
法英 １ 

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。） 

    

“Russia wildfires risk greater climate change,” THE JAPAN TIMES, July 23, 2016  

（一部改変）  

 

wildfire=山火事 pristine=原初のままの  boreal forest=亜寒帯林 World Meteorological 

Organization=世界気象機関 on track for～=～を達成しそうだ net=正味の ravage=荒

廃させる desertification=砂漠化 remote sensing=遠隔探査 underfunded=十分に財源

を与えられていない expanse=広がり activist=活動家  

 

1) 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、文中での意味が他と異なるものを 1

つ選びなさい。 

1. wildfires 

2. blazes 

3. carbon emissions 

4. fires 

 

2) 下線部①の意味として最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. これまでで最も暑い年になりそうだが、地球温暖化の進行速度は予想通りだ。 

2. これまでで最も暑い年になりそうで、地球温暖化の進行速度は予想以上だ。 

3. 暑さは従来通りだが、予想以上の速度で地球温暖化が進行している。 

4. 暑さだけでなく、地球温暖化の進行速度もこれまで予想されている通りだ。 

 

3) 下線部②point の主語として最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. temperatures 

2. the first six months of the year 

3. “new highs” 

4. an early and fast Arctic sea ice melt and “new highs” in heat-trapping carbon 

dioxide levels 

 

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

1. a net 500 million tons of carbon 

2. the Soviet forestry system  

3. the U. N.’s Intergovernmental Panel for Climate Change 

4. 534 coal-burning power plants 

 

5) 第 5段落で述べられているシベリア北部（下線部④）の状況の記述として、最も適切なものを 1つ
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選びなさい。 

1. 山火事で数多くの動物の命が奪われている。 

2. 山火事の被害を受けた森林はすぐに再生する。 

3. 毎年平均 300 万ヘクタールの森林が消滅する。 

4. 地域全体の森林の約 9 割が山火事で消滅した。  

 

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

1. summer forest fires 

2. underfunded government agencies 

3. huge expanses 

4. activists and experts 

 

7) 最後の 2 つの段落で述べられているロシア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. 山火事による森林被害が広まる経緯は、地域によって大きく異なる。 

2. 森林保護対策費用のたった 10 パーセントしか有効に活用できていない。 

3. ロシアにおける山火事の規模や発生頻度は、他国の状況と変わらない。 

4. 10 年あまりで国が管理する森林の 4 千万ヘクタール以上が失われた。 

 

 

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。） 

   

  “Bitter fruits,” The Economist, August 13, 2016（一部改変）  

 

paltry=わずかな nibble=かじって食べる gulp=がぶがぶ飲む grocery store=食料雑貨店 

crisps=ポテトチップス lug=苦労して運ぶ bodega=食料雑貨店 food stamp=（生活扶助のた

めの）食料品割引切符 stock up on～=～をたっぷり買い込む deprived=恵まれない dean=学

部長 Supplemental Nutrition Assistance Programme=補助的栄養支援プログラム（アメリカ

の食料費補助対策）  

 

8) 下線部①2.7％の読み方として正しいものを 1 つ選びなさい。 

1. two dot seven percent 

2. two dot seven percents 

3. two point seven percent 

4. two point seven percents 

 

9) 第 2段落で述べられている最近の研究（下線部②）の記述として、最も適切なものを 1つ選びなさ
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い。 

1. 果物やナッツ類、糖分の多い飲料の摂取量が増えている。  

2. 果物やナッツ類の摂取量が増え、糖分の多い飲料の摂取量が減っている。 

3. 富裕層と貧困層の食事内容には、以前も現在もほとんど違いはない。 

4. 富裕層と貧困層の食事内容の違いは、徐々に小さくなってきている。 

 

10) 下線部③were の後に省略されている語（句）として正しいものを 1 つ選びなさい。 

1. gulping 

2. nibbling 

3. nibbling and gulping 

4. tracking 

 

11) 下線部④let alone の言い換えとして最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. as though 

2. even though 

3. much less 

4. much more 

 

12) 貧困層が健康的な食事をとりにくい理由として、第 3、第 4 段落で挙げられていないものを 1 つ

選びなさい。 

1. 遠方まで出かけないと生鮮食料品が手に入らないから  

2. 購入した生鮮食料品を運搬する手段がないから 

3. 手間をかけずに食べられる食品を販売しているコンビニが近くにないから 

4. 支給される食料品割引切符では十分な生鮮食料品が買えないから  

 

13) 下線部⑤“food deserts”の意味として最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. 食費を捻出できない貧困層だけが住む地域 

2. 生鮮食料品の配送が遅れがちな地域 

3. 生鮮食料品を取り扱う店舗から遠い地域 

4. 店舗から自宅への配達サービス圏外の地域 

 

14) 最後の 2つの段落で述べられているアメリカ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. 貧しい人々が住み、近辺に生鮮食料品を扱う店舗のない地域に大型スーパーマーケッ

トが次々に開店し、人々の食生活は大きく改善しつつある。  

2. スーパーマーケットは様々な食料品を扱うが、大半の人々は健康的な食事のとり方を

心得ており、適切に生鮮食料品を選んで購入している。  
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3. 食料品割引切符を支給されている人々の食生活改善のためには、今後も人々が生鮮食

料品を手に入れやすくすることだけが必要だ。 

4. 食生活改善のためには、生鮮食料品を手に入れやすくするだけでなく、食品の選び方

や調理方法について人々が持つ知識を活用することが必要だ。  

 

 

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’m                         (         )                         the movies. 

   1. her          2. of          3. taking          4. thinking          5. to 

 

16) We are looking                        (        )                       our 

guests at the wedding party. 

   1. can          2. entertain          3. for          4. someone          5. who 

 

17) I was                       (        )                       concern for their 

safety. 

   1. by          2. lack          3. of          4. surprised          5. their 

 

18) You will                       (        )                      winters soon. 

 

   1. cold          2. get          3. the Japanese          4. to          5. used 

 

19) The picture                       (        )                      . 

   1. him          2. his          3. hometown          4. of          5. reminded 

 

20) Could you                       (        )                       luggage while I 

go to the bathroom? 

   1. an          2. eye          3. keep          4. my          5. on 

 

21) They                       (        )                       a teacher. 

   1. a friend          2. have          3. is          4. sister          5. whose 

 

 



法英 ５ 

IV （     ）に入れるのに最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

22) The man (          ) in time for the plane if he had left his office 10 minutes earlier.  

   1. had been          2. has been          3. was          4. would have been 

 

23) They (          ) the difficult problem at the meeting. 

   1. discussed          2. discussed on          3. spoke down        4. spoke with 

 

24) We (          ) the woman before, but we can’t remember where or when.  

   1. may have seen          2. may see          3. will see          4. would see 

 

25) The children were tired (          ) after walking so far. 

   1. from          2. of          3. out         4. with 

 

26) The number of people who are unemployed (          ) increasing. 

   1. are          2. has been          3. have been          4. were 

 

27) Because e-mail is now so widely used, (          ) people write old-fashioned letters. 

   1. fewer          2. fewest          3. least         4. less 

 

28) It was (          ) with you, but I must be going. 

   1. nice talk         2. nice talking          3. nice tell          4. nice telling 

 

29) The company provided all new employees (          ) winter and summer uniforms. 

   1. at          2. in          3. to         4. with 

 

30) Was your daughter (          ) about her birthday party? 

   1. excite          2. excited          3. excitement          4. exciting 

 

31) I don’t mind being transferred as long as the job is (          ). 

   1. interest          2. interested          3. interesting          4. interestingly 

 

32) Please give me a call as soon as he (          ) at the airport. 

   1. arrive           2. arrived          3. arrives          4. will arrive 

 

33) The new restaurant has an (          ) atmosphere. 

   1. invitation          2. invite          3. invited          4. inviting 
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34) Most of the seats on the train were (          ) by tourists traveling to Tokyo. 

   1. keeping          2. occupied          3. sat          4. taking 

 

35) The lost hikers were hungry, thirsty and (          ) to see the policemen. 

   1. relief          2. relieve          3. relieved          4. relieving 

 

36) The old man lives alone in a small village (          ) the mountains of Nagano. 

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

 

37) No sooner had the secretary left for the day (          ) the telephone rang in the 

office. 

   1. after          2. and          3. but          4. than 

 

 

【設問終わり】 


