
１  次の英文を読んで以下の問に答えなさい。 

問１ 

(出題意図) 英文文章を論旨を踏まえ正確に理解できているかを問う。 

問２ 

② 

問３ 

(出題意図) 英文文章の大意を的確に要約できるかを問う。 

問４ 

(出題意図) 英文文章を論旨を踏まえ正確に理解できているかを問う。 

問５ 

(出題意図) 英文文章の要点を把握できているかを問う。 
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２  次の英文を読んで以下の問に答えなさい。 

問１ 

(出題意図) 英文文章の要点を把握できているかを問う。 

問２ 

(出題意図) 文意に適した動詞を選び、動詞についての文法を理解できているかを

問う。 

問３ 

a. f.

問４ 

①



３  Read the following text and answer the questions. 

Question 1 

(出題意図) 英文文章を的確に理解できているかを問う。 

Question 2 

(出題意図) 英文文章を的確に理解できているかを問う。 

Question 3 

(出題意図) 英文文章を的確に理解できているかを問う。 

Question 4 

(出題意図) 英文文章の論理的な流れを把握できているかを問う。 

Question 5 

(出題意図) 文法に適った英文を作れているか及び英文文章の構成を適切に

作れているかを問う。 



４  次の英文を読んで以下の問に答えなさい。 

問１ 

a b c d e 

⑤ ② ③ ① ④ 

問２ 

saw them as no less a threat 

問３ 

(出題意図) 英文文章を的確に理解できているかを問う。 

問４ 

⑤
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田 次の英文を読んで以下の問に答えなさい。
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(Source: James C. Zimring, What Science Is and How It Really Works) 
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図 次の英文を読んで以下の問に答えなさい。
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(Son,ce: Virginia Motel\, "Bumblebees bite plants to make them flower early, surp1ising scientists" National Geo釘aphic)

問 1 下線部（ 1) につながった研究者の着眼が、 他の研究者たちの着眼と異なって

いたのはどのような点か。 論旨を踏まえて、 20 字以内の日本語で説明しなさい。

問2 空欄( a )~( d )に入れるのにもっとも適切な動詞を下から選び、

文法的に正しい形で記入しなさい。 ただし、 同じものを繰り返して用いない

こと。

benefit crack emerge suspect 
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図 Read the following text and answer the questions.
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(Source: Bill Bryson, Notes from a Big Coun町）

Question 1 Why does Walt pronounce Norwich differently to most people in Norwich? 

Choose the correct answer. 

(a) Because Walt was not born and raised in Norwich.

(b) Because Walt is too lazy to pronounce Norwich correctly.

(c) Because when Walt was small, Norwich was pronounced differently by the

villagers.

(d) Because when Walt was small, Norwich was an outpost of Elizabethan

England.

(e) Because Walt is trying to preserve his dialect.
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］ 次の英文を読んで以下の問に答えなさい。
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(Source: Eric Banks, "Where have all the horses gone?" London Review of Boo知）

問1 空欄(a )~( e )に入れるのにもっとも適切な語旬を次の①～⑤から選び、

その番号を書きなさい。 ただし、 同じ番号を繰り返して用いないこと。

①any time soon ②by the turn of the century 

④more than a century ⑤over a longer period

③every day 

問2 文中ア［ ］の中の語を文意に沿うように並べかえなさい。

問 3 馬とラバは 1840 年時点でアメリカには何万頭くらいいたと推定されるか。

その数を次の①～⑤から選び、 その番号を書きなさい。

①46 万頭

④1600 万頭

② 160 万頭

⑤ 1 億 6000 万頭
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③460 万頭






