
 

 

Ⅰ 次の英文を読んで、設問に答えなさい。（＊のついた語には問題文の後に注があります。） 

               “A smouldering sky,” The Economist, August 1, 2020（一部改変） 

 

hub=中心  haze=もや  soot=すす  clog=詰まらせる  prematurely=早すぎる時期に  

fetid=悪臭のする  rubbish=ごみ  filthy=不潔な  hinder=妨げる  enforcement=強制  

commodity=商品  exploit=利用する  toxic=有害な  refinery=精製所    sanitation=公衆

衛生  malnutrition=栄養失調  patchy=不完全な  obsolete=時代遅れの  commuter=通勤者  

asthmatic=喘息患者  ludicrous=滑稽な 

 

1）第 1 段落で二重下線をほどこした次の 4 つの語のうち、アクセントのある部分の発音が他と異なる

ものを 1つ選びなさい。 

1. amateurs 

2. dust 

3. lungs 

4. bloodstream 

 

2）下線部①itが文中で指す語（句）として最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1. Gorée Island 

2. Dakar 

3. Senegal 

4. Senegal’s capital 

 

3）下線部②run to の言い換えとして最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1. run against 

2. run down 

3. run into 

4. run through 

 

4）下線部③it is hard to know how badly の後ろに省略されている語句を補って書き換えた文と 

して、最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1. it is hard to know how badly Africa is affected 

2. it is hard to know how badly Africa is measured 

3. it is hard to know how badly is Africa affected 

4. it is hard to know how badly is Africa measured 

 

5）第 3段落の内容の記述として最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1． アフリカでは、大気汚染に関連した規制はすべて遵守されている。 



 

 

2． ナイジェリアで使用される燃料は、ヨーロッパの燃料同様に毒性は低い。 

3． アフリカでは、早死の原因として大気汚染より水質汚染の方が多い。 

4． ナイジェリアには、世界で最も大気汚染のひどい都市がある。 

 

6）下線部④Thatの内容として最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1．アフリカの都市の 0.5％しか大気汚染に関するデータを活用できていないこと 

  2．アフリカの子どもたちが特に危険な状況に置かれていること 

  3．アフリカの子どもたちの大半が大気汚染観測所から離れた場所に住んでいること 

  4．アフリカで使用されている大気汚染の観測機器が非常に古いこと 

 

7）最後の段落で述べられている南アフリカを除くアフリカ各国の大気汚染データに関する記述として、

最も適切なものを 1つ選びなさい。 

  1．データは大量に収集されているが、ほとんど公表されていない。 

  2．データの収集量は少ないが、すべて適切に公表されている。 

  3．データ収集にかかる費用の半分は、政府が負担している。 

  4．多くの政府は、充実したデータが政府批判につながると考えている。 

 

 

II 次の英文を読んで、設問に答えなさい。（＊のついた語には問題文の後に注があります。） 

“Measuring the poverty pandemic,” The Economist, July 18, 2020（一部改変） 

 

administrator=管理職  shelve=棚上げする  eats=食べ物   dire=悲惨な  groundbreaking=

画期的な   impoverish=貧乏にする   erstwhile=かつての   furlough=休暇を与える  

eye-wateringly=涙が出るほどに  township=居住地域   

 

8）下線部①not like thisの書き換えとして最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1． she did not return home like this 

2． she had not wanted to return home like this 

3． this is not the home she had wanted to return 

4． this is not the home she returned 

 

9）第 1 段落で二重下線をほどこした次の 4 つの語（句）のうち、異なる場所を指すものを 1 つ選びな

さい。 

1. Laaste Hoop 

2. her village in Limpopo 

3. the country’s economic hub 

4. the land 



 

 

 

10）第 2段落で述べられているMothibaさんに関する記述として、最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1. 先が見通せない状況でも家賃を支払う必要があり、故郷に戻った。 

2. 南アフリカのロックダウン後も、ずっと解雇されなかった。 

3. 家族を食べさせる方法について、考える余裕は全くなかった。 

4. 退職後の計画は棚上げにしたが、現在ストレスは感じていない。 

 

11）第 3段落で述べられている調査（下線部②）に関する記述として、最も適切なものを 1つ選びなさ

い。 

1. 携帯電話を通して行った調査のデータを利用している。 

2. 複数の発展途上国の経済状況を詳しく分析している。 

3. 同様の調査はこれまでにも複数回実施されている。 

4. アフリカ大陸全体が受けた経済的打撃を明らかにしている。 

 

12）下線部③even more soの言い換えとして、最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1. even more unequal 

2. even more impoverished 

3. even more impoverished South Africa 

4.  even more the world’s most unequal countries 

 

 

13）下線部④So farの意味として最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1. From far away 

2. From now on 

3. Further 

4. Up to now 

 

14）第５段落以降で述べられている南アフリカに関する調査の記述として、最も適切なものを 1つ選び

なさい。 

1. 経済活動の制約の影響は一様ではなく、200万人から 300万人の女性が失業し、正社員の 3倍

の数の非正規雇用の労働者が職を失った。 

2. ロックダウンによって海外への移住者が激増し、成人の 15％にあたる 500 万人から 600 万人

の人々が海外に移住して帰国していない。 

3. 失業して故郷に戻った人々の大半は、家族のための食費がかさみ、手持ちの資金をほとんど使

い果たしたと回答している。 

4. 回答の約半数は、4 月には十分な食料を買えなくなったとしており、この数値は 2017 年の同

様の困窮世帯の倍以上にあたる。 



 

 

 

III 語句を並べ替えて空所を補い、文を完成させ、（     ）に入るものの番号を答えなさい。 

 

15)  I know                         (         )                         London. 

   1. a man          2. in          3. lives          4. son          5. whose 

 

16)  I don’t                       (        )                       stage. 

   1. agree          2. at          3. the present          4. you          5. with 

 

17)  We seem to                       (        )                      dishonesty. 

   1. got          2. have          3. their          4. to          5. used 

 

18) Though he went to bed early,                       (        )                      

    out. 

   1. feeling          2. he          3. tired          4. up          5. woke 

 

19) The old man                       (        )                       cooking dinner. 

   1. burned          2. he          3. his hand          4. was          5. while 

 

20) It’s pretty easy to                      (        )                      speak English. 

   1. Japanese         2. from         3. the way         4. they         5. spot 

 

21) It’s clear that insufficient international                       (        )            

              . 

   1. can         2. lead         3. problems          4. to         5. understanding 

 

 

IV （     ）に入れるのに最も適切なものを 1つ選びなさい。 

 

22) The coffee shop near the library closed down without any (          ). 

   1. notice            2. noticed            3. notified            4. notify 

 

23) You never (          ) me the truth. 

   1. say            2. speak            3. talk            4. tell 

 

24) The movie was a big hit (          ) in Japan and in Europe. 

   1. both            2. each            3. either            4. neither 



 

 

 

25) To our great relief, our final test was much easier than (          ). 

   1. expect            2. expectant            3. expected            4. expecting 

 

26) Little (          ) little, your English communication skills have improved. 

   1. at            2. by            3. in            4. on 

 

27) “I (          ) like to see some Italian shoes.”  “Sorry, but we don’t have any.” 

   1. must            2. need            3. should            4. would 

 

28) The man had a headache, and (          ) was worse, he had a chill. 

   1. it            2. that            3. what            4. which 

 

29) Some schools require physical education as a (          ) to promote weight loss in 

students. 

   1. mean            2. path            3. road            4. way 

 

30) The broken lock hasn’t (          ) yet. 

   1. be repaired           2. been repaired           3. repair           4. repaired 

 

31) The after-sales service department (          ) customers’ complaints. 

   1. looks after          2. looks down          3. looks forward          4. looks toward 

 

32) My daughter lost two (          ) two weeks ago. 

   1. teeth            2. teeths            3. tooth            4. tooths 

 

 

33) We will have to work overtime today, so by the time we (          ) home, it will be dark. 

   1. get            2. had got            3. will get            4. would get 

 

34) Hurry up, (          ) you will be late again. 

   1. and            2. in case of            3. or            4. so that 

 

35) Several years ago, we (          ) separate our garbage, but now it’s a must almost 

everywhere. 

   1. didn’t have to          2. didn’t need           3. must not          4. shouldn’t 

 



 

 

36) Your teacher will take your recent illness into (          ) when judging your examination. 

   1. consider          2. considerable         3. consideration         4. considered 

 

37) Thank you very much for making dinner for us, (          ) late we may come home. 

   1. however            2. whatever            3. whichever           4. whoever 

 

 

【設問終わり】



 

 

 


