
平成 27年度入学試験問題(前期)

英語E・リーディング・ライティング

注意事項

1.試験開始の合図があるまで，この問題冊子を開いて見ではならない。

2.本冊子には囚から図までの4問題が印刷されていて， 7ページある。

落丁，乱丁，印刷の不鮮明な箇所等がある場合には，申し出ること。

3.解答用紙と下書き用紙を別に配付している。解答は，解答用紙の指定された箇所

に記入するとと。所定の箇所以外に記入したものは無効である。

4. 日本語で解答する問題と，英語で解答する問題があるので，注意すること。

5.解答用紙の指定された欄に，学部名および受験番号を記入すること。

護 6.提出した解答用紙以外は，すべて持ち帰ること。
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日次の英文は 19叫代末に書かれたコンピュータに関する書籍から抜き出した

ものである。乙の英文を読み，下の設問に答えなさい。(後ろに星印[*Jがつい

ている語には英文の後に注がある。)

著作権の関係上、省略します。
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著作権の関係上、省略します。

(From Donald A. Norman) The lnvisible Computer， 1998， The MIT Press) 

注:converge 集中する computation 計算

overestimate 過大に評価する underestimate 過小に評価する

Gutenberg グーテンベルク movable-type printing press 活版印刷

eternity 永遠 foolhardy 無諜な

government伺 sponsOI吋政府が資金を出す adoption 採用

設問 l 下線部(1)が指しているとと 3つについてそれぞれを日本語で説明しなさ

い。

設問 2 下線部(2)で述べられている内容について日本語で説明しなさい。

設問 3 下線部(3)について以下の設問に答えなさい。

1) 何がFalseであるのかを日本語で説明しなさい。

2) Falseである理由を例を 2つ挙げてそれぞ、れを日本語で説明しなさ
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囚次の英文を読み，下の設問に答えなさい。

Senior Student: Welcome to university. So， what Is your goal for the next few 

years? 

Junior Student: What do you mean? Do 1 need a goal? 

Senior Student: Wel1 obviously the goal is to graduate and get a good job. 

But， 1 mean， ( 1 ) 

Jur註orStudent: 1 never thought of university that way. 1 thought you just 

took classes， and then passed your classes. 

Senior Student: Of course， you have to take c1asses， but ( 2 ) Say， you 

can join a club -that is a great way to meet new friends. 

Junior Student: Does everyone join a club? 

Senior Student: Some do and others don't. ( 3 ) There are sports clubs 

and cu1tural activities clubs. 

Junior Student: Don't c1ubs interfere with studying? 

Senior Student: Y ou shou1d choose wisely， because some clubs are very 

demanding and the members are really busy. But ( 4 )-

just be sure to get your work done first -then play after. 

Junior Student: What about doing a part-time job? 

Senior Student: Y ou have to be careful here too. ( 5 ) -then you won't 

get your credits. Remember what 1 said. 

Junior Student: Right， work first， play later. Got it. 

Senior Student: Wait， that means school work first， and then part-time job 

second. 
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設問 (1) "-' (5)には，次の(司"，，(e)の日本語文に相当する英文のいずれかが入る。解

答欄[A]には(司"-'(e)の記号を記入し，解答構[B]にはそれに対応する英文を

書きなさい。

(司他にもできるととがたくさんあるよ。

(b) 時には，夜遅くまで働いて，授業に出ない学生もいるね。

(c) 乙こにいる聞に何をやり遂げたいと考えてるの?

(d) 時間をうまく管理する方法を身に付けなきゃね。

(e) 何に興味を持っているか，どれだけ時間があるかによるね。

-4- <)M5 (740-67) 



回次の英文を読み，下の設聞に答えなさい。院に星印[榊ついている語に

は英文の後に注がある。)

著作権の関係上、省略します。
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著作権の関係上、省略します。

(Adapted from Lei1a Monaghan， et al. (eds)， A Cultuml Approach to 

Interpersonal Communication， 2007， Wi1ey-Blackwell) 

注:befriend 助ける

設問 l 下線部(1)で述べられていることを且李草エ説明しなさい。

設問 2 下線部(2)の問いかけに対する答えを且卒霊エ説明しなさい。

設問 3 下線部(3)を日本語に訳しなさい。

設問 4 下線部(4)を旦卒蓋i三訳しなさい。

設問 5 ( a )~( f )に適切な語を以下から選んで記入しなさい。ただ

し，同じ語を二度使用するととはできない。
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囚 Do yo… n山tt凶t白ole伺即a訂r山 or 匂棚ω怠川la姐叩n

the language and why do you want to learn that language? If not， why do you 

think you have no ，need to .learn an:other language? Provide your answer in 

about 100 words in English. 
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