
平成２８年度（前期日程）

入学者選抜学力検査問題

英 語 （１２０分）

〔注意事項〕

１．監督者の指示があるまで，この冊子を開いてはいけません。

２．解答用紙（�枚目から�枚目まですべて）の受験番号欄に受験番号を必ず記入しなさ

い。

３．この冊子の問題は�ページからなっています。落丁・乱丁および印刷の不鮮明な箇所

などがあれば，手をあげて監督者に知らせなさい。

４．この冊子の白紙と余白は，適宜下書きに使用してもよろしい。

５．解答は，必ず別紙「解答用紙」の指定された場所（問題番号と一致した場所）に記入しな

さい。指定された場所以外や，裏面への解答は採点対象外です。

６．解答用紙は，持ち帰ってはいけません。

７．この冊子と下書用紙は，持ち帰りなさい。

◇Ｍ１（０２９―１）



補足説明 
 

1.科目等名    英 語    

2.補足箇所及び補足内容 
 

解答用紙２ Ⅰ  
 

Question 6 の解答欄の最後には 
 

ピリオドがあるものとして 
 

解答してください。 

 



Ⅰ Read Text１and Text２and answer the questions. For the words marked with an

asterisk（＊）, explanatory notes are provided after the texts. （配点率３９％）

Text１

― １ ― ◇Ｍ１（０２９―２）

（著作権の関係で掲載しておりません）



Notes:

ripple: to move in a way resembling small waves

giggle: to laugh in a childlike way

primate: the group of mammals which includes humans, monkeys and apes

mock: to laugh at somebody in an unkind way, especially by copying what they say or do

【出典】 Raymond Firmalino（２０１１）“Why laughter is contagious.” Greater Good: The Science

of a Meaningful Life.（一部改変）

Text２

― ２ ― ◇Ｍ１（０２９―３）

（著作権の関係で掲載しておりません）

（著作権の関係で掲載しておりません）



Notes:

tickle: to touch the body lightly so as to cause laughter

caretaker: a person employed to look after animals

bonobo: a species of great ape

vocal cords: the part of the throat that vibrates when speaking

【出典】 Ian Sample（２００９）“Our primate ancestors have been laughing for １０m years.”

The Guardian.（一部改変）

― ３ ― ◇Ｍ１（０２９―４）

（著作権の関係で掲載しておりません）



Answer questions１―６ in English.

［Questions on Text１］

１．Match the beginning of the sentences（ⅰ―ⅴ）with the appropriate endings（ａ―ｅ）.

� Contagious laughter provides us

� Contagious laughter promotes

� Contagious laughter is important

� Contagious laughter is different from ‘normal’ laughter due to its

� Contagious laughter has an important role when

ａ．for emotional intelligence.

ｂ．cooperation and positive communication.

ｃ．we copy others, even if we don’t feel the same emotions.

ｄ．with social benefits.

ｅ．different length and sound.

２．What does Davila-Ross say is the difference between the role of laughter in humans and

apes?（Do not copy complete sentences from the text.）

３．Why do chimpanzees in older colonies imitate laughter less? （Do not copy complete

sentences from the text.）

［Question on Text２］

４．Choose one sentence from paragraph４ in Text２ that best summarizes laughter in apes in

Text１.

［Questions on Text１, and Text２］

５．What does laughter tell us about the evolutionary tree of great apes? （Do not copy

complete sentences from the text.）

６．Complete the underlined parts in the following paragraph appropriately by writing １０

words or less in each blank summarizing the two texts.（Do not copy complete sentences

from the text.）

The two texts describe experiments done with apes. The first showed that

. The second text discusses

.

― ４ ― ◇Ｍ１（０２９―５）



Ⅱ 次の英文を読んで，あとの設問に答えなさい。 （配点率３１％）

― ５ ― ◇Ｍ１（０２９―６）

（著作権の関係で掲載しておりません）



― ６ ― ◇Ｍ１（０２９―７）

（著作権の関係で掲載しておりません）



【出典】 Claudia Hammond（２０１３）“Does listening to Mozart really boost your brain power?”

BBC（http://www.bbc.com/future/story/２０１３０１０７-can-mozart-boost-brainpower）.

（一部改変）

設問 １ 下線� “Mozart Effect”とは具体的にどんなことですか。４０字以内の日本語で答えなさ

い。

設問 ２ 下線�に関して筆者が驚いたことは何ですか。日本語で�つ答えなさい。

設問 ３ なぜ下線部�のように考えるに至ったかを８０字以内の日本語で述べなさい。

設問 ４ 本文で示されている IQを上げる可能性があると思われる音楽に関する方法とは何です

か。１０字以内の日本語で答えなさい。

設問 ５ モーツァルト効果に関する一連の研究から，この筆者はモーツァルトを聞くことに関し

てどのような結論を導き出しましたか。５０字以内の日本語で答えなさい。

― ７ ― ◇Ｍ１（０２９―８）



Ⅲ Answer the following question in English in１５０―２００words. （配点率３０％）

A philosopher said, “The world is a book, and those who do not travel read only a page.”

What are the benefits of travelling and studying abroad? Discuss, using specific reasons and

examples to support your answer.

（以 上）

― ８ ― ◇Ｍ１（０２９―９）




