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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。） 

 

 “The earth ablaze,” The New York Times International Edition, August 11-12, 2018 

（一部改変） 

 

wildfire＝山火事 conflagration＝大火 catastrophic＝壊滅的な pervasive＝広がる engulf

＝のみ込む habitat＝生息地、自生地 devastation＝荒廃 dislocation＝転居 disruption＝

分断 prognosis＝予測 robust＝強力な epidemiological＝疫学の particulate＝微粒子の 

inhalation＝吸入 premature＝早すぎる  

 

1) 最初の 2 つの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

下線部①raged と同じものを 1 つ選びなさい。 

1. destructive 

2. magnified 

3. central 

4. flames 

 

2) 第 2 段落で述べられている世界の山火事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. ヨーロッパ全体で山火事は多発しているが、イギリスやドイツでは少ない。  

2. ヨーロッパ中・北部では 2018 年に、前年度より山火事の発生範囲はさらに広がった。 

3. ギリシアのアテネ西部で山火事の犠牲になった人は、約 90 名だった。 

4. ポルトガルでは昨年、100 名以上が車に乗ったまま山火事の犠牲になった。  

 

3) 下線部②の意味として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. 今がまさに山火事が最も多い時期だ。 

2. 山火事が多発する時期はようやく過ぎた。  

3. 山火事が多発するのはこれからだ。  

4. 山火事を何とか減らさなければならない。  

 

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

1. are hardly to 

2. are likely to 

3. are rarely to 

4. are scarcely to 
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5) 下線部④の文の主語として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. the destruction of natural habitat, the devastation of human habitation, the 

dislocation of large numbers of people, the disruption of commerce and the draining 

of government resources 

2. the disruption of commerce and the draining of government resources 

3. all on scales in 2017 

4. we 

 

6) 下線部⑤の状況が発生した時期として、正しいものを 1 つ選びなさい。 

1. 2018 年 

2. 2017 年 

3. 2016 年 

4. 2015 年 

 

7) 最後の 2 つの段落で述べられている山火事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. 今年も状況は悪いが、8 月は山火事発生が少なくなると予測されている。 

2. カリフォルニア州各地では、雨の多い季節に逆に山火事が多発しそうだ。  

3. 山火事の犠牲者の大半は、もともと呼吸器を患っている人たちだ。 

4. 山火事では、煙や微粒子の吸引が原因で肺を患って亡くなる人も多い。 
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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 

 

“Taming the tigers,” The Economist, August 18th, 2018（一部改変） 

 

yuan＝元  PISA=OECD が実施する生徒の学習到達度調査  OECD=経済協力開発機構 

penultimate＝最後から 2 番目の Hangzhou＝杭州 obese＝肥満の bump＝取りやめる 

evaluate＝評価する sprint＝短距離走 standing long-jump＝立ち幅跳び overburden＝負担

をかけすぎる impart＝与える dispatch＝派遣する enforce=実施する 

 

8) 第 1段落で二重下線をほどこした次の 4つの語のうち、文中での意味が他と異なるものを 1つ選 

びなさい。 

1. primary school 

2. tutoring agencies 

3. afterschool lessons 

4. tutoring 

 

9) 第 1段落で紹介されている 10歳の男子（下線部①）の家庭では、新学期の 1カ月分の教育費は

どの程度だと見積もられていますか。正しいものを 1 つ選びなさい。 

1. 月収の約 1.5％ 

2. 月収の約 15％ 

3. 月収の約 20％ 

4. 月収の約 50％ 

 

10) 第 2段落で述べられている 15歳の生徒の学習到達度調査（下線部②）の内容として、最も適切

なものを 1 つ選びなさい。 

1. 中国の生徒は、ほとんどの OECD 加盟国の同年齢の生徒より科学と数学の成績が良か

った。 

2. 中国の生徒は、ほとんどの OECD 加盟国のどの年齢の生徒より成績が良かった。  

3. 中国の生徒の教育費は、ほとんどの OECD 加盟国の生徒の教育費より高かった。 

4. 中国の生徒の精神的負担は、ほとんどの OECD 加盟国の生徒の精神的負担より大きか

った。 

 

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

1. blame 

2. criticize 

3. demand 

4. reject 
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12) 第 3 段落で述べられている、中国教育部（下線部④The ministry）の調査結果や教育の現状

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. 高学年の生徒は全員、毎日 2 時間を費やして宿題をしている。  

2. 中国語の宿題は、週に一度生徒に課されることになっている。  

3. これまで一度も宿題の軽減について検討されたことはない。 

4. 以前から家庭学習時間を制限している小学校や中学校もある。 

 

13) 下線部⑤this の内容として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. the ministry 

2. kindergartens 

3. fun and games 

4. the classroom 

 

14) 最後の 3つの段落で述べられている中国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. 中国の多くの学校では、英語や中国語などの学習に重点を置くために、体育の授業を

削っており、すべての学年の生徒に肥満が認められる。 

2. 今後中国の学校では、筆記試験の成績ではなく、50 メートル走や立ち幅跳びなどの運

動能力試験の成績を重視することになっている。 

3. 中国教育部は、国が規定している各学年の学習内容よりも、かなり進んだ内容を各教

育機関が教えていることを黙認している。 

4. 北京市内の多くの幼稚園や保育園では、本来小学校 1、2 年生を対象とした教材を使用

しているようだが、今後は認められなくなるだろう。 
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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) There                        (        )                       the hill. 

   1. a castle          2. be          3. on          4. to          5. used 

 

16) Those books                       (        )                       understand. 

   1. are not          2. children          3. easy          4. for          5. to 

 

17) Please                       (        )                       can help you. 

   1. if          2. know          3. let          4. us          5. we 

 

18) We never                       (        )                       failure. 

   1. experience          2. of          3. succeed         4. the          5. without 

 

19) Human beings                       (        )                      using fire. 

   1. animals          2. differ          3. from          4. in          5. other 

 

20) A warm sea makes                       (        )                       live in. 

   1. a          2. comfortable          3. our country         4. place          5. to 

 

21) It is                       (        )                       lunch. 

   1. a nap          2. after          3. refreshing          4. take          5. to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生英 ６ 
 

IV （          ）に入れるのに最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

 

22) (          ) his hard work and intelligence, he has been promoted very quickly.  

   1. Because          2. Because of          3. Despite          4. In spite of 

 

23) Where can I get my watch (          ) ? 

   1. repair          2. repaired          3. repairing          4. to repair 

 

24) The line is busy right now, so I will call him half an hour (          ). 

   1. ago          2. before          3. lately         4. later 

 

25) She is planning to set up a company (         ) in arranging tours in Asia. 

   1. special          2. specialize          3. specializing          4. specific 

 

26) (          ) something wrong with that woman.  She looks pale. 

   1. There are          2. There aren’t          3. There is          4. There isn’t 

 

27) My brother was (          ) a ticket for illegal parking. 

   1. applied          2. awarded          3. got          4. issued 

 

28) Regular exercise will (          ) better and less tired. 

   1. make feel you     2. make you feel      3. make you felt      4. make you to feel 

 

29) No matter (          ) is chosen to be our next manager, I will dedicate myself to him 

or her. 

1. what          2. when          3. who          4. whom 

 

30) The number of high school graduates with no jobs (          ) increasing. 

   1. are          2. has          3. have          4. is 

 

31) If you are going to hire a new clerk, I’m all  (          ) it. 

   1. about          2. for          3. in          4. with 

 

32) Does a shower always use (          ) water than a bath? 

   1. few          2. fewer          3. less          4. little 
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33) This is (          ) the most popular restaurant in our town. 

   1. by far          2. such          3. too much          4. very 

 

34) We were all relieved (          ) that our lost dog had finally been found. 

   1. to hear          2. to hear of          3. to listen          4. to listen to 

 

35) (          ) you all be happy! 

   1. May          2. Must          3. Will          4. Would 

 

36) Our boss (          ) his client company at 4:00 and got back to the office at 6:00. 

   1. arrived          2. came          3. got          4. left 

 

37) I was ordered (          ) on a business trip to Europe again. 

   1. go          2. going          3. for going          4. to go 

 

 

【設問終わり】 


