
 

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 Alexandra Stevenson “China’s moves to relieve parents may do the opposite,” The New 

York Times International Edition, August 7-8, 2021，The Japan Times 

  

 

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下線部①

guitar と同じものを 1 つ選びなさい。 

1． homework 

2． midnight 

3． practice 

4． starting 

 

2）下線部②So の言い換えとして最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1． better 

2． competitive 

3． costly 

4． relentless 

 

3）第３段落で述べられている教育負担軽減のための施策の記述として、最も適切なものを 1 つ選びな

さい。 

1． 学校の授業時間の増加 

2． 宿題を課すことの禁止 

3． オンライン学習の促進 

4． 難関大学の定員の削減 

 

4）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． after-school tutoring 

2． China’s ruling Communist Party 

3． education treadmill 

4． test-prep industry 

 

 

5）第５段落で述べられている施策（④The move）の記述として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1． 教育関連企業に営利を追求させないために昨年度発表された。 

2． 学習内容の難易度を下げて教育費の負担軽減を目指している。 

3． 親や専門家たちはその有効性を疑問視している。 



 

4． その効果として教育にお金をかける富裕層は減ると考えられている。 

 

6）下線部⑤の英文の主語として最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1． Mr. Zhang 

2． who sells chemistry lab equipment in the southern Chinese city of Kunming 

3． banning after-school tutoring 

4． after-school tutoring 

 

7）最後の 2つの段落で述べられている中国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． ５月に一人っ子政策が転換され、3 人まで子どもを持つことが認められている。 

2． 子どもを 3人産めば産休が保障され、また将来的な教育費の負担も軽減される。 

3． 教育費負担軽減の取組は、人口の爆発的急増状況の改善策として評価されている。 

4． 政府の取組にもかかわらず、経済的理由から 2人目の子どもを持たない人もいる。 

  

 

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 “Floods expose the West’s hubris,” TIME  August 2/August 9, 2021，TIME Asia  

 

8）下線部①many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. extremes of weather 

2. floods 

3. parts of the western German states 

4. people 

 

9）下線部②Scores are missing.の文の意味として最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1. 犠牲者数の集計でミスが出ている。 

2. 情報提供の面でミスが生じている。 

3. 多数の人々が亡くなっている。 

4. 多数の人々が行方不明だ。 

 

10）第 2 段落で述べられている世界の国々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. 先進国では、資金不足のために気候変動の影響が非常に大きい。 

2. マダガスカルでは、40年ぶりの大干ばつで 40万人が飢えに苦しんでいる。 

3. カナダ東部の村では、気温の上昇が長く続き山火事で森林の 9割が失われた。 

4. ヨーロッパの豪雨被害の数週間前に、中国は 1000年に一度の豪雨に襲われた。 

 

11）下線部③in the face 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.  against 

2.  in charge of 

3.  in harmony with 

4.  without 

 

 

 

12）第 3 段落の 2つの it（下線部④と下線部⑤）を文中の語（句）でそれぞれ言い換えた場合の組み合

わせとして、最も適切なものを 1つ選びなさい。 

1. ④＝climate change  ⑤＝climate change 

2. ④＝climate change  ⑤＝society 

3. ④＝society  ⑤＝nature 

4. ④＝society  ⑤＝society 

 

13）下線部⑥1.5℃の読み方として最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

1. one period five degree Celsius 

2. one period five degrees Celsius 

3. one point five degree Celsius 

4. one point five degrees Celsius 

 

14）最後の 3 つの段落で述べられている世界の気候変動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. ドイツの平均気温は産業革命前に比べ 1.5℃上昇しているが、気温が 1℃上昇するごとに湿度は

7％減少し、これがヨーロッパの豪雨の原因と考えられている。 

2. 極地と赤道地域との間の温度差が小さくなったため、空気の流れが弱まって低気圧が長く一か所

に停滞し、ヨーロッパの豪雨の原因になったと考えられている。 

3. 7月末のカナダ東部とアメリカ北東部でも、低気圧が一か所に長く停滞する「ヒートドーム」が

出来て、ヨーロッパと同様に豪雨の被害を受けた。 

4. 7月に大きな豪雨被害を受けたドイツでは、地元自治体が危険性を伝えたものの、気象学者が全

く警告を発しなかったため、事態が軽視されて被害が拡大した。 

 

 



 

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) If you                       (        ),                      have got better. 

   1. a doctor          2. had          3. seen          4. would          5. you 

 

16)  He is not here now, so                       (        )                       you 

later. 

   1. call          2. have          3. him          4. I          5. will 

 

17)  This country                       (        )                       the past 10 

years. 

   1. a lot of          2. had          3. hardship          4. has          5. over 

 

18)  Bear in                       (        )                       her advice. 

   1. mind          2. should          3. take          4. that          5. you 

 

19)  Once you turn on the TV, you are                       (        )                   . 

   1. commercials          2. forced          3. to          4. unwanted          5. watch 

 

20)  It is                       (        )                      in a crowded train during 

rush hour in Japan. 

   1. at          2. ease          3. feel          4. impossible          5. to 

 

21) I have a feeling that                        (        )                       in the 

ceiling. 

   1. is          2. looking          3. someone          4. the hole          5. through 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

22)  The airport is (          ) all flights owing to the heavy rain. 

   1. attending            2. depending            3. spending            4. suspending 

 

23)  There are a (          ) number of students in the library during finals. 

   1. big            2. large            3. many            4. much 

 

24)  We are looking forward to (          ) you at the grand opening in October. 

   1. have meet            2. meet            3. meeting            4. the meeting 

 

25)  Some people decide to live abroad after retiring (         ) the lower cost of living in 

foreign countries. 

   1. because            2. because of            3. despite            4. in spite of 

 

26)  The vice-president will leave (          ) an executive meeting in Tokyo at 10 o’clock on 

Monday. 

   1. behind            2. for            3. on            4. to 

 

27)  My grandfather asked me (          ) I would like to go fishing with him. 

   1. after            2. from            3. if            4. or 

 

28)  That woman and I started working in this section on (          ) day. 

   1. a same            2. same            3. similar            4. the same 

 

29)  I forgot to pay my house (          ) because I had been very busy. 

1. lend            2. lent            3. rend            4. rent 

 

30)  If you are (          ) about anything, don’t hesitate to contact me. 

   1. confuse            2. confused            3. confusing            4. to confuse 

 

31)  To be honest, I am afraid that I am not (          ) for this job. 

   1. qualification            2. qualified            3. qualify            4. qualifying 

 

32)  In the last election for governor, she (          ) two other candidates. 

   1. beat            2. defeat            3. pressed            4. won 

 



 

33)  “Where are you going?”  “Don’t worry.  I’ll be back (          ) five minutes.” 

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

 

34)  I thought I heard my name (          ) in the waiting room. 

   1. call            2. called            3. calling            4. is called 

 

35)  Participants who came late were asked (          ) outside the hall. 

   1. stay            2. stayed            3. staying            4. to stay 

 

36)  According to the report, there were about 10,000 robots (          ) operation in that 

company. 

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

 

37)  Average life expectancy (          ) over the last few decades. 

   1. has raised            2. has risen            3. raised            4. rised 

 

 

【設問終わり】 

 


