平成 31 年度（２期 ） 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、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（2期）
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

ded-i-cate
1 23

o-rig-i-nal
123 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

3

1 teacher   2 march   3 stomach   4 chicken

次の会話文を完成させるために、 4

～

8

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

～

8

A: How was the movie?
B: I was impressed! You have to see it!
A:

4
1 If I have time, I will.
2 You didn’t see it?
3 What movie would you like to see?
4 I’m sure you can make it.
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⑵

A: Which floor?
5

B:

A: Not at all.
1 Excuse me, I’m in a hurry.
2 Would you mind pressing seven, please?
3 His office is on the second floor.
4 Please take the elevator to the seventh floor.
⑶

A: Oh no! My computer has stopped working.
B: Why don’t you restart it?
A:

6

1 Let me check your number.
2 Be sure to save the data.
3 Passwords must be at least 6 characters.
4 OK. I’ll give it a try.
⑷

A:

7

B: I can’t find my wallet!
A: Look in your room and see if it’s there.
1 Hey, you dropped something.
2 What’s wrong? You look upset.
3 I picked up a wallet.
4 Don’t waste your money.
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⑸

A: ABC Hotel. How may I help you?
8

B: Hello.

A: Certainly. For when?
B: September 27th.
1 I’d like to book a room, please.
2 We have no record of your reservation.
3 I’ve reserved a single room for two nights.
4 I will check out in 30 minutes.

Ⅲ

次の各文を完成させるために、 9

～ 13 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

If it

9

9

tomorrow, the festival will be canceled.

1 rainy
⑵

4 rains

2 by

3 from

4 with

2 what

3 where

4 who

12 from here, the stars look very beautiful.
1 Seeing

⑸

3 raining

This is the house 11 my mother lives.
1 which

⑷

2 rain

He listened to me 10 his eyes closed.
1 of

⑶

～ 13

2 Seen

3 Saw

4 Having seen

3 Never

4 Since

13 have I been so angry.
1 Such

2 Most
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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、 14 ～ 18 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 14 ～ 18
⑴

私は午前中ずっと一生懸命働いたので、休憩することにした。
I    to    a     14
1 break

⑵

2 decided

   hard all morning.
3 take

1 charge

2 been

the person in    
.

3 with

1 spoken

2 the

16

3 in

5 has

   Canada.

4 is

5 one

簡単な抜け道はないというのが事実だ。
The       that    is
1 there

⑸

4 touch

フランス語はカナダで話される言語の一つだ。
French       of    languages

⑷

5 working

彼女は責任者と連絡を取ってきた。
She       in     15

⑶

4 after

2 is

17

easy    out.

3 way

4 fact

5 no

そうさせてもらえたら、本当にうれしいだろう。
I       really happy    they
1 let

2 if

3 be
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18

me    it.
4 would

5 do

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 19 ～ 23
19

It was so kind by him to take me to the airport.
１
２
３
４

20

I could never pass that school without remember my late teacher.
１
２
３
４

21

No soon had the idea occurred to her than she put it into action.
１
２
３
４

22

You can find a car park on either sides of the main street.
１
２
３
４

23

It cost he a lot of money to fly to that distant city.
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。
This morning it was raining very hard, and in my mind I traveled back
to another time that I experienced such heavy rain. It was in my last year
of high school,

24

my friend Kazuki and I planned an overnight trip to

Osaka. We wanted to visit a famous amusement park, enjoy good food, and
see our friend Misa, who had アmoved to Osaka the previous year. It was our
first trip away from home without being accompanied by our parents. We
were very excited.
When we arrived in Osaka, it started to rain. Although it rained all day
and all night, we had a great time, enjoying the food and the sights, and
talking with our old friend.

イBy

the evening of the second day, the rain had

gotten even stronger. When we got to the station, we saw a sign saying that
the trains were stopped. We had to sleep on benches inside the waiting room
that night, and so it turned

25

that we spent two nights in Osaka before

we could travel home.
Although it wasn’t part of our original plan, the best part of the trip was
how Kazuki and I managed to deal with this unexpected development*,
feeling like we were adults dealing with grown-up challenges. This gave us
a sense of confidence and independence, which prepared us for going off to
college soon thereafter.
（注） *development =（事態・状況の）展開

問1 空欄 24

25 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 24 ～ 25
24

1 which

2 what

3 then

4 when

25

1 in

2 on

3 out

4 from
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問2 moved について、下線部アの moved 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 26
1 The boy moved the book closer.
2 That picture moved her to tears.
3 We moved into the countryside.
4 They moved across the dance floor.
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 27
1 2日目の夕方近く、雨は一層激しく降り始めた。
2 2日目の夕方まで、雨はずっと激しく降りしきっていた。
3 2日目の夕方には、雨脚さえ激しくなっていた。
4 2日目の夕方までには、雨脚はずっと激しくなっていた。
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 28 ～ 29
1 朝の雨との連想で、筆者は同じようなどしゃ降りの日の記憶をたぐり始
めた。
2 筆者が友人二人と初めて一泊旅行に出かけたのは、
高校三年の時だった。
3 荒天のため、名所巡りはあきらめたが、筆者と友人は食べ歩きや女友達
との再会を楽しんだ。
4 帰途、駅に着いてみると「列車運休」の掲示の前には人だかりができて
いた。
5 カズキの提案で、筆者たちは待合室内のベンチで一夜を明かすことにし
た。
6 筆者にとって、大阪旅行の最も大きな収穫は、
「大人」の困難を克服し
たことで得られた自信と自立心だった。
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Ⅶ

次の英文を読んで、後の問いに答えよ。
If you travel to Porto, Portugal’s second largest city, you will probably
join the long lines of people waiting to enter the city’s most popular
attraction. Although the city is famous for wine, the attraction is not a
winery, nor is it a museum, nor a famous restaurant. No, surprisingly, the
people are waiting to get into a bookshop.
The bookshop, named Livraria Lello, is considered by many to be the
most beautiful bookshop in the world. At the grand age of 112 years old,
it attracts more than a million visitors annually and has been called the
“cathedral of books,” ( X ) its fine wood interior and colorful stained glass
windows.
But, ( Y ) its fame, the bookshop experienced difficult times quite
recently. In fact, only five years ago, there was a fear that it would go
bankrupt*. Then someone suggested introducing an entrance fee for people
coming to admire the interior. This suggestion proved to be a very

アbright

idea. In 2015, only about 50,000 books were sold, but by 2017, after the
4-euro (about 500 yen) entrance fee was implemented*, annual visitor
numbers had risen

イby

20 percent to 1.2 million, and almost 300,000 books

were sold. Visitors who buy books have their entrance fee refunded. So the
entrance fee may actually encourage more visitors to buy books.
There is, ( Z ), one more important part to this story. Livraria Lello’s
success is not only thanks to its beauty.

ウJ.K.

Rowling, author of the Harry

Potter books, worked in Porto in the early 1990s, and often visited and was
perhaps inspired by the bookshop. As one enthusiastic visitor said, “If you
are a fan of Harry Potter, you should come here at least once.”
（注） *go bankrupt = 倒産する     *implement(ed) = 実施する
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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 30
1 interesting   2 strange
問2 空欄（

X

）〜
（

3 light   4 clever

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。解答番号は 31
A

despite

B however

C due 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

問3 by について、下線部イの 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つ選び、その番号を記入せよ。解答番号は 32
1 His house is located by a lake.
2 She won the race by a second.
3 I usually finish my work by 5 p.m.
4 They came to Hiroshima by airplane.
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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 33
1 『ハリー・ポッター』の著者 J・K・ローリングは 1990 年代初頭、ポル
トで働いていたが、この本屋をしばしば訪れ、ひらめきを得ていたと思わ
れる。
2 
『ハリー・ポッター』の著者 J・K・ローリングはおそらく 1990 年代初頭、
仕事でポルトを訪れた際にこの本屋と出会い、ひらめきを得た。
3 『ハリー・ポッター』の著者 J・K・ローリングはおそらくこの本屋にひ
らめきを得て、1990 年代初頭ポルト訪問を決意し、一時そこで働くこと
になった。
4 
『ハリー・ポッター』の著者 J・K・ローリングが 1990 年代初頭ポルト
を訪れ、そこで働いていたという事実から、この本屋はひらめきを得たと
思われる。
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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 34 ～ 35
1 ポルト市には行列のできるワイナリーや美術館や有名なレストランがあ
る。
2 ポルト市で旅行客に最も人気のある場所は、創業から 100 年以上経つ古
い本屋である。
たたず

3 人々は本を買うためというより、改築された大聖堂の美しい佇まいを観
賞するために、リブラリア・レロを訪れていた。
4 リブラリア・レロで 2015 年に導入された入場料徴収の新制度の結果、
2年間で本の販売数は 120 万部に増えた。
5 リブラリア・レロでは本を買った人が入場料を返金してもらえる優遇制
度がある。
6 J・K・ローリングがリブラリア・レロをよく訪問していたことは、
『ハ
リー・ポッター』のファンのあいだでもあまり知られていない。

〔英語の問題は以上です。
〕
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