
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。） 

 

 “Pricey family graves a fading tradition in aging Japan,” The Japan Times, August 11, 2018 

（一部改変） 

 

dispose of ～＝～を処理する  designate＝指定する  inter＝埋葬する  cemetery＝墓地 

viable＝実行可能な interment＝埋葬 amendment＝改正 certified＝公認の decease＝死

亡する lottery＝抽選 in perpetuity＝永久に lessee＝借地人 heir＝相続人  retail＝小売

り unilaterally＝一方的に revoke＝無効にする  

 

1) 最初の 3 つの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. respects 

2. bones 

3. ashes 

4. remains 

 

2) 下線部①Prior 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. According to 

2. After 

3. Before 

4. In addition to 

 

3) 下線部②の文の主語として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. What 

2. What was initially a practice 

3. What was initially a practice tied to a request 

4. What was initially a practice tied to a request made by the deceased person 

 

4) 下線部③that の内容として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. 従来型の葬式を執り行うこと。 

2. 家族の墓を管理していくこと。  

3. 葬式や墓地管理の費用が高いこと。  

4. 葬式や墓地管理に手間がかかること。  

 

 

 



法英 2 

5) 第 5 段落で述べられている 2 つの墓地の記述として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. 東京都立青山霊園は、投票により全国で最も人気のある墓地に選ばれた。  

2. 東京都立青山霊園では、2017 年の同園利用希望者倍率は約 14 倍だった。 

3. 千葉県印西市の市営墓地では、管理費以外に一切費用はかからない。  

4. 千葉県印西市の市営墓地は、市内在住者だけしか利用できない。  

 

6) 下線部④3.98 の読み方として、正しいものを 1 つ選びなさい。 

1. three comma nine eight 

2. three comma ninety-eight 

3. three point nine eight 

4. three point ninety-eight 

 

7) 最後の段落で述べられている日本の墓地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. 墓地管理は各家族に任されており、家族と血縁関係のない人も多く埋葬されている。  

2. 管理費の支払いや墓地の管理を怠った場合、管理会社や寺院側が管理してくれる。  

3. 一定期間墓地の維持管理を怠った場合、遺骨や墓石が撤去されることもあり得る。 

4. 青山霊園では 1 年でも管理費を滞納してしまうと、その墓地は使用できなくなる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



法英 3 

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。） 

  

“Don’t Drink the Pond Scum,” Newsweek, August 17, 2018（一部改変） 

 

kayaker＝カヤックに乗る人 algae＝藻 infestation＝発生 algal＝藻の Salem=セイレム

（オレゴン州の州都） advisory＝警報 anticipate＝予測する toxicologist＝毒物学者 toxin

＝毒素 off-limits＝使用禁止の liver=肝臓 kidney=腎臓 cyanobacteria＝シアノバクテリ

ア（藍色細菌）  EPA ＝ Environmental Protection Agency ＝アメリカの環境保全庁 

contaminate＝汚染する microcystin＝ミクロシスチン（シアノバクテリアによって生産される

毒素） nausea＝吐き気 diarrhea＝下痢 reservoir＝貯水池 disinfection＝消毒 loom＝ぼ

んやりと現れる 

 

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

1. do 

2. happen 

3. move 

4. take 

 

9) 下線部②May 31 の読み方として、正しいものを 1 つ選びなさい。 

1. May the thirty first 

2. May the thirty one 

3. May the three first 

4. May the three one 

 

10) 第 2 段落で述べられている市が発表した警報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. 約 20 万人のすべての市民に対して、水道水の使用が禁じられた。 

2. 水道水の使用禁止の対象になったのは、6 歳未満の子どもだけだった。 

3. 妊娠中の女性、高齢者やペットに対しても水道水の使用が禁じられた。 

4. 水道水の使用禁止が決定して発表されるまでに、1 カ月以上かかった。 

 

11) 2001 年に行われた飲料水用の水源の調査（下線部③）の結果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. 調査が行われたすべての水源で、有毒な藻が確認された。  

2. 藻の毒に侵されて症状が出るのは、主に肝臓や心臓だ。  

3. 藻の毒に侵された人全員が、まだ完全に回復していない。 

4. 藻の毒に侵された時の症状は、食中毒の症状に似ている。  
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12) 下線部④Four in five の後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. algae 

2. algal toxins 

3. drinking water 

4. drinking water sources 

 

13) 下線部⑤are vulnerable to algal blooms の主語として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. drinking water sources 

2. more than 90 percent of lakes, rivers and reservoirs 

3. one expert 

4. one expert estimates 

 

14) 最後の 3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. 飲料水として使用される湖や河川、貯水池のすべてで藻の繁殖が確認されているが、9

割以上の水源では有害な藻の影響は全く認められていない。 

2. 有毒物質の除去装置の設置には高額な費用がかかるため、国内のどの浄水施設でも、

繁殖した藻から発生する毒素の除去作業は行われていない。 

3. 飲料水に藻の影響が認められても適切な処置がとれず、住民に数週間にわたって水道

水の使用を禁じる対策しかとれない自治体もある。 

4. 自治体の水質管理者は、これまで藻の毒素で死者は出ておらず、今後もその可能性は

極めて低いと考え、事態を深刻にとらえていない。 
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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) Please tell me                         (         )                         to the 

station. 

   1. bus          2. take          3. to          4. to get          5. which 

 

16) He                       (        )                       the phenomenon. 

   1. an explanation          2. came          3. for          4. up          5. with 

 

17) Every child needs to                       (        )                      of. 

   1. and          2. be          3. care          4. loved          5. taken 

 

18) The girl                       (        )                      doing her 

homework. 

   1. asleep          2. fell          3. she          4. was          5. while 

 

19) Even a careful student                       (        )                       a 

mistake. 

   1. can          2. him          3. like          4. make          5. such 

 

20) One of the goals of university education is to                      (        )      

                          themselves. 

   1. develop          2. for         3. students’ ability         4. think         5. to 

 

21) Everything                       (        )                      . 

   1. fault          2. happened          3. my          4. that          5. was 
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IV （     ）に入れるのに最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

 

22) This store (          ) checks but not credit cards. 

   1. abstracts          2. accepts          3. accomplishes          4. accords 

 

23) She is not at all punctual, and (          ) up on time. 

   1. does not rarely show   2. does not rarely shows   3. rarely show   4. rarely shows 

 

24) Thank you for everything, but it’s time we (          ) leaving. 

   1. are          2. must          3. should          4. were 

 

25) The Japanese yen has never been (          ) it is now. 

   1. as low as          2. low          3. lower          4. the lowest 

 

26) The girl insisted strongly that her idea was not bad, (          ) made him pretty 

mad. 

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

 

27) Smoking is not (          ) in the building at any time. 

   1. permission          2. permit          3. permitted          4. permitting 

 

28) (          ) of the warm weather, there is not enough snow for skiing.  

   1. Despite          2. In spite          3. On account           4. Regardless 

 

29) I am not in the (          ) disappointed with a 2% pay raise. 

   1. least          2. less          3. lesser          4. little 

 

30) The boy only started to do his homework half an hour ago, so he probably (          ) 

yet. 

   1. finished       2. has finished      3. hasn’t been finished      4. hasn’t finished 

 

31) The item I ordered was not (          ). 

   1. in office          2. in shelf          3. in stock          4. in shop 

 

32) My father asked me (          ) I would like to go fishing with him. 

   1. about          2. after          3. if          4. of 
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33) We offer a (          ) of services to make your stay more convenient. 

   1. variety          2. various          3. vary          4. varying 

 

34) I heard that the new manager (          ) jobs five times before coming to this firm. 

   1. changes         2. had changed         3. have changed         4. was changed 

 

35) The issue was discussed (          ) detail at the meeting. 

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

 

36) We have to consider (          ) our trip. 

   1. to be delaying          2. to delay          3. delay          4. delaying 

 

37) Employees in customer service have to give (          ) on computer problems. 

   1. a lot of advice      2. a lot of advices      3. many advice      4. many advices 

 

 

【設問終わり】 


