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2021年度入学試験（学校推薦型選抜） 
 
問題 次の文章は、ドミニク・チェン『未来をつくる言葉－わかりあえなさをつなぐために』の

一節である。これを読んで、後の問いに答えよ。解答はすべて解答用紙に書くこと。 
 
 幼い頃から、日常生活を「翻訳」が満たしていた。家庭や学校で飛び交う複数の言語間で、時

には言葉で表現する喜びに打ち震え、時には口から言葉が出てこないもどかしさに身悶
もだ

えするこ

ともあった。 
 ある時から、言葉を吐くという何気ない些

さ

細なコミュニケーションのひとつひとつが翻訳行為

なのだと思えるようになった。そこから、人の話を聞いたり、本を読んだりすることがさらに好

きになった。誰が何語で話していようと、内容そのものへの興味に加えて、当人が「何を翻訳し

ようとしているのか」というプロセスにも関心を持つようになったのだ。 
 ある人が任意の言語で話している時、その人は自分の体験を通じて感じたことを、相手の知っ

ている言葉に「翻訳」して話している。同時に、その翻訳行為から常にこぼれ落ちる意味や情緒

もある。その隙間をなんとか埋めようとする仕草に、翻訳する人に固有の面白さが現れる。 
 わたしが学んできた数多

あ ま た

の言語は、自分や他者の感覚を表現し、相互に伝えようとする「翻訳」

の技法だった。今日わたしたちが紐
ひも
解くことのできる歴史には、過去の無数の人々が発見し、試

行錯誤してきた翻訳の表現が織り込まれている。今、わたしたちがその知識と経験を何のために

受け継ぐのかといえば、わたしは互いの「わかりあえなさをつなぐために」と答えたいと思う。

異質な個人同士は、この情報社会でますますつながっていくだろう。そんな時代に生きる人間と

して抱く、１ある種の危機感から生まれる考えかもしれない。 
 今日、インターネットを介して、わたしたちが見知らぬ他者と接触する機会はますます増えて

いるが、そこでは新たな関係性が紡がれる可能性と、異なる価値観を持つ人間同士が分断される

危険性の両方が見られる。しかし、この二つの動向は一見矛盾するようでいて、人間の社会が新

しい言語を獲得するために通過する必要なステップを共に指し示している。 
 たとえば、今日のTwitterに代表される SNS上では、互いに「わかりあえる」集団と「わかり
あえない」集団の区分がますます明確に浮き上がってきている。先に述べたあいちトリエンナー

レ２０１９の期間中には、問題とされた表現作品の文脈や背景は削
そ

ぎ落とされて、表面的な形象

だけを巡って、誹謗
ひ ぼ う

中傷が交わされた。 
 この構図は、広く政治や政策のあらゆる話題で繰り返されてきたものだ。検索や閲覧の履歴デ

ータを基に、利用者の嗜
し

好性を捕捉する情報技術によって、各人がそれぞれの価値観の皮膜に閉

じ込められ、異なる価値観を許容できなくなる現象はフィルターバブルと呼ばれる。スマートフ

ォンが世界中に浸透し始めた２０１０年代初頭から世界中で続いているが、この議論は情報技術

によって生み出されたものではない。情報技術は、人間の社会にもとより存在する傾向を強化し

ているに過ぎない。わたしたちは自己の身体という原初のフィルターバブルを持って生まれてく

るのだ。 
 それでも、「言語」の持つ力によって、世界を覆う多種多様さをつなぎとめ、それらの間を行き

来することができる。複数の文化に包まれてきたわたしは、こどもの頃から今に至るまでそのよ

うな言葉に心を動かされてきたし、おそらく、これからも同じように２フィルターバブルを越境す

る術を探していくだろう。 
 結局のところ、世界を「わかりあえるもの」と「わかりあえないもの」で分けようとするとこ

ろに無理が生じるのだ。そもそも、コミュニケーションとは、わかりあうためのものではなく、

わかりあえなさを互いに受け止め、それでもなお共に在ることを受け容れるための技法である。

「完全な翻訳」などというものが不可能であるのと同じように、わたしたちは互いを完全にわか
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りあうことなどできない。それでも、わかりあえなさをつなぐことによって、その結び目から新

たな意味と価値が湧き出てくる。 
 現代の情報環境で、見知らぬ他者と共在感覚を得られる範囲は依然として狭いままだ。スマー

トフォンや PC のスクリーンの向こう側にも、自分と等しく生命的なプロセスを生きる同輩が存
在しているのだという当たり前のことを、理性だけではなく身体にも訴える「言語」が必要とな

る。 
 幸いにして、そのためのヒントは、この世界の歴史のなかに満ち溢

あふ
れている。たとえ生物学的

な子や親がいなかったとしても、わたしたちは自らの生のプロセスを託す相手を見つけながら生

きている。友人や恋人、仕事仲間、もしくは師弟といった関係性のなかで、わたしたちは共に在

ると感じられる場をつくりあげる。 
 互いの一部をそれぞれの環世界に摂

と

り込みつつ、時に「親」として、また別の時には「子」とし

て関係することができる。そう望みさえすれば、人は誰とでも縁起を結び、互いの「わかりあえ

なさ」を静かに共有するための場を設計
デザイン
できる。なぜなら、わたしたちは自分たちが使う「言葉」

によって、自身の認識論を変えられるからだ。 
 差異を強調する「対話」以外にも、自他の境界を融

と

かす「共話」を使うことによって、関係性の

結び方を選ぶことができる。近代社会では、長らく対話こそが民主主義的で合理的な議論を牽
けん
引

すると考えられてきたが、今日の社会はそのための合理性を十分に発揮できないことを露呈して

しまっている。この状況に対して、人の合理的な認知能力を引き上げようという努力も必要かも

しれない。だが、それよりもまずは異質な他者と自分を架橋するための心理的な土台を築くこと

こそが重要だと思う。 
 わたしはこれまで、表現とコミュニケーションの関係について考え続けながら、生きている人

間同士のコミュニティ、生者と死者が交わるインタフェース、そして人と微生物をつなぐロボッ

トを研究してきた。好奇心の赴くままに行ってきたことだが、あらためて振り返れば、家族、社

会、自然環境との関係における分裂に抗
あらが

うための方法を探ろうとしてきた。自分自身のなかにも

吃
きつ
音という「わからなさ」が同居しているし、多言語間の翻訳だけではなく同じ言語の話者同士

でも意思の疎通が図れない状況を、当事者として生きてきた。 
 いずれの関係性においても、固有の「わかりあえなさ」のパターンが生起するが、それは埋め

られるべき隙間ではなく、新しい意味が生じる余白である。このような空白を前にする時、わた

したちは言葉を失う。そして、３すでに存在するカテゴリに当てはめて理解しようとする誘惑に駆

られる。しかし、じっと耳を傾け、眼差
ま な ざ
しを向けていれば、そこから互いをつなげる未知の言葉

が溢れてくる。わたしたちは目的の定まらない旅路を共に歩むための言語を紡いでいける。 
 
 
問 1. 下線部１「ある種の危機感」と同じ意味の語句を文中から25字以内で抜き出しなさい。 

 
問 2. 下線部２「フィルターバブルを越境する術」とはどのようなものか。文中の言葉を用いて説

明しなさい。  
 

問 3. 下線部３「すでに存在するカテゴリに当てはめて理解しようとする」と同じ意味の語句を文
中から 35字以内で抜き出しなさい。 

 
問 4. 「未来と言葉」についてのあなたの考えを、問題文の内容にも触れながら、600字以内で述

べなさい。 



 
 
 

2021年度入学試験（学校推薦型選抜） 

 

小 論 文  解 答 例 

 

問１ 

異 な る 価 値 観 を 持 つ 人 間 同 士 が 分 断 さ れ る 危 険 性    

 

問２ 

わかりあえなさを互いに受け止め、それでもなおともにあることを受け入れるために工夫すること。 

※「それぞれの価値観の皮膜に閉じ込められず、異なる価値観を許容するように工夫すること。」も可。 

 

 

問３ 

そ れ ぞ れ の 価 値 観 の 皮 膜 に 閉 じ 込 め ら れ 、 異 な る 価 値 観 

を 許 容 で き な く な る            

 ※「世界を「わかりあえるもの」と「わかりあえないもの」で分けようとする」は部分点。 

 

問４ 

＊採点基準 

        ○文章構成 

   ○文章表現 

    ○説明内容 

     ・「未来」をどのようものとしてとらえているか。 

     ・「未来」と「言葉」との関係を考えているか。 

         ・テーマに対する自分の意見を述べているか。 

     ・問題本文の内容に触れているか。  

 



 

 

 

一 般 選 抜 

 



 

 

2021年度入学試験（一般選抜）【国語】 
 
問題 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。解答は、すべて解答用紙に書くこと。 
 
 歴史とは、たえざる問題や課題に対する人間の応答の連続なのである。その時代に出現

した課題に対して、われわれは、きわめて不確定な将来を aエンボウしつつ、過去の経験
を振り返る。過去の経験は、習慣や伝統としての信念体系となってわれわれの手元に残さ

れている。未来があまりに不確定だからこそ、われわれは、かろうじてわれわれの手元に

残された過去を信頼するほかないのである。だから「伝統主義的精神とは信頼の A メカ
ニズムだ」とオルテガはいう。 

 それは過去の経験から取り出すことのできる、まだしも確実性の高い智慧
え

を信頼する

ことであろう。ところが、理性主義の精神は、伝統破壊を称賛することで、この信頼の基

礎を破壊してしまう。そこで伝統への信頼を捨て去った理性主義は、自分自身を絶対化す

るほかに自らを支える支柱を見出しえない。理性は理性そのものへと信頼の置き場所を

変えてゆく。それは、１経験的な実在を、理性が生み出す観念や理念に置き換えることを

意味するであろう。 

 しかし、この野心的なｂ企ては、そもそも不確定な事情に取り囲まれたこの現実にあっ

ては、ｃザセツするほかない。なぜなら、不確定で複雑に入り組んだこの現実にあって

は、理性のできることなど限られているからである。かくて理性主義は巨大な B 幻滅を

もたらし、歴史は「幻滅の時代」になる。そして２大胆不敵な理性主義や理想主義が崩壊

した後に残るものは「人間の完全な道徳的退廃」だけであろう。こうして「人間の生命の

弾力は弛
し

緩する」のだ。このようにオルテガは述べる(『現代の課題』)。 

 歴史は終わるわけではない。ただただ危機を繰り返す。だが「歴史の危機」の「危機」

とは何であろうか。 

 オルテガはいう。危機とは、３二つの信念の体系がどちらともつかずに動揺し、人々の

生がきわめて不安定になる状態である、と。 

 だが、どうして信念体系が動揺する時、人間の生は不安定になるのだろうか。現代の多

くの人はいうだろう。既成の観念が崩壊し、既存の思想が意味を失った時こそ、人間は生

き生きと自由になる、と。伝統や因習から解き放たれた時に、はじめて人々は個性を d発
揮できる、と。それだけならまだしも、今日、人は、伝統や既存の思想の積極的な破壊を

称賛し、現実に日々、伝統破壊に eセイを出している。 
 だが、それこそがオルテガにとっては、危機の根本原因なのであった。オルテガにとっ

ては、次のような考えこそがｆケンゼンなものであった。人々が社会的な生を安定的に 

ｇ営むには、４人々が集団として共通に信じうる信念体系、つまり価値の体系が存在しな

ければならないという考えである。 

 人々の社会的な生を安定させるものは、決して合理的な理性でもなければ合理的な思

考でもない。いくら、ヨーロッパ近代が理性の力によって自己意識を発見し、デカルトが

すべてを疑ってかかれといったとしても、人は、合理主義や懐疑主義で日常生活を営むわ

けでもなければ、社会を形成しているわけでもないのである。頭の中での合理や懐疑の前



 

     

に生きた現実に向かってみよう。自己意識より前に、人は日常生活を送らなければならな

い。すべてを疑うよりも前に他人に働きかけなければならない。世界を合理的に理解する

前に何らかの活動によって生きていかねばならない。その時、人は、常に何らかの価値や

習慣に寄りかからなければ日常生活をｈ遂行することなどできない。 

 それは確かに、iコンキョのない「思い込み」かもしれず、壮大な「偏見」かもしれな

いが、人間の「生」からすればそれは当然のことなのである。生きるということは、ほと

んど何かを「思い込む」ということだといってもさしつかえないであろう。この「思い込

み」こそが人々の生活や思考の「習慣」をｊ形作り、この「習慣」が実際に社会生活を可

能としている。そこには、必ず一定の集団的な信念体系や共通の価値体系があり、人はあ

えてそれを疑わずに、それに「寄りかかって」生きている。５思い込みは、いわば生のつ

っかえ棒なのである。それは、頭で考えられた価値というよりも、生きられた価値(信念

体系)であり、思考習慣となった価値である。そして、いつの時代においても実際には 

６「習慣」は「合理的理性」より強力なのである。 

          （佐伯啓思『近代の虚妄』による） 
 

    オルテガ…スペインの思想家。1883年～1955年。『現代の課題』（1923）は代表的な著作。 

デカルト…フランスの哲学者。1596年～1650年。近代哲学の父とされる人物。 

 

問１ 下線部 a・c・e・f・i のカタカナ部分を漢字で書きなさい。 
 
問２ 下線部 b・d・g・h・jの読みを平仮名で書きなさい。 
 
問３ 下線部 A・Bの意味として最も適当なものをそれぞれ一つずつ選び、記号で答えな
さい。 

 Ａ メカニズム （イ 道具 ロ 装置 ハ 情報 ニ 計画 ホ 基盤） 
 Ｂ 幻滅    （イ うっとりする ロ どっきりする ハ がっかりする  

ニ はっきりする ホ すっきりする） 
 
問４ 下線部１「経験的な実在」の内容を説明した最も適当な部分を、本文中から抜き出

して、冒頭と末尾の５文字を書きなさい。 
 
問５ 下線部２に「大胆不敵な理性主義」とある。なぜ「理性主義」は「大胆不敵」だと

言うのか。本文中の語句を用いて説明しなさい。 
 
問６ 下線部３に 「二つの信念の体系」とある。本文中で対比されている「二つの信念の

体系」を、本文中からそれぞれ７文字以内で抜き出しなさい。 
 
問７ 下線部４「人々が集団として共通に信じうる信念体系、つまり価値の体系」とほぼ

同じ意味の語句を本文中から４文字以内で抜き出しなさい。 
 
問８ 下線部５に「思い込みは、いわば生のつっかえ棒なのである」とある。「生のつっ
かえ棒」という表現は、本文においてどのような効果をもたらしているか。説明しな
さい。 

 
問９ 下線部６に「「習慣」は「合理的理性」より強力なのである」とある。 
 （１）「理性」の問題点について、最も端的に述べている一文を、本文中から抜き出し

て、冒頭と末尾の３文字を書きなさい。 
 （２）「習慣」が「合理的理性」よりも強力である理由を、本文中の語句を用いて説明

しなさい。 



 

 

 

 

2021年度入学試験（一般選抜） 

国 語  解 答 例 
 

 

問１ 

 
ａ  遠望 

 
ｃ  挫折  ｅ  精      f  健全     

 
ｉ  根拠 

 

問２ 

 
ｂ くわだ 

 
ｄ はっき  ｇ いとな       ｈ すいこう      

 
ｊかたちづく

 

問３ 

 
Ａ   ロ     

 
Ｂ   ハ        

 

問４ 

過 去 の 経 験  ～ の 高   い 智 慧 
 

問５  

 理性主義は、伝統に対する信頼を破壊し、その代わりに自分自身を絶対化して信頼の

置き場所を変えようとするから。 

 

問６ 

伝 統 精 神 的 主 義    理 性 主 義 の 精 神 
 

問７ 

思 い 込 み 
 

問８ 

 比喩的な表現を用いることにより、人は何らかの価値や習慣に寄りかからなければ、

生きていけないという筆者の主張を強調する効果がある。 
 

問９ 

（１） 
な ぜ な  ～  で あ る 

   

（２） 合理的理性では、人々の社会的な生を安定させることはできず、人が他者に働

きかけ、日常生活を遂行するためには、必ず一定の集団的な信念体系や共通の

価値体系を疑うことなく信じ、それに寄りかかる必要があるから。 
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2021年度入学試験（一般選抜）【数学】 
 

Ⅰ   以下の問いに答えなさい。 

〔１〕 当たりくじ 2本を含む 10本のくじがある。1本のくじを引く試行を 2回行い， 

1回目の試行を F，2回目の試行を Sとする。 

このとき，次の問いの        に入る適切な用語または数を答えなさい。 

 

  （１）試行Ｆと試行 Sは，1回目に引いたくじをもとに戻す場合には         

であり，もとに戻さない場合には        ではない。 

  （２）1回目に引いたくじをもとに戻す場合，2本とも当たる確率は， 

である。 

  （３）1回目に引いたくじをもとに戻さない場合，2本とも当たる確率は， 

       である。 

  （４）1回目に引いたくじをもとに戻す場合，少なくとも 1本は当たる確率は， 

       である。 

 

 

〔２〕 次の問いの        に入る適切な用語，式または数を答えなさい。 

 

  （１）整数でない既約分数
n
m
について，次のことが成り立つ。 

分母nの素因数に 2，5以外のものがある。 

Û  n
m
は        小数で表される。 

既約分数
55
7
の分母 55を素因数分解すると        となり， 

    2，5以外のものがあるので，
55
7
は        小数で表される。 

  （２）
110
14
を小数で表したとき，小数第 100位の数字は        である。 

(3) 

(1) 

(2) 

(5) 

(1) 

(4) 

(7) 

(6) 

(5) 
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Ⅱ    以下の問いの        に入る適切な式または数を答えなさい。 

 

〔１〕 変量 xについてのデータの値が 1x , 2x ,･･････, nx  であるとする。 

このデータの平均値を x，分散を 2S とする。また， 2x のデータ 2
1x , 2

2x ,･･････, 2
nx  

の平均値を
2x とする。 

このとき，
2S を x， 2x を用いて表すと， =2S          となる。 

 

 

〔２〕 25個の値からなるデータがあり，そのうちの 10個の平均値は 10，分散は 12で，

残り 15個の平均値は 5，分散は 16である。この 25個のデータの分散 2S を求めてみ

よう。 

   まず，25個のデータの平均値を xとすると， =x          である。 

次に，10個の平均値が 10，分散が 12であるから，この 10個のデータの値の 2乗

の平均値をaとすると， =a          である。 

また，残り 15個の平均値が 5，分散が 16であるから，この 15個のデータの値の 2

乗の平均値をbとすると， =b          である。 

これより，25個のデータの値の 2乗の平均値 2x を求めると， 

=2x          となる。 

よって，25個のデータの分散 2S を求めると， 

=2S         となる。 

 

(8) 

(10) 

(9) 

(11) 

(12) 

(13) 
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Ⅲ    pは定数とするとき，2 次方程式 0222 =-+- ppxx  について，以下の問いの 

に入る適切な式を答えなさい。 

 

〔１〕 この 2次方程式が異なる 2つの実数解をもつような定数 pの値の範囲を求めると，  

            となる。 

 

〔２〕 この 2次方程式の 2つの実数解が両方とも 1- より大きく，6より小さくなるよう

な定数 pの値の範囲を求めると，        となる。 

 

〔３〕 この 2次方程式の 2つの実数解の一方が 1より小さく，他方が 2以上になるよう

な定数 pの値の範囲を求めると，        となる。 

 

(14) 

(15) 

(16) 
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Ⅳ   △ABCの外心を O，内心を Iとする。 

このとき，以下の問いの        に入る適切な数を答えなさい。 

 

〔１〕∠BAC＝ °60 ，∠ACO＝ °45 ，∠ACI＝ °5.37  とすると， 

∠ABO＝          ， ∠BOC＝    ＝    ， 

∠ABI＝          ，  ∠BIC＝    ＝    ， 

∠ABC＝          ， ∠ACB＝    ＝    ， 

    である。 

 

〔２〕この△ABCにおいて，BC＝a，CA=b，AB=c  とする。 

      2=b ， 13 +=c  のとき， =a           となる。 

   よって，△ABCの外接円 Oの半径Rと，内接円 Iの半径 rを求めると， 

=R         ， =r          となる。 

 

(25) 

(17) (18) 

(19) (20) 

(21) (22) 

(23) 

(24) 

 



 

2021年度入学試験問題（一般選抜） 

数 学 解 答 例 
 

 

Ⅰ 

(1) 独立 (2) 

25

1
 

(3) 

45

1
 

(4) 

25

9
 

 

(5) 循環 (6) 115  (7) 2  

 

Ⅱ 

 

(8)  22 xx   
(9) 7  (10) 112  

 

(11) 41  (12) 4.69 (※１) (13) 

 

4.20 （※２） 

 

 

Ⅲ 

 

(14) 2p ， p1  

 

(15) 13

38
1  p

 

 

 

(16) 
p≦

5

6
 

 

 

Ⅳ 

 

(17) 15  (18) 120  (19) 5.22  

 

(20) 120  (21) 45  (22) 75  

 

(23) 6  
(24) 2  

(25) 123

13





 

       （※３） 

 

 

 

 

 （※1）
347

5
 でも正解    （※2）

102

5
 でも正解 

 

（※3）
3+√3

3+√6＋√3
 もしくは 

√3−√2+1

2
 でも正解 
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2021年度入学試験（一般選抜）【英語】 

I.  次の英文を読み、（Ａ）～（Ｂ）の設問に答えなさい。 
A Journey to the East 

It’s your road, and yours alone, others may walk it with you, but no one can walk it for you. 

Rumi 

In recent years, an increasing sense of globalization and the promotion of “omotenashi” culture have 
made Japan one of the world’s easiest and safest places to travel. The nation has enjoyed a boom in 
mass-tourism, with millions of foreign tourists enjoying the charms of “The Land of the Rising Sun”.  
But it wasn’t always so – early visitors to Japan had a very different experience to their modern 
counterparts. Among those early travellers was the Victorian-era British explorer, Isabella Bird. Her 
account of her 1878 journey “Unbeaten Tracks in Japan” provides a fascinating insight into the 
everyday lives of the inhabitants of northern and eastern Japan in the late 19th century. It also tells of 
the difficulties that she had to endure to be able to experience these lives. 
Short and plump – she was less than 150cm in height – Bird was an unlikely candidate to become one 
of Britain’s leading explorers and travel writers. But she was a fine horsewoman, and a wonderful 
writer and speaker – her talks and lectures could draw crowds of over 2,000 people. 
By anyone’s standards Bird was a remarkable woman. Despite being born into a wealthy British 
family, she was often frustrated by the restrictions placed on women in British society. Her early years 
were spent in very poor health and she lived with almost constant pain and illness. But in 1854, 
doctors told her that her health might improve if she took a sea journey. Her trip to the US would be 
the start of a lifetime of foreign travel and adventure.  
In 1878, in the tenth year of the Meiji era, she travelled to Japan. Her goal was to document the lives of 
ordinary people – particularly the Ainu of Hokkaido, an aboriginal people who were much 
discriminated against in 19th century Japan.  Travelling in areas that no foreigner had ever visited or 
written about before, her journey took 7 months, during which Bird covered 4,500 kilometers. How 
challenging this would be became clear on her second night after leaving Tokyo. Describing her hotel, 
Bird wrote …  
“The shoji were full of holes, and often at each hole I saw a human eye. Privacy was a luxury not even 
to be recalled. … The servants, who were very noisy and rough, looked into my room constantly 
without any pretext … I began to think that Mr. Campbell was right, and that a lady should not travel 
alone in Japan.” 
Things reached breaking point in a hotel near Kubota …  
 
“I went to bed early as a refuge from mosquitoes … and shut my eyes. About nine I heard a good deal of 
whispering and shuffling, which continued for some time, and, on looking up, saw opposite to me 
about 40 men, women, and children, all staring at me, with the light upon their faces. They had silently 
removed three of the shoji *next the passage! … I have patiently, and even smilingly, borne all out-of-
doors crowding and curiosity, but this kind of intrusion is unbearable.” 
After leaving Japan she visited Korea, but war broke out and she had to escape to China. She travelled 
nearly 13,000 kilometers along the Yangtze River in China, and was nearly killed there, in mob 
violence just before the Boxer Rebellion. 
Later in her life she rode elephants in Malaya and, at the age of nearly 60, she travelled to India. From 
there to Tibet, then to Persia and Turkey. Even later in her 60’s she rode horses with Berber tribesmen 
in North Africa. Isabella Bird died in 1904 at the age of 70 with her bags packed ready for another trip 
to China. 
(625 words)  *  部は原文のまま 
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 (A) この英文の説明として適切なものをa~l の中から４つ選び記号で答えなさい。 
 

a. Travelling in Japan has always been a comfortable experience for foreign visitors. 
b. Bird’s book tells of the times she spent relaxing with Japan’s high society. 
c. Judging by her appearance, Bird was not the kind of person to become an adventurer. 
d. Bird’s talks were popular, but were usually small, intimate events. 
e. Bird’s family was rich, so her early years in the UK were happy ones. 
f. As a young woman, Bird suffered from a variety of medical conditions. 
g. Her trip to the US in 1854 was taken in an effort to help her regain her health. 
h. After her trip to America, Bird decided not to travel again. 
i. Bird’s visit to Japan was carried out with the aim of learning the Ainu language.  
j. Mr. Campbell advised Bird that she would be wise to travel by herself. 
k. Bird found it difficult to endure the lack of privacy in Japanese hotels.  
l. In her later years, Bird had little interest in overseas travel, and preferred to stay in the UK. 

 
 

(B)  次の１～５の英文で、本文の内容に合うように a~e の中から空欄 ________ に入る最も適切な
ものを選んで記号で答えなさい。６の質問に対しては、最も適切な答えを選んで記号で答え

なさい。 
 
1. The underlined word “inhabitants” in paragraph 2 is best defined as ________. 

a. members of a culture who speak the same language 
b. men who enjoy travelling and want to visit as many places as possible 
c. people who communicate well together 
d. the people who live in a particular place 
e. tourists who want to experience local cultures and local food 

 
2. The underlined word “restrictions” in paragraph 4 means _________. 

a. advantages 
b. advice 
c. benefits 
d. limits 
e. pain 

 
3. The underlined expression in paragraph 7, “Things reached breaking point”, means that ____. 

a. Bird found it difficult to sleep 
b. Bird was surprised by the curiosity of the local people 
c. guests were pointing their fingers at Bird and breaking the paper screens 
d. the guest house was full to capacity and could accept no more guests 
e. the situation had become totally unacceptable 
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4. Complete the sentence with the word that is closest in meaning to the underlined expression in 
paragraph 8, “as a refuge”: “I went to bed early to _________ from mosquitoes.” 

a. avoid 
b. bite 
c. escape 
d. expel 
e. save 

 
5. Complete the sentence: “Bird’s writings about Japan were unique because ________.” 

a. in Victorian times, no British writer had ever written about Japan 
b. no British woman had ever been to Japan before 
c. she had previously written about her trip to the USA 
d. she wrote about people whose culture was not respected in Japan 
e. the people that she wrote about were so influential and well-respected in Japan 

 
6. Which word does NOT describe Bird’s travels in Japan? 

a. adventurous 
b. extraordinary 
c. pioneering 
d. trouble-free 
e. unconventional 

 
 
II.     次の英文で、空欄 _______ に入る最も適切な語（句）を、a~e の中から 1 つ選び、記号で答え
なさい。  

 
1. It’s true that Japan is more vulnerable to _____ disasters than most other countries. 

a. natural 
b. naturalize 
c. naturally 
d. nature 
e. naturist 

 
2. He wasn’t particularly good at writing, but he was a really ___________ communicator. 

a. effective 
b. irritating 
c. majority 
d. national 
e. regular 
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3. This path is too narrow. We’re going to have to ______________ it. 

a. wide 
b. widely 
c. widen 
d. wider 
e. widest 

 
4. The dentist gave me an injection, but having my tooth taken out was still very _________. 

a. pain 
b. pain-free 
c. pained 
d. painful 
e. painless 

 
5. If the data is _____________ , we can trust the results of this research.  

a. credence 
b. credible 
c. credibly 
d. credit 
e. creditor 

 
6. If you ______ tried to help me, I wouldn’t be in this mess now. 

a. did 
b. hadn’t 
c. has 
d. have 
e. haven’t 

 
7. Some people believe _______ god and the concepts of heaven and hell, but I don’t. 

a. down 
b. in 
c. out 
d. over 
e. up  

 
8. I wanted to lose some weight, so I decided to cut ________ sugar from my diet. 

a. from 
b. in 
c. out  
d. over 
e. up 

 
 
 



5 

 
9. ______ Tony, everyone graduated high school and went to university. 

a. Apart from 
b. In place of 
c. Instead of 
d. Next to 
e. Without  

 
10. __________ you decide to do is fine with me. 

a. Whatever 
b. When 
c. Whenever 
d. Whoever 
e. Why 

 
11. The director ______ film I watched yesterday has won countless awards. 

a. that 
b. what 
c. which 
d. who 
e. whose 

 
12. The prefix “hypo-” means ________. 

a. above 
b. away 
c. below 
d. beyond 
e. inside 

 
 
III.  1~3 の会話を読み、次の問いに答えなさい。 
1.   空欄 _______ に入る最も自然な会話の応答となるものを a~e の中から 1 つ選び、記号で答えな
さい。  

 
Man  Are you free to go sailing this weekend?  
Woman Sure! Who else is going? __________________ 
Man  He might be there, I haven’t decided yet. 
 

a. He’s really fun! 
b. I haven’t been sailing for ages. 
c. I’m a really shy person. 
d. You know I get seasick. Who else is going? 
e. You’re not going to invite Donald, are you? 
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2.  空欄 _______ に入る最も自然な会話の応答となるものを a~e の中から 1 つ選び、記号で答えな
さい。 

 
Man  So, what time should I pick you up?  
Woman How about five? 
Man  __________________ Could we make it either a little earlier or a little later?  
 

a. I promised to pick you up, but I’m afraid I can’t. 
b. Is five OK with you? 
c. No, that’s too many. 
d. The traffic’s really bad at that time of day. 
e. You’re not a very fast driver. 

 
3.  この会話の内容と一致するものをa~e の中から 1 つ選び、記号で答えなさい。 
 
Woman What time will I arrive in Beijing? 
Man  You arrive at 3:00, and your connecting flight for London leaves at 6:00.  
Woman That’s not a problem, I can do some shopping while I’m waiting. 
Man  But first, you’ll have to go through security again. 
Woman OK. Only hand luggage, right? Hopefully that won’t take too long.  
 

a. The man advises the woman to take a later flight 
b. The woman doesn’t want to be checked by security. 
c. The woman has three hours waiting time in Beijing. 
d. The woman plans to go through security after doing some shopping. 
e. The woman’s final destination is Beijing. 
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