令和 4 年 入 学 試 験

第 2 時 限 問 題
外 国 語（ 英 語 ）

試験時間 10 時 00 分から 10 時 40 分まで

監督者の「始め」という指示があるまで，次の注意をよく読みなさい。

注

意

⑴ 解答用紙は，この問題用紙とは別になっています。
⑵ 「始め」という指示で，すぐ表紙の学科名に〇を付け，受験番号を決められた欄に書きなさい。
⑶ 解答用紙の学科名に〇を付け，受験番号を決められた欄に書きなさい。
⑷

1 の問題は聞き取り試験です。「始め」という指示があってから，聞き取り試験が始まるまで，

1 分 30 秒あります。1 の「答え方」をよく読みなさい。
⑸ 問題は(1)ページから(5)ページまであります。
⑹ 答えはすべて解答用紙の決められた欄にていねいに書きなさい。筆記体を使ってはいけません。
⑺ 印刷の文字が不鮮明なときは，手をあげて質問しなさい。
⑻ 「やめ」という指示で，書くことをやめ，解答用紙と問題用紙を別々にして机の上に置きなさい。
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外 国 語（ 英 語 ）
1		

指示に従って，聞き取り試験の問題に答えなさい。

「答え方」
最初に，Lily と Adam との会話を放送します。続いて，会話についての問いとそれぞれに対す
る答え，a，b，c，d を放送します。問いは⑴から⑸まで 5 つあります。そのあと，もう一度，会
話文，問いの文，問いに対する答えをそれぞれ放送します。必要があればメモをとってもよろしい。
それぞれの問いに対して，正しいものを a から d までの中から選び，その記号を○で囲みなさい。
正しいものは，各問いについて一つしかありません。

メモ欄（必要があれば，ここにメモをとってもよろしい。）

（

1 ）
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次に示すのは，折り紙であるものを作る時の行程です。

1. （ A ）white side（ B ）. Fold twice to（ C ）a triangle.
白い方を上にして始める。２回折り三角形を作る。

2. （ D ）the top layer and f latten to（ C ）a square.
上の一枚を開いて，四角になるように折る。

3. （ E ）over, then do the（ F ）thing.
裏返して，同じことをくりかえす。

4. Make creases.
折り目をつける。

5. （ D ）top layer and f latten. （ E ）over.
上の一枚を開いて，折れ線に合わせて折り，ひっくり返す。

6. Make creases again. Do the（ F ）thing.
折り目をもう一度つける。同じことをくりかえす。

7. Fold the top layer edges to the（ G ）. （ E ）over.
上の一枚のはしを真ん中に合わせて折る。ひっくり返す。

8. Do the（ F ）thing on the other side.
裏側も同じことをくりかえす。

9. Fold（ B ）right and left bottom tips.
右側と左側の先を上に中割り折りする。

10. Fold down（ H ）.
頭の部分を下に中割り折りにする。

11.（ I ）wings and（ J ）into the hole in the underside.
羽を広げて，下側にある穴から息を吹き込んでふくらませる。

⑴ 日本語を参考にして（

）に最もよくあてはまる英単語を語群からそれぞれ選んで，書き

なさい。なお，同じアルファベットの（

）には，同じ語があてはまる。解答はすべて小文

字でよい。

＜語群＞

open

up

different

turn

same

spread

foot

center

make

head

blow

start

close

under

⑵ この行程でできるものを，英語で答えなさい。

（

2 ）
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次の祝日があるのは何月か。英語で書きなさい。

⑴ Mountain Day
⑵ Constitution Day
⑶ Coming-of-Age Day
⑷ Marine Day
⑸ National Foundation Day

4		

次の文を読んで，あとの問いに答えなさい。

最近，学校の制服に，性別によって服装を強制されない『ジェンダーレス化』の動きがあり
ます。しかし，女子生徒がスラックス（ズボン）を着るより，男子生徒がスカートを着る方が
極端に少ないのが現状です。
誰もが気兼ねなく着られる制服，本当の意味でのジェンダーレスとはどのようなものなので
しょうか。

（問い） あなたは中学生や高校生が性別によって服装が固定されない『ジェンダーレス制服』に賛
成ですか，それとも反対ですか。
・問いに対するあなたの考えと，その理由を英語で答えなさい。
・語数は，30 語以上 50 語以内で書くこと。
・語群を使用しても良い。

＜語群＞

think 考える，思う

agree 賛成する

disagree 反対する

because なぜなら

genderless uniform ジェンダーレス制服

slacks スラックス，ズボン

skirt スカート

force 人 to do 人に do することを強制する

（

3 ）
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次の文を読んで，あとの⑴から⑹までの問いに答えなさい。

＜ Laughter is the Best Medicine！＞
①①

When do you laugh?
What or who has made you laugh recently?
In fact, laughter is said to have a variety of benefits. Researchers are even studying

laughter. Did you know?
Of course we feel better when we laugh, but what are the other benefits?
First of all, it is said that when we laugh, our brain becomes more active. This is
because it improves the blood flow to the brain. It is said that when the blood flow in the
brain improves, memory also improves.
Secondly, when we laugh out loud, our body goes into the same condition as when we
take deep breaths or abdominal breaths, and a lot of oxygen is taken into the body, which
improves metabolism. As a result, the immune system is enhanced. In other words, the
body will be able to overcome viruses.
Laughter Yoga makes use of the above effects of laughter. Unlike regular yoga,
laughter yoga does not require a mat and can be done easily at home. What is the same
as in regular yoga is the importance of breathing.
It may be difficult to make yourself laugh when you don’t have anything interesting
and funny, but even if you don’t laugh out loud, even a fake laugh or a smile can have
a laughing effect. Our life styles have changed dramatically because of COVID-19
epidemic.
②

【 take / had / to / at / online classes / students / home 】and couldn’t participate in club

activities. I believe that it is important to laugh during tough times.
Let’s smile inside the mask!
And let’s laugh inside the house!
（注） benefit

利益

improve 向上する

flow 流れ

make use of ～ ～を利用する

lifestyle 生活様式

dramatically 劇的に

participate in ～ ～に参加する

epidemic 病気の流行

（

4 ）
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⑴ 下線①について自分自身のことを英語で答えなさい。

⑵ 下線②のついた文の意味が通じるように，【

】内の語句を正しい順序に並べかえなさい。

ただし，文頭にくる語は大文字で始めなさい。

⑶ 英文によると，笑いにはどのような効果があるか。日本語で簡潔に 2 つ答えなさい。
⑷ 二重線のついた laugh out loud と a smile の違いがわかるように絵で示しなさい。
『笑いは最高の薬 !』という意味であり，
⑸ 英文のタイトル「Laughter is the Best Medicine!」は，
『笑いで元気になれる』ということである。あなたにとって，どんなことが the best medicine に
なりますか。理由を含め，英文一文で表現しなさい。

⑹ COVID-19 の流行が終息したら，あなたはどのようなことをしたいですか。
そのようなことをしたい理由を含め，英語 20 語以内で書きなさい。

(これで問題は終わりです。)
（

5 ）
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