
平成２９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，１０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（６３３―１）



問題訂正 
 

1.科目等名

2.訂正箇所及び訂正内容 

    英 語     

 

８ページ Ⅱ 【注】の２行目 

 
〔訂正前〕 

 

domesticate:(野生植物)を栽培できるようにする 
 

 

 

〔訂正後〕 
 

domesticate:(野生植物)を栽培できるようにする, 
 

(野生動物)を家畜化する 

 



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

asterisk（＊）, explanatory notes are provided after each text. （配点率３５％）

Text１

― １ ― ◇Ｍ１（６３３―２）

（著作権の関係で掲載しておりません）



【出典】 Alanna Mitchell（２００９）Sea Sick: The Global Ocean in Crisis.（一部改変）

Notes:

coral: サンゴ

algae: 藻類

symbiotic: symbiosisの形容詞形（see symbiosis below）

symbiont: an organism living in symbiosis with another

symbiosis: the relationship between different living creatures that live close together and

depend on each other

Text２

― ２ ― ◇Ｍ１（６３３―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）



【出典】 Michael Slezak（２０１６）“Australia erased from UN climate report.” The Guardian

Weekly３―９ June２０１６.（一部改変）

Notes:

Soviet Union: the largest country in the world between１９１７ and１９９１, which was made up of

１５ separate nations, including Russia

bleaching: the process of coral losing colour and dying due to environmental stress

lobby: to seek to influence a government or a powerful institution

the Reef２０５０Plan: a coral protection and management plan

― ３ ― ◇Ｍ１（６３３―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）.

� The Great Barrier Reef accommodates

� The coral animals of the reef get food

� Corals help the micro-algae

� Parasite species become endangered

� Changes in the Great Barrier Reef may indicate

 by protecting them from the outer environment.

 the future collapse of our planet.

 a great variety of creatures.

 through the micro-algae.

 if their host dies and there is no other host to jump to.

２．Select the most suitable answer to each question.

� Which one of the following statements is true?

Ａ．Scientists still don’t know for sure how many plants and animals live in the Great

Barrier Reef.

Ｂ．The corals transform the sun’s energy into food which they then give to the micro-

algae.

Ｃ．The destruction of the Great Barrier Reef will not affect humans.

� What is the author’s view on the Great Barrier Reef problem?

Ａ．The Australian government should make stricter laws to protect the corals.

Ｂ．The Australian government alone cannot control the main cause of the coral’s

destruction.

Ｃ．The Australian government should allow more commercial activities in the Great

Barrier Reef.

� Which of the following factors has not contributed to the killing of corals?

Ａ．Excessive fishing

Ｂ．Scientific research

Ｃ．Global warming

― ４ ― ◇Ｍ１（６３３―５）



３．Why is the relationship between the micro-algae and the coral animals called “symbiotic”?

（Answer in English in３０words or less. Do not copy complete sentences from the text.）

［Questions on Text２］

４．Why did the Australian government lobby UNESCO? （Answer in English in ２０ words or

less. Do not copy complete sentences from the text.）

５．Why is the behavior of the Australian government compared to that of the old Soviet

Union?（Answer in English in２０words or less. Do not copy complete sentences from the

text.）

［Questions on Text１, and Text２］

６．Complete the underlined parts in the following paragraph appropriately by writing １５

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

from the text.）

The two texts describe the Australian government’s actions. In the first text, the

Australian government .

In the second text, the government

.

― ５ ― ◇Ｍ１（６３３―６）



Ⅱ 次の英文を読んで，あとの設問に答えなさい。なお，＊印がついている語句には，下に注があ

ります。 （配点率４０％）

― ６ ― ◇Ｍ１（６３３―７）

（著作権の関係で掲載しておりません）



― ７ ― ◇Ｍ１（６３３―８）

（著作権の関係で掲載しておりません）



【出典】 Jeff Guo（２０１６）“The sinister, secret history of a food that everybody loves.” The

Washington Post（https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/２０１６/０４/２５/the-

secret-ancient-history-of-the-potato-that-could-change-the-story-of-civilization/）.（一部改

変）

【注】

nutritious: 栄養のある

domesticate:（野生植物）を栽培できるようにする

barley: 大麦

millet: キビ《イネ科の植物》

staple: 主要な

manioc: キャッサバ（cassava）のこと。根茎から取れる良質の澱粉はタピオカの原料

taro: タロイモ，サトイモ

provocative: 挑発的な

archaeological: 考古学の

anthropological: 人類学上の

grain: 穀物

tuber: 塊茎《地下茎が肥大して塊状をなすもの。ジャガイモ，サトイモの類》

yam: ヤムイモ《ヤマノイモ，ナガイモなど》

curse:（動詞）（be cursedで）苦しむ，悩まされる

（名詞）災いの種，もと

endemic disease: 風土病，一地方特有の病気

Inca: インカの人 《々南米ペルーの Andes山脈地方に住んでいた先住民族》

― ８ ― ◇Ｍ１（６３３―９）

（著作権の関係で掲載しておりません）



設問 １ Jared Diamondによって述べられていた従来の説とは，どのようなものですか。本文に

即して，４０字以内の日本語で説明しなさい。

設問 ２ grainsと tubersの特徴を，収穫と貯蔵を中心に，それぞれ６０字以内の日本語で説明し

なさい。（本文に即して説明すること）

設問 ３  下線部� “a strange pattern in agricultural practices”とは具体的にどのようなこと

か，本文に即して，６０字以内の日本語で説明しなさい。

 下線部�の研究では，の事実に対して，以下のような説が提唱された。本文に即

して，空所に適する日本語を入れて，文章を完成させなさい。

（ ｉ ）を主要作物とした地域では，（ ⅱ ）に対する懸念から（ ⅲ ）が生まれ

ることになり，結果的に（ ⅳ ）と（ ⅴ ）が発達することになった。

設問 ４ 下線部�で示された説に対して，本文で挙げられている例を用いて，１００～１２０字程度

の日本語で反論しなさい。

設問 ５ 下線部�の研究は，古くからの，どのような疑問を説明できると考えられますか。本文

に即して，日本語で簡潔に答えなさい。

― ９ ― ◇Ｍ１（６３３―１０）



Ⅲ Answer the following question in English in１５０―２００words. （配点率２５％）

Due to globalization, different cultures are becoming more similar. Nowadays, people all

over the world share the same fashions, brands, eating habits and social networking sites.

What are the advantages and disadvantages of this? Discuss, using specific examples to

support your answer.

（以 上）

― １０ ― ◇Ｍ１（６３３―１１）




