
 

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。） 

 

出典 John Schwartz “Climate Crisis Threatens To Drown Cities’ Subways,”  The New York Times 

International Weekly,  August 8, 2021  

  

 

1）第 1、第 2 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. waist-deep 

2. weather 

3. investment 

4. pandemic 

 

2）第 2 段落で述べられている世界各地の地下鉄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. 気候変動による異常気象にうまく対応できている。 

2. 気候変動の影響を受けて乗客数が激減している。 

3. 乗客数の減少によって整備費用が不足しそうだ。 

4. 設備の大半は異常気象を想定した最新のものだ。 

 

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

1. adventure 

2. chance 

3. difficulty 

4. try 

 

4）下線部②While a fewの後ろに省略されている語として最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1. networks 

2. defenses 

3. crisis 

4. systems 

 

5）下線部③it の言い換えとして最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1． retrofitting subways 

2． a nonprofit think tank 

3． subways 

4． to make much more sense 



 

6）第 7 段落で述べられているニューヨーク（下線部④）の地下鉄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．これまで施設の整備のために 2 億 6,000万ドルを投じてきた。 

  2．3,500 か所の通気口や階段、エスカレーターを整備してきた。 

  3．2012 年からの整備により 7 月の豪雨被害には十分対応できた。 

  4．2012 年のハリケーン被害以降実施されてきた整備は十分ではない。 

 

7）最後の 2 つの段落で述べられているロンドン、中国、日本の状況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．ロンドンの地下鉄の排水システムは大半が最新式のものだ。 

  2．ロンドンの地下鉄は豪雨の影響を受けないと予測されている。 

  3．中国の地下鉄は最新のシステムでも異常気象の影響を受け得る。 

  4．日本では地下鉄を使って豪雨被害の実地実験が行われている。 

 

 

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。） 

出典 “The sick man of Asia,” The Economist, July 24th 2021，The Economist Newspaper, Ltd. 

 

8）下線部①India’sの後ろに省略されている語（句）として最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1． mortality rate 

2． second wave 

3． virus 

4． wave 

 

9）下線部②の文の意味として最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1.  イギリスやアメリカが以前の状態に戻ろうと苦労しているのは驚きだ。 

2.  イギリスやアメリカが以前の状態に戻ろうと苦労しているのは当然だ。 

3.  インドが以前の状態に戻ろうと苦労しているのは驚きだ。 

4.  インドが以前の状態に戻ろうと苦労しているのは当然だ。 

 

10）第 2 段落で述べられているインドの経済状況の記述について最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. 失業率の改善 

2. 貯蓄率の上昇 

3. 投資の落ち込み 

4. 物価の下落 

 

11）第 3段落で述べられている Neeraj Vora（下線部③）氏が直面している状況の記述として、最も適



 

切なものを 1 つ選びなさい。 

1.  昨年度の年収は、約 3分の 1にカットされた。 

2.  父親の感染によって、医療費補助金は増えた。 

3.  父親の治療費のために、預金を取り崩した。 

4.  政府の協力により、最終的には治療費を支払えた。 

 

12）下線部④280,000の読み方として最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1.  twenty eight ten thousand 

2.  twenty eight ten thousands 

3.  two hundred eighty thousand 

4.  two hundreds eighty thousands 

13）下線部⑤on top of の言い換えとして最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1.  except for 

2.  far from 

3.  in addition to 

4.  much more than 

 

14）最後の 3 つの段落で述べられているインドの状況の記述として、最も適切なものを 1 つ選びなさ

い。 

1. 新型コロナウイルス感染症拡大の第 2 波直前、インドの GDP は 7.3％落ち込み、アジアの主

要経済国の中で最悪の経済状況だった。 

2. 第 2 波よりも、2020 年半ばの長期にわたるロックダウンの方が経済への影響が大きく、数万

人の女性労働者が職を失った。 

3. 中流階級の労働者の多くは、第 2波の影響を受けて突然給与を削減されたが、比較的富裕な層

は貯蓄や投資を行う余裕があった。 

4. 昨年はホワイトカラー労働者の 4 割が給与を削減されており、特に女性のホワイトカラー労働

者の給与は平均して 39％も削減された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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)  My mother                         (         )                         useless 

things. 

   1. buying          2. into          3. many          4. talked          5. was 

 

16)  You had better                       (        )                       your commute 

more fun. 

   1. make          2. of          3. something          4. think          5. to 

 

17)  You should know that keeping                       (        )                     . 

   1. amounts          2. her          3. silence          4. supporting          5. to 

 

18)  The central figures of that company                     (        )                   .    

   1. are          2. in          3. people          4. their          5. thirties 

 

19)  They seem to                       (        )                       extent. 

   1. manager          2. some          3. their          4. to         5. trust 

 

20)  The movement will not succeed unless                    (       )                     

     it. 

   1. committed          2. each          3. individual          4. is          5. to 

 

21)  My job                       (        )                        calls from customers. 

   1. answer          2. is          3. phone          4. the          5. to 

 

 



 

IV （     ）に入れるのに最も適切なものを 1つ選びなさい。 

 

22)  The automaker (          ) its sales in the last decade. 

   1. doubles            2. has doubled            3. is doubling            4. will double 

 

23)  The shop requested that I immediately (          ) the DVD I had rented. 

   1. return            2. returned            3. will return            4. would return 

 

24)  Our school festival was livelier than (          ). 

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

 

25)  The protesters (          ) for the immediate closing of the factories. 

   1. called            2. insisted            3. recommended            4. required 

 

26)  Successfully losing a few kilograms in a month (          ) feel proud. 

   1. made me           2. made to me           3. make me           4. makes me to 

 

27)  I will approve your plan (          ) others strongly oppose it. 

   1. besides           2. even though           3. in addition to          4. in advance of 

 

28)  The international conference (          ) held at the trade center next month. 

   1. has             2. has been            3. is to be            4. was 

 

29)  We need to pick her (          ) at the airport tomorrow. 

   1. down            2. in            3. out            4. up 

 

30)  The rest room is behind the service counter, (          ) the coffee shop. 

   1. next            2. next from            3. next of            4. next to 

 

31)  We got a pay (          ) thanks to the successful product campaign. 

   1. lift            2. raise            3. rised            4. up 

 

32)  Please show your (          ) pass at the check-in counter. 

   1. board            2. boarded            3. boarder            4. boarding 

 

33)  The manager was (          ) phone when we went into her office. 

   1. in            2. in the            3. on           4. on the 



 

34)  Please let me know if you come up (          ) an idea on our campaign. 

   1. at            2. on            3. toward            4. with 

 

35)  How much is the (          ) fare from Tokyo to Kyoto? 

   1. around-trip          2. back-trip          3. double-trip          4. round-trip 

 

36)  More than 5 million people will (          ) retirement age this year. 

   1. arrive            2. arrive for            3. reach            4. reach for 

 

37)  Students cannot get along (          ) a computer these days. 

   1. besides            2. on            3. over            4. without 

 

 

【設問終わり】 

 


