
注　意　事　項
１．問題用紙は，試験監督者の指示があるまで開かないこと。
２．問題用紙と解答用紙（マークシート）は別になっています。

３．科学技術学部・人文学部は大問 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ を解答すること。

　　薬学部は大問 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ を解答すること。
４．解答用紙には解答欄以外に次の記入欄があるので，監督者の指示に従って，それ
ぞれ正しく記入し，マークしなさい。
①　氏名欄
氏名及びフリガナを記入しなさい。

②　受験番号欄
受験番号（数字及び英字）を記入し，さらにその下のマーク欄にマークしなさい。

③　試験種別欄
一般１期にマークしなさい。

④　教科・科目欄
外国語（英語）にマークしなさい。

５．解答は，解答用紙の解答欄にマークしなさい。例えば， 10 と表示のある問い
に対して③と解答する場合は，次の（例）のように解答番号10の解答欄の③にマーク
しなさい。

（例）

６．問題用紙は，試験終了後持ち帰ること。

平 成  24 年 度

一 般 １ 期 入 学 試 験 問 題

外　　国　　語
（英　語）

２月２日（9：40 ～ 10：40）

解 答
番 号

解　　答　　欄
１ ２ ３ ４ 5 6 7 8 9 ０

10 ① ② ● ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪
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Ⅰ 　次の英文を読んで，各問い（問 1 ～問 6）の答えとして最も適当なものを，それ

　　ぞれ下の ① ～ ④ から１つずつ選べ。

全員必答　Ⅰ ～ Ⅲ は必ず解答すること。

この部分に記載されている文章については、

著作権法上の問題から公表することが

出来ませんのでご了承願います。
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　問 1　空所（　１　）に入るものとして最も適当なものはどれか 。 1

①　If

②　Unless

③　When

④　Because

　問 2  　下線部⑵が，「本をあなたの一部にして初めて本を完全に所有したことになる」

という意味になるように［　］内の語句を並べかえるとき，２番目と４番目にく

るものの記号の組み合わせとして最も適当なものはどれか。 2

①　ア ― イ 

②　ウ ― ア 

③　イ ― エ 

④　エ ― オ

　問 3　下線部⑶の語の意味として最も適当なものはどれか。 3

①　not important

②　absolutely necessary

③　hardly necessary

④　almost unimportant

　問 4　下線部⑷全体の述語動詞として最も適当なものはどれか。 4

①　says

②　thinks

③　cannot express

④　does not know
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　問 5  　「学習者は自らと対話するだけでなく，教師とも対話し，場合によっては進ん

で議論する必要がある」という内容は，下線部⑸～⑻のどの説明として最も適当か。

5

①　⑸

②　⑹

③　⑺

④　⑻

　問 6　本文の内容に最も合うものはどれか。 6

①　「行間を読む」ということほど，当てにならないものはない。

②　「行間に書く」とは，これまで常に言われてきたことである。 

③　書物の内容を自分の血となし肉となすには，「行間を読む」ことが重要だ。

④　書物の内容を自分の血となし肉となすには，「行間に書く」ことが重要だ。
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Ⅱ 　次の各問い（問１～問10）の空所を補うのに最も適当なものを，それぞれ下の

　　① ～ ④ から１つずつ選べ。

　問 1　Please tell Mr. Jones to call me when he 7  back.

 ①　will come ②　comes

 ③　came ④　come

　問 2　We were planning to go camping, but we had to cancel 8  the typhoon.

 ①　since ②　as

 ③　from ④　because of

　問 3　No matter 9  you go, he’s sure to follow you.

 ①　what ②　when

 ③　where ④　how

　問 4　Jacob is 10  of my two sons.

 ①　younger ②　youngest

 ③　the younger ④　most young

　問 5　I want to have my photograph 11  at the studio.

 ①　to take ②　take

 ③　took ④　taken

　問 6　I’m at a loss when it 12  to computers.

 ①　is ②　comes

 ③　goes ④　happens
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　問 7  　People still rejected the idea that cigarette smoking could be dangerous, 

13  all the scientific evidence.

 ①　despite ②　in spite

 ③　though ④　instead

　問 8　 14  do you study Spanish for?

 ①　Why ②　What

 ③　How ④　Where

　問 9　He takes it for 15  that his parents give him money.

 ①　granting ②　granted

 ③　grant ④　grants

　問10　 16  no evidence against her, Judy was released.

 ①　There was ②　There being

 ③　Being ④　They had
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Ⅲ 　次の各問い（問 1 ～問 5）において，それぞれ下の ① ～ ⑤ の語句を並べかえて

　　空所を補い，文を完成させよ。ただし，解答は 17  ～ 26  に入れるものの
　　番号のみを答えよ。

　問 1　Your letter 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 office.

 ①　my ②　arrived ③　at

 ④　of May 11 ⑤　has

　問 2  　Tom is 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 many schools want to 

hire him.

 ①　teacher ②　competent ③　that

 ④　a ⑤　such 

　問 3　He explained 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 the car.

 ①　how ②　the wheel ③　to

 ④　change ⑤　of

　問 4　That’s a book 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 all ages.

 ①　will ②　which ③ of

 ④　interest ⑤　children

　問 5  　I would like to come, but I am 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 

this evening. 

 ①　going  ②　someone  ③　else

 ④　out ⑤　with

19

17 18

20

2221

23 24

25 26



― 6― ― 7―

Ⅳ 　次の対話文の 27  ～ 31  に入れるのに最も適当なものを，それぞれ下の

　　① ～ ④ から１つずつ選べ。

　問 1　Ａ:　How is school going?

　　　　Ｂ:　 27  .　The teachers are very kind and all my classes are interesting.

　　　　Ａ:　I’m glad to hear that.

①　It could be better.

②　It couldn’t be better.

③　It’s worse than I expected.

④　It’s as bad as I thought.

　問 2　Ａ:　Mike calls me whenever he has a problem.

　　　　Ｂ:　Does he call too often?

　　　　Ａ:　 28  .

①　He should, but doesn’t.

②　I don’t need to.

③　Yes, but he doesn’t think so.

④　It was very difficult.

※科学技術学部・人文学部志願者のみ解答すること。
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　問 3　Ａ:　Hey, I met this pretty girl at the party last night.

　　　　Ｂ:　 29

　　　　Ａ:　She’s really good-looking and has a good sense of humor.

①　What’s she like?

②　That’s too bad.

③　I’m not sure about that.

④　Could you say hello to her for me?

　問 4　Ａ:　Have you seen Cindy lately?

　　　　Ｂ:　Well, not since last Monday. Why?

　　　　Ａ:　 30

　　　　Ｂ:　Really? 　That’s news to me.

①　I thought she knew you.

②　I’m just asking.

③　I guess so.

④　I heard she’s moving.

　問 5　Ａ:　 31

　　　　Ｂ:　That’s right, but I can’t find my watch.

　　　　Ａ:　When did you have it last?

　　　　Ｂ:　This morning, when I arrived.

①　Where are you going?

②　Are you still looking for it?

③　If you don’t hurry, you’ll miss the train.

④　I’m pleased you decided to stay home.
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Ⅴ 　次の英文とグラフを読んで，各問い（問 1 ～問 8）の答えとして最も適当なものを，

　　それぞれ下の ① ～ ④ から１つずつ選べ。

※薬学部志願者のみ解答すること。

この部分に記載されている文章については、

著作権法上の問題から公表することが

出来ませんのでご了承願います。
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　問 1  　グラフの（ア），（イ），（ウ），（エ）に対応するものの組合せが，その順に示さ

れている。最も適当な配列のものはどれか。 32

①　American men ― American women ― Japanese men ― Japanese women
②　Japanese men ― Japanese women ― American men ― American women
③　American women ― American men ― Japanese women ― Japanese men
④　Japanese women ― Japanese men ― American women ― American men

この部分に記載されている文章については、

著作権法上の問題から公表することが

出来ませんのでご了承願います。
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　問 2　空所（　１　）に入れるのに最も適当なものはどれか。 33

①　which

②　where

③　when

④　what

　問 3　空所（　２　）に入れるのに最も適当なものはどれか。 34

①　In fact

②　For example

③　Therefore

④　On the other hand

　問 4　空所（　３　）に入れるのに最も適当なものはどれか。 35

①　in spite of

②　according to

③　because of

④　in order to

　問 5  　本文によると，夫または妻，あるいは恋人とけんかすることの良い点はどれか。

36

①　相手の欠点が以前よりもよく分かるようになる。

②　相手に対する怒りを隠さずに爆発させることができる。

③　相手と後で仲直りすることができる。

④　相手の欠点に対する不満を示すことができる。



― 12 ―

　問 6  　本文中に述べられている４つの反応のうち最も消極的であるのはどれか。

37

①　Response 1

②　Response 2

③　Response 3

④　Response 4

　問 7　反応４を選んだアメリカ人女性はアメリカ人男性の何倍か。 38

①　ほぼ同じ

②　ちょうど２倍

③　２倍以下

④　２倍以上

　問 8　本文の内容およびグラフに最も合うものはどれか。 39

① 　日本人は，アメリカ人に比べ，相手が自発的にけんかを終わらせることを願う

傾向が強い。

② 　日本人は自分からけんかの仲直りをしようとせず，いつまでも相手を心の中で

責め続ける。

③　日本人の反応は４つの選択肢にかなり平均的に分散している。

④ 　日本人はどんなときでもけんかの仲直りをするのに言葉によらない方法を使

う。
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