
英語の傾向

はじめに
　今日の医療の世界では、コミュニケーションに英語が使用され、最先端の知識や技術が瞬時に世界

規模で共有される時代となっています。ですから、大学を卒業して医療現場で働くにしろ、研究の道

に進むにしろ、専門の知識を深めるためには英語の読み書き能力を備えていることが強く望まれてい

ます。

傾　　向
　英語の力を身につけるためには、英語の基礎知識が必要です。そのために、本学の英語の試験は、

以下の問題構成となっています。

〔Ⅰ〕　単語の発音とアクセント

　母音・子音の発音、動詞の活用語尾や外来語となっている単語の発音等

〔Ⅱ〕　文法問題（４択）

動詞の時制、態（能動態・受動態）、準動詞、仮定法の正しい使い方、形容詞・名詞の類義

語の知識等

〔Ⅲ〕　会話文の空所補充

〔Ⅳ〕　並べ換え問題（文章の組み立て）

　　　無生物主語を使った文など、日本語と言葉の並べ方が著しく異なる英文の組み立て等

〔Ⅴ〕　長文読解

本文全体の内容を問う問題だけでなく、本文中の単語の意味や同義語の選択、イディオムの

知識を問う問題も含まれています。

　　漠然と英文が読み取れるというのではなく、一つ一つの文章を正確に読み書きできることが、す

べての問題を解くために必要な条件です。センター試験よりも時間的に余裕のある構成です。あせ

らずよく考えれば正解を見つけることができます。　
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英　　語 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 科 ( 一 般 入 試  中 期）

1　次のＡ， Ｂの問いに答えなさい。

Ａ　次の問１～３の各組の中に，下線部の発音が他の語と異なるものが１つある。その番号をマー

クしなさい｡

　問１　　１  

  ①　doubt ②　southern ③　shout ④　pound

　問２　　２  

　 ①　worm ②　warn ③　worn ④　warm

　問３　　３  

　 ①　machine ②　ancient ③　scene ④　assure

Ｂ　次の問４～６の各組の中に，最も強く発音する音節の位置が，他の語と異なるものが１つある。

その番号をマークしなさい｡

　問４　　４  

  ①　ad-vice ② suc-cess ③ tal-ent ④ ef-fect

　問５　　５	 

  ①　de-vel-op ② sat-is-fy ③ im-i-tate ④ en-er-gy

　問６　　６  

  ①　nec-es-sar-y ② de-moc-ra-cy ③ ex-pe-ri-ence ④ o-rig-i-nal

英　　　語
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2　次の問１～７の英文の空所に入れるのに最も適切なものを，それぞれ ①～④ のうちから１つ
ずつ選び，その番号をマークしなさい。

問 1　　１  

　Jane was in a wheelchair ; she was still（　　　）weak from her operation to walk.

 ①　much  ②　too ③　so ④　such

問 2　　２  

 As a child I always enjoyed watching Japanese anime on TV, and I still（　　　）now.

 ①　am  ②　was ③　do ④　did

問 3　　３  

　I was very（　　　）when I wished my grandma “happy birthday” on the wrong day.

 ①　proud  ②　embarrassed ③　jealous ④　pleased

問 4　　４  

　The game（　　　）outside the stadium on a huge screen.

 ①　watches ②　is watching ③　has watched ④　is being watched

問 5　　５  

　Naomi was able to switch between German and Russian, both of（　　　）she spoke fluently.

 ①　that ②　which  ③　what ④　whom

問 6　　６  

　We sat on the beach and watched the sun（　　　）down.　　

　①　go ②　goes ③　went ④　to go

問７　　７

　I have to choose（　　　）to get a job or to go to college.

 ①　between ②　from ③　which ④　whether 
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3　次の会話の空所 　１　 ～　 ５　 に入れるのに最も適切なものを，それぞれ下の ①～⑥ のう
ちから１つずつ選び，その番号をマークしなさい。

Agent* :  All right, here’s the apartment I told you about.  As you can see, the building is clean 

and pretty quiet, so no one will bother you when you’re studying.  You will get some 

furniture, but not much.

Jun :  Hmm, I was really looking for a furnished* place.

Agent :  Well, sorry.  　１　　  

Jun :  Oh, it’s OK.  I could buy some furniture.  The view’s kind of nice.  　２

Agent :  Yes.  The B-line.  It’s one stop from downtown.　

Jun :  Oh, that’s good.  　３ 

Agent :  Nine fifty a month. 　

Jun :  Hmm.  　４ 　

Agent :  Well, that includes utilities*. 

Jun :  Oh, OK...  Well, I have to look at one more place, so I’ll think about it.

Agent :  Sure.  　５ 

Jun :  I certainly will.

　（注） agent：（不動産）仲介業者
  furnished：家具付きの
  utilities：（ガス、水道、電気などの）公共料金

　　①　That’s kind of expensive.

　　②　That’s a reasonable price.

　　③　This is all we have.

　　④　Just call me when you decide.

　　⑤　And that’s a subway station over there, right ?

　　⑥　Um, how much is the rent again ?
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4　次の問１～４について，それぞれの日本文と合うように（ 　　   ）内の語（句）を並べかえ，   
[ 　　   ]  内で３番目に来るものを選び，その番号をマークしなさい。ただし，文頭に来る語

も小文字で示してあります。

問 1　私はブルックス氏を常に尊敬していたので，彼の突然の死を知ってショックを受けた。　　  

　　I [ 　　　　　          １　　　　　           ] , so I was shocked to hear of his sudden death.

 （ ①  to　　②  Mr. Brooks　　③  up　　④  had always　　⑤  looked ）

問２　去年足を怪我しなかったなら，たぶん今頃彼は代表チームに選ばれていただろう。

　　[ 　　　　　          ２　　　　　           ]  last year, he would probably have been picked for 

    the national team by now.

 （ ①  for　　②  he　　③  the leg injury　　④  but　　⑤  suffered ）

問３　マイクは失業してお金に困って，それでどうしたかというと家を売って兄のところに引っ越

した。

　　Mike lost his job and was short of money, so [ 　　　　　          ３　　　　　          ]  his

    house and move in with his brother.

 （ ①  was　　②  did　　③  sell　　④  what　　⑤  he ）

問４　 もし私がその仕事をやるように頼まれたとしたら，躊
ちゅう

 躇
ちょ

無く引き受けます。 

　　If [ 　　　　　          ４　　　　　          ]   the job, I would have no hesitation in accepting.

 （ ①  to　　②  I　　③  take　　④  were　　⑤  asked ）



6

5　次の英文を読んで，下の設問に答えなさい。

 Recently the number of smokers has been decreasing in many countries.  Behind this 

change, there seems to be an increasing awareness about health.  The United States is one of 

several countries that have begun to take ⑴ positive steps to deal with smoking.  When people 

buy a pack of cigarettes in the United States, they will find a warning printed on it.  The 

warning tells the smoker of the dangers of smoking.  Cigarette advertisements must also be 

accompanied by this warning in magazines, and ⑵ they are not allowed at all on TV.

 Also, many states in the U.S. recognize that ⑶ passive smoking is dangerous.  Therefore, 

they have begun to take relatively strong measures against smoking in public places.  In New 

York, for example, there is a new law stating that restaurant owners must do two things: 

provide non-smoking areas in their restaurants no matter what size they may be, and prevent 

people from smoking in those areas.  Under this law, ⑷ it is not the smoker but the owner of the 

restaurant that will have to pay a fine.

 ⑸ Japan makes a marked contrast to the United States.  It appears that many people here 

still ⑹ put up with passive smoking.  American visitors to Japan are often struck by the attitude 

of the many smokers here, as they still seem to enjoy the freedom to light a cigarette wherever 

they like.  The image of a nation in which people are famous for being polite and ⑺ considerate 

to others can suddenly be changed in the minds of visitors from overseas.

 Why are people’s attitudes toward smoking so different in Japan and the United States ?  

One of the major reasons for this may be the cultural background of the two countries.  In 

Japanese society, where personal harmony is so highly valued, it is difficult for a person to 

stand up and say that he or she does not like somebody smoking nearby.  On the other hand, 

in a country where individualism is more common, personal objections to smoking in public are 

usually ⑻ respected.

 We have noted that people’s attitudes toward smoking vary greatly from culture to culture.  

Some cultural factors in Japan ⑼ discourage anti-smoking movements, but these factors are not 

as strong as the growing awareness that smoking is a direct danger to health.  This awareness 

is reflected in some measures being taken in Japan today.  There is no（　10　）that Japan 

is recognizing the rights of non-smokers, though this is happening much more slowly than in 

America.

（出典　本正弘『あたりまえながらネイティブはなぜ英語を速く読めるのか？』語学春秋社）
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Ａ　次の問１～ 10 に答えなさい。

問１　下線部 ⑴ の意味として最も適切なものを，次の ①～④ のうちから 1 つ選び，その番号をマー

クしなさい。 　１

  ①　明るい見通し ②  積極的な対策 ③  慎重な歩み ④  必要な準備

問２　下線部 ⑵ が指すものとして最も適切なものを，次の ①～④ のうちから 1 つ選び，その番号

をマークしなさい。 　２ 

  ①　cigarettes　　②  smokers　　 ③  dangers of smoking　　④　cigarette advertisements

問３　下線部 ⑶ の意味として最も適切なものを，次の ①～④ のうちから 1 つ選び，その番号をマー

クしなさい。 　３ 

  ①　breathing others’  cigarette smoke 　②　starting to smoke while young 

  ③　smoking while walking on the street  　④　forcing others to smoke cigarettes

問４　下線部 ⑷ の内容と合致するものを，次の ①～④ のうちから 1 つ選び，その番号をマークし

なさい。 　４　

  ①　喫煙者が罰金を払わなければならない。

　　②　レストランの経営者が罰金を払わなければならない。

　　③　喫煙者とレストランの経営者の両方が罰金を払わなければならない。

　　④　喫煙者とレストランの経営者の両方とも罰金を払う必要はない。

問５　下線部 ⑸ の意味として最も適切なものを，次の ①～④ のうちから 1 つ選び，その番号をマー

クしなさい。 　５

  ①　日本とアメリカでは際立った違いがある。

　　②　日本はアメリカを反面教師とすべきである。

　　③　日本は明らかにアメリカの動きに追随している。

　　④　日本は特にアメリカの動きに注目する必要がある。

問６　下線部 ⑹ の意味として最も適切なものを，次の ①～④ のうちから 1 つ選び，その番号をマー

クしなさい。 　６

  ①　envy ②  enjoy ③  ensure ④  endure
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問７　下線部 ⑺ の意味として最も適切なものを，次の ①～④ のうちから 1 つ選び，その番号をマー

クしなさい。 　７　

  ①　好奇心がある ②　協調性がある ③　思いやりがある ④　対抗心がある

問８　下線部 ⑻ の意味として最も適切なものを，次の ①～④ のうちから 1 つ選び，その番号をマー

クしなさい。 　８　

  ①　尊敬する ②　尊重する ③　軽蔑する ④　非難する

問９　下線部 ⑼ の意味として最も適切なものを，次の ①～④ のうちから 1 つ選び，その番号をマー

クしなさい。 　９　

  ①　～を促進する ②　～を妨げる ③　～を支援する ④　～を歪める

問 10　空所（　10　）に入る語として最も適切なものを，次の ①～④ のうちから 1 つ選び，その

番号をマークしなさい。 　10　

  ①　sign ②　reason ③  hope ④　doubt

Ｂ　本文の内容と合致しないものを，次の ①～⑥ のうちから２つ選び，その番号をマークしなさい。

（解答の順序は問いません。）　　11　 ・ 　12　

① The number of smokers is getting smaller in many countries.

②  American visitors to Japan are often surprised and disappointed by the behavior of 

many smokers in Japan.

③  In America people do not mind others smoking in restaurants.

④  Many Americans believe that passive smoking is harmful to health.

⑤  Japanese people hesitate to openly criticize smokers.

⑥  There is a growing tendency in many countries to protect the rights of smokers.

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設問は以上です。




