
【Ⅰ】
【解　答】　（20 点）

1 ④ 2 ④ 3 ① 4 ③ 5 ②
6 ④ 7 ④ 8 ③ 9 ② 10 ③

（2 点×10）

【Ⅱ】
【解　答】　（30 点）

11 ⓪ 12 ⑨ 13 ④ 14 ⑤ 15 ⑥
16 ⑦ 17 ③ 18 ① 19 ⑧ 20 ②

（3 点×10）

　大問Ⅰは文法力と語彙力を問う問題です。大問Ⅱは文
章空所補充問題です。ここでは文脈を正確に理解する
力とともに、文法や語法と語彙の知識も必要になります。
大問Ⅲは対話文の問題です。会話の自然な流れを理解
し、やりとりを適切に完成させる力が必要です。定型文
の知識を問うのではなく、前後の文脈の把握や、会話
のテーマの理解に重点を置いた出題となっています。大
問Ⅳは長文読解問題です。文脈をたどりながら、内容
を正確に捉えることが大切です。大問Ⅴは並べ替えによ
る英文完成問題です。正確な文法理解と文脈の理解
に基づいて基本的な英文を組み立てることが出来るか
が問われています。

出題のねらい

【解　説】
（1）	 「feel	free	to」の後ろには「原形動詞」がきます。	

	「遠慮なく～する」という意味になります。
（2）	 関係代名詞の問題です。
（3）	 接続詞の問題です。「but」は「しかし」の意味

を表します。
（4）	 「be	supposed	to ～」は「することになっている」

という意味です。
（5）	 「work	 for ～」は「～に勤めている」という意

味です。
（6）	 助動詞の問題です。「must」は「～しなければ

ならない」という意味です。
（7）	 仮定法の問題です。
（8）	 「have+ 過去分詞」は「～したことがある」とい

う意味です。「a	must-visit	place」は「必ず訪
ねる場所」という意味です。

（9）	 「turn	 down」は「〔音量〕を下げる」という意
味です。

（10）	ことわざの問題です。「継続は力なり」。

【解　説】
（11）	「struggle	with ～」は「～に苦労している」と

いう意味です。
（12）	「while」は「同時に」という意味です。
（13）	「for」 は「～を意 味 す る」、「Pomodoro	 is	

Italian	 for	 “tomato.”」は「Pomodoro はイタリ
ア語で『トマト』を意味します」という意味です。

（14）	「in	 the	 late	 1980s」は「1980 年代後半に」
という意味です。

（15）	「focus	 on	～」は「～に集中する」という意味
です。

（16）	「after	that」は「その後」という意味です。
（17）	「First」は「最初に」という意味です。
（18）	「continue	+	～ ing」は「～し続ける」という

意味です。
（19）	「Though」は「～だけれども」という意味です。
（20）	「get	work	 done」は「仕事を片付ける」とい

う意味です。
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【Ⅲ】
【解　答】　（15 点）

21 ⑤ 22 ⑥ 23 ⑨ 24 ③ 25 ①
（3 点×5）

【解　説】
　ショーのチケットを買いたい Mikiと、チケット売り場の
スタッフとのやり取りです。対話文は情報のやりとりになり
ますので、話の展開に注意してください。

（21）	直後で具体的な人数があげられているのがヒント
になります。

（22）	直後で具体的な年齢があげられているのがヒント
になります。

（23）	直後で舞台の近くの通路側という話をしているのが
ヒントになります。

（24）	直前で空いている席の話をしているのがヒントにな
ります。

（25）	直前で舞台に近すぎるという話をしているのがヒン
トになります。

【Ⅳ】
【大　意】
　私たちの生活の中には、友達にメッセージを送ったり、
インターネットを検索したりするなど、実際にどのように機
能するかを考えずに自動的に使用するものが沢山ありま
す。時々、私たちの日常生活の便利さのいくつかがどの
ように機能しているのかをよく見て、よりよく理解すること
は非常に興味深いかもしれません。今日、世界中のほ
とんどすべての人が依存しているテクノロジーの一つが
Wi-Fi です。では、Wi-Fi はどのように機能しますか？
　Wi-Fi は Wireless	Fidelity の略です。「Wireless	
Local	Area	Network」の略であるWLANと呼ばれ
ることもあります。ローカルエリアネットワークは、コンピュー
ターとデジタルデバイスを小さなエリアで接続するコン
ピューターネットワークです。以前は、この種の接続はケー
ブルを使用して行われていました。コンピューターは、数
メートルのケーブルで物理的に他のコンピューターに接続
されていました。このため、接続できるコンピューターの
最大数には制限がありました。	1980 年代後半のワイヤ
レス接続、Wi-Fi の開発は、それを変えました。
　Wi-Fi は他のワイヤレスデバイスと同じように機能しま
す。ただし、Wi-Fiネットワークでは、ルーターのみが物
理的にインターネットに接続されています。他のデバイス
は、無線周波数を使用して、ルーターとの間、およびあ
るデバイスと別のデバイス間で信号を送受信します。こ
れらの無線周波数は、ラジオ、トランシーバー、さらには
携帯電話に似ています。ただし、大きな違いがあります。
ラジオは電波を使って信号を送ります。これらの電波は、
ヘルツ（Hz）と呼ばれる単位で測定されます。ヘルツは
波の周波数から測定します。たとえば、海を見ると、特
定の時間に通過する波の数を数えることができます。あ
なたは波の周波数を測定しています。1 秒ごとに一つの
波が通過する場合、その周波数は 1または 1 ヘルツ（1	
Hz）であると言えます。ラジオは、キロヘルツ（AM ス
テーション）とメガヘルツ（FM ステーション）を使用し
て周波数を送受信することがよくあります。つまり、多く
の AM 局は毎秒数千の電波を送信しますが、FM 局は
毎秒数百万の電波を送信します。一方、Wi-Fi は、ギ
ガヘルツ（GHz）または 1 秒あたり数十億の電波を使用
します。これは、食品を加熱するために 2.450GHzを使
用する多くの電子レンジで使用される電波に似ています。
実際、多くのWi-Fiルーターは2.412GHzから2.472GHz
の間で信号を送信します。このため、古い電子レンジを
使用している人の中には、食べ物を温めようとしていると
きに Wi-Fi に問題が起こることがあります。
　新しい Wi-Fi ルーターは、5GHzを使用して 2 倍の速
度で移動するより高速な信号を送信できます。この高い
周波数は高速ですが、遠くまで移動することはできませ
ん。Wi-Fi 信号は波であるため、壁や床などの固い物
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【解　説】
④　第 3 段落の 4 行目以降と一致しています。
⑤　第 3 段落の 5 行目と一致しています。
⑥　第 3 段落の 10 行目以降と一致しています。
⑨　第 5 段落の 4 行目以降と一致しています。

【Ⅴ】
【解　答】　（15 点）

30 		⑤　　 31 		②
32 		④　　 33 		①
34 		②　　 35 		③

（択一）（5 点×3）

【解　答】　（20 点）

26 ④ 27 ⑤ 28 ⑥ 29 ⑨
（順不同ＯＫ）（5 点×4）

【解　説】
問1（30）（31）
	 	don’t	we	 grab	 a	 bite	 to	 eat? が 正しい 語 順。

「grab	 a	 bite	 to	 eat」は「軽く食事をする」とい
う意味です。

問2（32）（33）
	 	get	my	project	done	as	soon	as	possible.が正

しい語順。「as	 soon	 as	 possible」は「できるだ
け早く」という意味です。

問3（34）（35）
	 	mind	 giving	me	 a	 hand	 unpacking	 が正しい

語順。「give	me	a	hand」は「手を貸す」という
意味です。

体によって遮られたり、他の無線デバイス（電子レンジな
ど）によって妨害されたりする可能性があります。
　Wi-Fi の技術が発展し続けるにつれて、さまざまな種
類のデバイス間でより優れた、よりシームレスな通信が可
能になりました。それは、IoT、つまりモノのインターネッ
トのアイデアを生み出しました。簡単に言うと、モノのイ
ンターネットは、相互に接続されたデバイスが、人間の
介入を必要とせずに、デバイス間でデータを自動的に収
集および転送できるシステムです。さらに、このデータを
使用して、家に帰る前に家の明かりを自動的にオンにし
たり、両親の誕生日を思い出させたり、プレゼントを提案
して自動的に注文したりするなどの一連のタスクを実行
できます。
　何十億もの無線信号が頭の周りを走っているので、こ
れらはすべて可能になるのです！
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