
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
英　　語 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 科 ( 一 般 入 試  前 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　draw ②　pause ③　taught ④　flow

　問２　　２  

　 ①　prove ②　youth ③　wood ④　through

　問３　　３  

　 ①　washed ②　watched ③　laughed ④　breathed

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　oc-cur　　 ②　of-fer　　 ③　op-pose　　 ④　ob-tain

　問５　　５	 

  ①　se-cu-ri-ty　　 ②　tech-nol-o-gy　　 ③　ca-pac-i-ty　　 ④　mil-i-tar-y

　問６　　６  

  ①　rep-re-sent-a-tive　　 ②　en-vi-ron-men-tal 

  ③　pop-u-lar-i-ty  ④　el-e-men-ta-ry
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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    

　Cristina （　　　） working as a designer for three years now since she graduated.

 ①　is  ②　was ③　has been ④　had been

問 2　　２  

 Once you’ve become accustomed to having a smartphone, it’s very difficult to（　　　）

without one.

 ①　make  ②　take ③　do ④　get

問 3　　３  

　Life （　　　） very different now if the computer had not been invented.

 ①　is  ②　was ③　will be ④　would be

問 4　　４  

　She must have missed the train; （　　　））, she’d be here by now.

 ①　otherwise ② therefore ③ instead ④ however

問 5　　５  

　I was having such a good time in Paris that I phoned my mother to say I was staying  （　　　） 

week.

 ①　more ② longer  ③ another ④ further

問 6　　６  

　She finally returned to her career after a break of nearly four years, （　　　） which she had two 

children.

　　①　under ② during ③ among ④ between

問７　　７

　The term NEET is used to refer to people who are “Not in （　　　））, Education, or 

Training.”

 ①　Entertainment ② Employment ③ Environment ④ Experience  
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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。

Salesperson : Good morning.  How can I help you ?

Customer : Hi.  I’m looking for a CD by Paul Oaks.  I think it’s called Forward.  　１　 

Salesperson : Hmm, I’m afraid we’re sold out.  　２  

Customer : Oh, thanks, that’s a good idea.  Do you know how long it takes to get here ?　  

Salesperson :  It takes about four days.　

Customer :  　３     I wonder if it’s easier to get it online.

Salesperson :  Well, you could download it from our website.  　

Customer :  Ah, I see.  　４ 

Salesperson :  Yes, it’s cheaper 　 only $9.99.  So, could you tell me if you still need me to order 

the CD ? 　

Customer :  　５     Thanks for your help.  Can you tell me what the website is ?

Salesperson : It’s yourmegamusic.com. 

Customer : Thanks.

Salesperson : You’re welcome. 

　　①　I think I’ll just download it.

　　②　Oh, that’s too long.

　　③　Do you know if you have it in stock ?

　　④　Do you have any idea how much that costs ?

　　⑤　Oh, that’s great.

　　⑥　I could order it for you.



５

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。

問 1　「お金いくらありますか？」「まったくありません。全部使ってしまいました。」

　　 “How [ 　　　　　          １　　　　　           ]  ? ”  “None.  I spent it all.”

 （ ①  much　　②  you　　③  do　　④  money　　⑤  have ）

問２　事故の翌日になって脚が痛み始めた。

　　It wasn’t [ 　　　　　          ２　　　　　           ]  my leg started to hurt.

 （ ①  after　　②  until　　③  that　　④  the day　　⑤  the accident ）

問３　私がこれまで経験した中で、娘が生まれたときの喜びに勝るものはありません。

　　I’ve never experienced anything [ 　　　　　          ３　　　　　          ]  when my daughter

    was born.

 （ ①  like　　②  felt　　③  joy　　④  I　　⑤  the ）

問４　 マドリッドに着いたとたん、ポールはまるで生まれてからずっとそこに住んでいたかのよ

うな感覚を覚えた。 

　　As soon as Paul arrived in Madrid, he felt [ 　　　　　          ４　　　　　          ]  there all 

    his life.

 （ ①  he　　②  if　　③  lived　　④  as　　⑤  had ）
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5　次の英文を読んで，下の設問に答えなさい。

 Mobile phones, or smartphones, have become a very important part of modern life.  They 

have become so ⑴ critical to our daily lives that they have caused some people to become fearful, 

angry, or even crazy when their phones are lost, broken, or ⑵ out of power.  These reactions 

were given a name in 2010 by the U.K. Post Office.  They called it “⑶nomophobia.”  Nomophobia 

is the fear of having “no” “mobile-phone,” and it has been estimated that up to 70 percent of 

the populations in developed nations now suffer from nomophobia.  High school and university 

students are most likely to get nomophobia, but it is also spreading among adults as well.

 Many people may laugh at the idea that we could be addicted to* a mobile phone because 

we usually associate addiction with tobacco, alcohol or drugs 　 not mobile phones.  However, if 

their phones are taken away, some people can instantly suffer from severe anxiety, depression, 

rage or even panic.  Some people are so addicted to their mobile phones that they sleep with 

them, shower with them, go to the toilet with them, and always eat with them in one hand.  

Some teenagers have claimed that they would rather have their little fingers cut off than lose 

their mobile phones.  ⑷ Mobile phone addiction seems to be steadily growing.

 Probably the most dangerous aspect of mobile phones is the accidents they cause.  For 

over a decade, texting* drivers have been causing more accidents than drinking drivers.  Many 

studies have found that texting while driving causes six times as many accidents as drinking 

and driving.  For this reason, almost every country in the world has passed ⑸ strict laws against 

using mobile phones while driving.  However, people continue to use them. According to one 

American poll*, 95 percent of teenagers were well aware of how（　６　）it is to text and drive, 

but 35 percent said they do it anyway.  There are statistics that show 25 percent of all traffic 

accidents in the U.S. are caused by texting while driving.  The result is almost two million 

texting accidents a year.  ⑺ Approximately 11 American teenagers die every day from texting 

and driving.  There are also thousands of other accidents caused by cyclists, walkers and 

workers using their mobile phones when they shouldn’t.

 We all know that mobile phones are ⑻ amazing devices that provide us with great 

applications, fun games, and information, but we must use them carefully. 

（出典　中野達也『英文速読トレーニング ソクトレ 150【標準編】』株式会社アルク）

（注） be addicted to：～中毒である（→ addiction：中毒）
 text：携帯で文字情報を送る
 poll：世論調査
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Ａ　次の問１～９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　convenient ②　essential ③　harmful ④　close

問２　下線部 ⑵ 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。 　２ 

  ①　動きが遅い ②　電池切れである ③　機種が古い ④　使い勝手が悪い

問３　下線部 ⑶ について、第１段落の記述に合致しないものを，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　いくつかの語を組み合わせた造語である。

　　②　「携帯電話依存症」を意味する言葉である。

　　③　先進国の人々の 70％にその兆候が見られると考えられている。

　　④　十代の若者に多いが、成人に広がる気配はない。

問４　下線部 ⑷ について、第２段落の記述に合致しないものを，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　煙草、酒、薬物中毒など他の中毒症と併発する傾向が見られる。

　　②　携帯が使えなくなると、ひどい不安感や激しい怒りを覚える人がいる。

　　③　食事中も携帯を手に持ったまま離さない人もいる。

　　④　十代の若者の中には、携帯がなくなるより小指がなくなる方がましだと言う者さえいる。

問５　下線部 ⑸ の内容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　独自の ②　罰則規定のない ③　厳しい ④　画期的な

問６　空所（　６　）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。 　６

  ①　necessary ②　difficult ③　dangerous ④　important
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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　roughly ②　merely ③　hardly ④　exactly

問８　下線部 ⑻ の意味に最も近いものを，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　wonderful ②　expensive ③　useful ④　popular

問９　第３段落の内容に合致するものを，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。 　９　

①　アメリカでは、運転しながらメールを打つことが原因で起こる事故が年間 100 万件近くに

なっている。

②　統計によると、アメリカの交通事故の４分の１が運転しながらメールを打つことが原因で

起きている。

③　アメリカで交通事故の原因として運転中の携帯操作が酒酔い運転を上回ったのは，ここ２,

３年のことである。

④　世界の多くの国では、運転中の携帯の使用を取り締まる法律はまだない。

Ｂ　本文の内容と合致するものを，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。）　　10　 ・ 　11　

① Nomophobia is a relatively new word in English, which came into use about twenty 

years ago.

② People who suffer from nomophobia include those who are afraid to use smartphones.

③ Many people may not believe it, but anybody can be addicted to a mobile phone.

④ Drinking and driving is far more dangerous than texting while driving.

⑤ Though there are many traffic accidents caused by texting while driving, not many 

people are killed in those accidents.

⑥ Many accidents are caused by people using their mobile phones while riding bikes, 

walking, and working.

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設問は以上です。




