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Ⅰ 　次の英文を読んで設問に答えよ。

Jake: What’s a good place to go in Tokyo?  I  want to do some sightseeing.

Koji:  You  go to Yoyogi Park.

Jake: Ha ha! Will  I  die if I  don’t?

　Koji  tries  to recommend a sightseeing place in Tokyo,  but makes a mistake.（ １ ） 

recommending a place to go, he warns Jake to go to Yoyogi Park.  It  sounds like ⑵it 

would be dangerous not to go to Yoyogi Park.

　⑶This  is very  funny because Koji  seems to be warning Jake to go to Yoyogi Park!  It  

sounds like something bad is going to happen to Jake if he doesn’t go to Yoyogi Park.

“Had better” is strong advice. It’s  used to warn of severe consequences of doing or 

not doing something. “Should” is medium advice. It’s  used to recommend places to go 

or explain the benefits of something. Generally speaking, there are four basic levels of 

advice in English:  very  strong, strong, medium, and weak.

　The  “very  strong” advice language also is used to give rules, laws, necessity, and 

obligations. This  means that very  strong advice is really  for rules. However, native 

speakers often use such “rule” language in advice situations, so it functions as very  

strong advice. To  give very  strong advice, use “have to,” （or “have got to”） “need to,” or 

“must.” This  very  strong advice implies severe consequences if the advice is（ ４ ）. 

For  example, if you don’t wear a tie, you might get fired.

　“Had better” is strong advice used for warnings. “Had better” also implies severe 

consequences, but it doesn’t show a rule or law. For  example, if you want to show that 

your friend could be injured by not wearing a helmet on his bicycle, say: “You had 

better wear a helmet.” This  serves  as a warning.

　“Had better” is often used by superiors to warn and/or ⑸reprimand subordinates. 

For  example, a boss warns his subordinate that he has to write  better reports. “You 

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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had better do a better job next time.” This  clearly  warns the subordinate that he could 

be punished if he doesn’t write better reports.

　“Should” is medium/ordinary advice or a（ ６ ）, and it often implies a benefit or 

moral reason for following the advice. If  you say to your friend, “You should cut your 

hair,” you are saying that a haircut would benefit your friend. It’s  also used to explain 

etiquette, moral behavior, etc., i.e., “You shouldn’t talk loudly on the train.”

　If  you really  are not sure about the advice or just want to list possible options or you 

just want to use（ ７ ）advice to avoid offending someone, you can use “might want 

to” or “could.” For  example, you think it is going to rain tonight, but don’t want your 

advice to sound too strong. In this case, say “You might want to take an umbrella.” In 

a business situation, if you are afraid to give strong advice, you could use “could.” For  

example, “We could hire more sales staff.” In this case, “could” is used to give possible 

situations or options.

 

　問１　空所（　１　）に入れるのに最も適当なものはどれか。 1

①　In spite of

②　Instead of

③　In front of

④　In case of

　問２　下線部⑵が示す語句はどれか。 2

①　a sightseeing place in Tokyo

②　a place to go

③　Yoyogi Park

④　not to go to Yoyogi Park
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　問３　下線部⑶の理由として最も適当なものはどれか。 3

①　Jakeが東京の地理についてあまりにも無知であったから。

②　JakeがKojiの提案に対して気のきいた冗談で答えたから。

③　Kojiが使った表現がこの場面では不適当なものだったから。

④　KojiはJakeに関して何か良からぬことが起こると予測していたから。

　問４　空所（　４　）に入れるのに最も適当なものはどれか。 4

①　accepted

②　ignored

③　told

④　irritating

　問５　下線部⑸の意味として最も適当なものはどれか。 5

①　叱責する

②　激励する

③　助言する

④　賞賛する

　問６　空所（　６　）に入れるのに最も適当なものはどれか。 6

①　discrimination

②　information

③　recommendation

④　reproduction

　問７　空所（　７　）に入れるのに最も適当なものはどれか。 7

①　strong

②　medium

③　very�ordinary

④　weak
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　問８　本文の内容に合うものは次のうちどれか。 8

①�　had�betterは相手に威圧感を与えるような強い言い回しなので、友人に対し

て用いることは避けなければならない。

②�　have�toは決まりや法律、義務などを示すのに使われる表現であるが、相手

に強く助言するときにも用いられる。

③�　一般的にneed�toとmustは相手に軽い助言を与えるような場面で用いられる

ことが最も多い表現である。

④�　英語では多種多様な提案を示す表現が存在するが、どの表現を用いてもそれ

程大きな違いはない。
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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 　 9 �Naoko�speak�in�French,�you�would�have�thought�that�she�was�a�native�

speaker.

� ①　Hear� ②　Heard

� ③　To�hear� ④　Have�heard

　問２　I�had� 10 �two�months�ago.

� ①　my�computer�repair� ②　my�computer�repaired

� ③　my�computer�to�repair� ④　my�computer�repairing

　問３　It�won’t�be� 11 �before�our�boss�is�back.

� ①　soon� ②　later

� ③　short� ④　long

　問４　Little� 12 �I�realize�that�his�son�would�be�a�famous�politician.

� ①　do� ②　did

� ③　have�done� ④　will

　問５　Of�their�three�daughters,�one�is�in�Tokyo�and� 13 �are�in�New�York.

� ①　another� ②　the�other

� ③　others� ④　the�others

　問６　He�seems� 14 �the�game�yesterday.

� ①　that�he�enjoyed� ②　enjoyed

� ③　to�have�enjoyed� ④　to�enjoy
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　問７　The�price�of�gas�has�gone�down� 15 �more�than�20�percent.

� ①　by� ②　at

� ③　on� ④　in

　問８　I�don’t�know�how�I�would�kill�time,� 16 �for�Internet�games.

� ①　unless� ②　without

� ③　were�it�not� ④　in�spite

　問９　Today,� 17 �money�is�being�spent�on�hobbies�than�ten�years�ago.

� ①　fewer� ②　less

� ③　no� ④　little

　問10　Jane� 18 �watches�the�TV�show�without�laughing.

� ①　doesn’t� ②　never

� ③　cannot� ④　no
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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
�
19

�
～� 28 �に入れるものの

番号のみを答えよ。

　問１　私たちはライアンが新しい仕事に就いたのでお祝いした。

　　　　We�　　　　� 19 �　　　　� 20 �　　　　�.

� ①　getting� ②　on� ③　Ryan

� ④　a�new�job� ⑤　congratulated

　問２　ここから市役所までたった300メートルです。

　　　　It�is�　　　　� 21 �　　　　� 22 �　　　　�from�here�to�the�city�hall.

� ①　meters� ②　more� ③　than

� ④　three�hundred� ⑤　no

　問３　マドリードでサトミに会うとは考えてもみなかった。

　　　　Satomi�was�　　　　� 23 �　　　　� 24 �　　　　�see�in�Madrid.

� ①　expected� ②　person� ③　I

� ④　to� ⑤　the�last

　問４　母は他人の言うことをほとんど気にしない。

　　　　My�mother�　　　　� 25 �　　　　� 26 �　　　　�others�say.

� ①　attention� ②　little� ③　pays

� ④　what� ⑤　to

　問５　どうしてレオナルドは日本に来たのですか。

　　　　What�　　　　� 27 �　　　　� 28 �　　　　�?

� ①　Japan� ②　Leonard� ③　brought

� ④　to� ⑤　has
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Ⅳ �　次の対話文の
�
29 �～� 34

�
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:　Can�you�tell�me�how�to�use�this�ATM?

　　　　Ｂ:　 29 �

　　　　Ａ:　Well,�I’ll�ask�someone�else.

①　I�don’t�care.

②　No,�not�at�all.

③　Yes,�I�would.

④　I’m�not�sure�about�it.

　問２　Ａ:　I�don’t�think�we’ve�met.�My�name�is�Anna.

　　　　Ｂ:　Hello.�My�name�is�Steve.�I’m�glad�to�meet�you.

　　　　Ａ:　Glad�to�meet�you,�too.� 30 �

　　　　Ｂ:　In�Yokohama.�How�about�you?

　　　　Ａ:　I�live�in�Tokyo.

①　Where�will�you�stay?

②　Where�do�you�live?

③　Where�are�you�from?

④　Where�did�you�come�from?

※教養学部・看護学部志願者のみ解答すること。
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　問３　Ａ:　Would�you�like�to�go�to�see�the�soccer�game�tonight?

　　　　Ｂ:　I’d�love�to,�but�I�have�a�lot�of�work�to�do.

　　　　Ａ:　That’s�a�pity.�How�about�tomorrow�evening?

　　　　Ｂ:　I�think�I�will�finish�the�work�by�then.� 31 �

　　　　Ａ:　At�six-thirty.

　　　　Ｂ:　Well,�let’s�meet�at�six�in�front�of�the�stadium.

①　What�time�does�the�game�start�tomorrow?

②　What�time�shall�we�meet�tomorrow?

③　How�many�people�are�coming�tomorrow?

④　When�did�you�start�playing�soccer?

　問４　Ａ:　What�are�you�working�on?

　　　　Ｂ:　I’m�preparing�my�presentation�for�Mr.�Takeda’s�class�tomorrow.

　　　　Ａ:　 32 �

　　　　Ｂ:　Thanks,�but�I�almost�done.

①　Is�there�anything�I�can�do�to�help�you?

②　Can�you�help�me�now?

③　Are�you�sure?

④　You�should�have�started�earlier.
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　問５　Ａ:　I’m�sorry.�I�kept�you�waiting�for�long.

　　　　Ｂ:　No,�not�at�all.�I’ve�just�got�here.

　　　　Ａ:　By�the�way,�have�you�heard�the�news?�Our�coach�is�resigning.

　　　　Ｂ:　Really?� 33 �when�I�saw�him�at�the�meeting�yesterday.

①　We�didn’t�tell�him,

②　You�weren’t�resigning,

③　He�didn’t�say�anything�about�it,

④　I�got�the�news,

　問６　Ａ:　It’s�time�for�lunch.�How�about�Italian�food�today?

　　　　Ｂ:　 34 ��

　　　　Ａ:　Did�you?�Well,�how�about�French,�then?

　　　　Ｂ:　Good.

①　I’d�like�to�eat�at�home.

②　Italian�food�sounds�good.

③　Yeah,�I�like�pizza�very�much.

④　I�had�spaghetti�yesterday.
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Ⅴ 　次の英文とグラフを読んで設問に答えよ。

　A decade or so ago e-commerce was a ⑴buzzword, but today it has become a routine 

part of life. Or  has it? About half of individuals in OECD  countries bought products 

online in 2014, up from 31% in 2007. The  increase in online purchases was particularly  

marked in Belgium, Estonia, France,  the Slovak Republic and Switzerland.  Today,  more 

than three-quarters of adults order online in Denmark, Norway  and the UK.  However, 

only 10% of adults bought online in Chile and Turkey,  and less than 5% in Colombia and 

Mexico.

　According to OECD  research, 19% of individuals purchasing online in the UK  in 2012, 

followed closely by Denmark  and Sweden, used their smartphones or other mobile 

devices to order products.

　This  surging trend has disrupted traditional distribution channels for some sectors, 

such as travel  and holiday services  ‒（ ２ ）account for almost 50% of online 

consumers ‒ music, games, books and tickets  for events. Food and grocery  purchases 

online have also（ ３ ）in recent years.

　Overall,（ ４ ）, consumers account for a small portion of e-commerce, with up to 

90% of the value of online purchases coming from business-to-business transactions, 

among travel  operators for instance. In  2009 security  was cited as the main reason

（ ５ ）for over one-third of internet users across the EU  who had not made any 

purchases online. Privacy  concerns were cited by 30% of internet users as the second 

reason. 

※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 　表の（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。最も適当な配列はどれか。 35

①　Belgium ― Denmark  ― Colombia ― Chile

②　Chile ― Colombia ― Denmark  ― Belgium

③　Denmark  ― Belgium ― Chile ― Colombia

④　Belgium ― Chile ― Denmark  ― Colombia

　問２　下線部（　１　）の文中における意味として最も適当なものはどれか。 36

①　流行語

②　難語

③　熟語

④　造語
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　問３　空所（　２　）に入れるのに最も適当なものはどれか。 37

①　what

②　why

③　when

④　which

　問４　空所（　３　）に入れるのに最も適当なものはどれか。 38

①　raised�dramatically

②　risen�sharply

③　decreased�gradually

④　reduced�significantly

　問５　空所（　４　）に入れるのに最も適当なものはどれか。 39

①　while

②　consequently

③　however

④　therefore

　問６　空所（　５　）に入れるのに最も適当なものはどれか。 40

①　for�not�buying�online

②　not�to�buy�online

③　that�doesn’t�buy�online

④　why�not�for�buying�online
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　問７　本文ならびにグラフの内容に合うものを２つ選べ。 41 　 42

① 　2007年当時、OECD諸国では４割以上の人々がオンラインで買い物を経験した

ことがあった。

②�　2012年、オンラインで買い物していた英国人の約20％は、注文するのにスマー

トフォンなどの携帯機器を使っていた。

③　オンラインで最も多く購入されている商品は、音楽に関するものである。

④�　スイスではオンラインで買い物をする人々の割合が、2007年から2014年までに

２倍以上に増加した。

⑤�　OECD諸国の大部分において、個人がオンラインで買い物をすることはいまだ

に珍しいことである。

⑥�　2009年にEU諸国で全くオンラインで買い物をしなかった人々が挙げた一番の

理由は、プライバシーに対する懸念であった。










