してくれる情報は大変貴重なものだ。
The    they     15
1 us

2 with

      very valuable.
3 is

4 provide

5 information

⑵ 彼は中国人と中国語で話すのが好きだ。

⑶

He          people

16

1 in

3 from

2 to

China    Chinese.
5 likes

私の仕事はみんながパーティーを楽しめるようにすることだった。
My job       make     17
1 enjoyed

⑷

4 talking

2 was

everyone    the party.

3 to

4 that

5 sure

彼女は私たちの問題解決を手伝うことはできないと言った。
She    us that she was not        18
1 solve

2 able

3 help

us    the problem.

4 told

5 to

⑸ 私は彼らが来るものと思い、待ち続けた。
I       for them,
1 thinking

19

2 would

that       come.
3 they

― 5 ―

4 waiting

5 kept

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

It is one of the most important event that have happened this year.
１
２
３
４

21

She was not at home, as is often the case about her.
１
２
３
４

22

Unfortunately, a bad cold prevent him from attending the class.
１
２
３
４

23

Mr. James came to see you during you were out.
１
２
３
４

24

Since he is not a children, he has to be responsible for his behavior.
１
２
３
４

― 6 ―

Ⅵ

次の英文を読んで、後の問いに答えよ。
I’ll never forget what I saw on the day that I came to Japan for the first
time. It was when I arrived to begin my junior-year study-abroad program
at a university in Tokyo. After

25

up in Los Angeles, about thirty of us

flew over on the same plane. On the long international flight, we were able
to talk and to get to know each other.
As we rode on the bus from Narita Airport and first saw Tokyo, we
marveled at the spectacle of the largest city in the world. The elevated
highway snaked* through a confusing jumble of* structures, from tiny
shops to huge skyscrapers*.

アThe

office buildings we saw outside the bus

windows were so close that we felt we could reach out and touch them.
It was late on a Friday night in June, and

26

the time we had reached

the center of the city, the sun had already set. Still, we were surprised to
see that all of the offices were brightly lit* and full of workers busy at their
desks. I thought that back in my own country everyone would surely have
already イleft for home to enjoy the summer weekend.
I was beginning to learn about how people lived their lives in Japan, and
how our countries were very different from each other.
（注） *snake(d) =（ヘビのように）曲がりくねる
*a confusing jumble of 〜 = とんでもなくごた混ぜの〜
*skyscraper(s) = 高層ビル

問1 空欄 25

*brightly lit =（電気などが）明るく灯った

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 meeting

2 meets

3 meet

4 met

26

1 till

2 off

3 for

4 by

― 7 ―

問2 left について、下線部イの left 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 The train has just left from the platform.
2 She certainly left the room locked.
3 Turn left at the next corner.
4 His secretary left him without notice.
問3 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 28
1 バスの窓とオフィスビルはとても接近しているため、思わず手を伸ばし
て触ってみた。
2 バスの窓の外の間近いオフィスビルに手が届きそうだというのは、錯覚
だった。
3 バスの窓から見えるオフィスビルはとても間近だったため、手を伸ばせ
ば届きそうだった。
4 バスの窓は閉まっていたが、手を伸ばせば向こうのオフィスビルに届い
ていただろう。

― 8 ―

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 筆者は大学3年の時、初めて留学生として日本を訪れた。
2 留学予定者のうち約 30 名は同じ飛行機に乗り合わせ、すぐに意気投合
した。
3 東京の高架道路は評判通り、大小様々なビルの間を蛇行していた。
4 日没の遅い日本の6月でも、あちこちのビルでは早々と明かりが灯って
いた。
5 筆者にとって、
夏の週末に人々が勤勉に働く姿は見馴れない光景だった。
6 留学初日に祖国との文化の違いを実感した筆者は、日本への理解をもっ
と深めたいと思った。

― 9 ―

Ⅶ

次の英文を読んで、後の問いに答えよ。
The town of Green Bank in West Virginia has a population of 143. It is
known as “The Quietest Town in America.” That’s because, by law, no one—
neither residents nor visitors—can use signal-emitting* devices. So, ( X ),
there are no TVs, no internet connections, and no smartphones.
But Green Bank isn’t eccentrically* rejecting technology. (

Y ), it is the

proud home to the National Radio Astronomy Observatory*, which operates
the world’s biggest fully-steerable radio telescope*. The telescope is 148
meters tall, and has a 100-meter-diameter dish antenna—large enough to
cover a soccer pitch. Scientists use this huge, technological masterpiece* to
gather data on all kinds of stuff in the cosmos*. It is called the Green Bank
Telescope, or GBT for short. Local people like to refer to it

アas

the “Great

Big Thing.”
The GBT’s vast size and sophisticated* design イallow it to pick up even the
weakest radio signals coming from space. (

Z ), it is also very sensitive to

local electronic signals. Any device that creates such signals can affect its
data. So, when in Green Bank, these items are banned. Even the batteryoperated portable fans sold in the observatory’s gift shop were removed when
it was discovered that the electric motors in the fans affected the telescope’s
data.
ウWithout

many of the devices that most of us take for granted, daily life in

Green Bank might seem very inconvenient. For example, the observatory’s
scientists, who every day use some of the world’s most advanced technology,
can’t even use a microwave oven to heat their lunch. But as Michael
Holstine, business manager at the observatory, says, “If you live and work in
Green Bank, it’s because you want this kind of life.”

― 10 ―

（注） *signal-emitting = 信号を出す

*eccentrically = 常軌を逸して

*National Radio Astronomy Observatory = アメリカ国立電波天文台
*fully-steerable radio telescope = 自由に向きを変えられる電波望遠鏡
*masterpiece = 傑作        *cosmos = 宇宙
*sophisticated = 精巧な

問1 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 31
1 want
問2 空欄（

2 expect
X

3 let   4 make

）〜（ Z ）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、文頭に来る語も小文字に
してある。解答番号は 32
A

on the contrary   B

for example   C

1 A － B － C

2 A － C － B

3 B － A － C

4 B － C － A

5 C － A － B

6 C － B － A

for the same reason

問3 as について、下線部アの 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つ選び、その番号を記入せよ。解答番号は 33
1 It was not as bad as I thought.
2 She acted as leader for the group.
3 We did just as we were told.
4 We got used to it as time went by.

― 11 ―

問4 下線部ウ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 グリーン・バンクでは、私たちのほとんどが必ず持っている装置の多く
がないため、とても不自由な生活を強いられる。
2 グリーン・バンクでの日常生活は、たとえ私たちのほとんどが当然ある
と思っている装置の多くがあったとしても、とても不便なものに思われる
かもしれない。
3 グリーン・バンクでの日常生活がとても不自由なのは、私たちの誰もが
当然あると思っている装置の多くがないためである。
4 グリーン・バンクでの日常生活は、私たちのほとんどが当然あると思っ
ている装置の多くを欠くため、
とても不便なように思われるかもしれない。
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 グリーン・バンクはアメリカで最も小さな町として知られている。
2 テレビもインターネットもスマートフォンもない田舎町グリーン・バン
クは、科学技術を拒否しているというわけではない。
3 グリーン・バンクでは、高さ 148 メートル、直径 100 メートルの巨大な
望遠鏡がサッカー競技場に影を落としている。
4 グリーン・バンクでは、電波を出す機器の使用は法律で全面的に禁止さ
れている。
5 天文台で販売される携帯用扇風機は電波を乱さないよう設計された。
6 グリーン・バンクでは今後、一部の電子機器の使用を認めることが検討
されている。

〔英語の問題は以上です。
〕
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