
（平 31 前）　　外　　国　　語

英 語

（問題部分 1～ 9ページ）

注意　解答はすべて答案用紙の指定のところに記入しなさい。

外国語（英　語）　125点

2019-中谷コーポ-外国語（前期）-表紙.indd   1 2019/01/29   15:17:36



― ―1

次の文章を読んで，問 1～ 4に答えなさい。（配点 30点）Ⅰ
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著作権保護の観点から，
問題は掲載していません。



― ―2

問 1　空所（　Ａ　）～（　Ｄ　）に入る最も適切なものを下からそれぞれ一つ選び，記
号で答えなさい。ただし，同じ記号は一度しか使えません。

�ア space colony

�イ ecosystem

�ウ greenhouse effect

�エ carbon dioxide

�オ natural resources

�カ magnetic field

�キ atomic heat

問 2　下線部�１の内容を具体的に 35字以内の日本語で説明しなさい。ただし，句読

点も 1字に数えます。

問 3　下線部�２を日本語に訳しなさい。
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著作権保護の観点から，
問題は掲載していません。
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問 4　本文の内容と合致する文を下から二つ選び，記号で答えなさい。

�ア NASA believes the scheme to terraform Mars will be highly appreciated because it

involves a difficult task of engineering and maintenance.

�イ NASA and other researchers estimate the new scheme to terraform Mars would be

completed in a shorter period of time than that outlined in previous plans.

�ウ Most scientists oppose the idea of colonizing Mars even though they look to spread

the human race beyond our single planet.

�エ Even if we successfully transform Mars into a habitable planet, most people would be

unwilling to move there to start a new life.

�オ Scientists assume that Mars used to have almost the same atmosphere as Earth,

suggesting the possibility that it once held life.
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次の文章を読んで，問 1～ 4に答えなさい。（配点 35点）Ⅱ
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著作権保護の観点から，
問題は掲載していません。
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問 1　下線部�１について，Those thingsの指す内容を明らかにしたうえで，日本語で

説明しなさい。

問 2　空所（　Ａ　）～（　Ｄ　）に入る最も適切なものを下からそれぞれ一つ選び，記

号で答えなさい。ただし，同じ記号は一度しか使えません。

�ア better �イ close �ウ closer

�エ long �オ good �カ poorer

問 3　下線部�２を，「アクティブ（ヴ）」，「コミューティング」ということばを使わずに

日本語に訳しなさい。

問 4　本文の内容と合致する文を下から二つ選び，記号で答えなさい。

�ア Many surveys have avoided asking about active commuting.

�イ Few of the respondents who cycled and walked were students.

�ウ Students were better than professors and staff at estimating their commute time.

�エ The researchers sometimes used Google Maps to check the actual time each

commute took.

�オ Fit people were better able to guess the time it would take them to commute by

bicycle or foot.
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著作権保護の観点から，
問題は掲載していません。
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次の文章を読んで，問 1～ 5に答えなさい。（配点 30点）Ⅲ
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著作権保護の観点から，
問題は掲載していません。
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問 1　下線部１�のイディオムはこの場合何を指すのか。最も適切なものを下から一つ

選び，記号で答えなさい。

�ア She ate too much tuna for lunch.

�イ She had something she couldn’t carry alone.

�ウ She didn’t have enough money left to pay the men.

�エ She didn’t know who to ask for help.
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著作権保護の観点から，
問題は掲載していません。
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問 2　下線部�２について，thatの指す内容を明らかにしたうえで，日本語で具体的に

説明しなさい。

問 3　波線部�Ａ～�Ｄにある表現はどのような行為を指しているのか。最も適切なもの

を下からそれぞれ一つ選び，記号で答えなさい。ただし，同じ記号は一度しか使

えません。

�ア greeting

�イ counter-offering

�ウ offering

�エ clarifying

�オ requesting

�カ rejecting

問 4　下線部�３の発言は途中で終わっているが，その続きにパターソン夫人は何を言

おうとしたと考えられるか。最も適切なものを下から一つ選び，記号で答えなさ

い。

�ア ‘‘I’m not paying that much.’’

�イ ‘‘That’s not enough.’’

�ウ ‘‘Can you see this?’’

�エ ‘‘Here you are.’’

問 5　結局パターソン夫人は謝礼をいくらあげることになるのか。最も適切なものを

下から一つ選び，記号で答えなさい。

�ア 10 dollars

�イ 20 dollars

�ウ 30 dollars

�エ 100 dollars

�オ 150 dollars
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Imagine you are going to rent accommodation from April.  The two apartments below 

are available in an area you like.  Answer the following questions.  （配点 30点）

�１　Which apartment would you choose and why?  Write your answer in English 

（around 60 words）.

�２　In Japan, key money（礼金）is paid to the owner as a token of gratitude at the start 

of each new rental contract.  Some people say that this custom is behind the times and 

we should stop doing it.  What do you think?  Give reasons for your opinion （around 

60 words）.

Ⅳ

APARTMENT 1

Monthly rent ￥110,000

Size 38.00 m2

Deposit ￥110,000

Key money ￥110,000

Year built 2016 

Nearest station 7 min. walk

APARTMENT 2

Monthly rent ￥55,000

Size 21.00 m2

Deposit ￥55,000

Key money ￥0

Year built 1996 

Nearest station 10 min. walk

Bath WC

Sink

7-mat
room

4-mat
room

Balcony

Closet

N

Ent.

Unit
Bath

6-mat
room

Balcony

Closet

Kitchen

N

Ent.
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