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（問題は次のページから始まる）
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第１問　次の英文を読んで，後の問いに答えよ。

　＊1The Environment Ministry is preparing to ＊2ban ＊3retailers such as supermarkets and 
convenience stores from providing customers free plastic grocery bags, and make them 
charge shoppers who request them. The ministry aims to realize アthis rule nationwide 
before the end of 2020.
　Japan is a major consumer of plastic shopping bags: one bag ＊4per capita is used and  
＊5disposed of every day. イA portion of these plastic bags make their way into rivers and 
out into the ocean, where they drift and put the lives of sea creatures that mistakenly 
swallow them at risk. Charging shoppers for plastic grocery bags was considered in 2006, 
but was ウput off due to strong opposition from the business community. The latest move, 
therefore, is a step forward.
　Under the new law that the Environment Ministry is set to propose, each business 
will decide themselves how much to charge for each bag. The businesses will be asked 
that the incomes should be used for tree-planting efforts and other environmental 
conservation measures. The ministry ＊6is slated to begin discussions with ＊7concerned 
bodies.
　It is unclear,（　 エ 　）, whether charging shoppers for plastic bags will immediately 
lead to a ＊8reduction in their use.
　オBusinesses hesitate to charge too high a price for disposable plastic bags, fearing that 
doing so will push customers away. But there are concerns that if the bags are priced too 
low, shoppers would choose to buy them rather than come prepared with their own bags, 
and fail to achieve the ＊9outcome for which the Environment Ministry is aiming.
　Meanwhile, saying “no” to disposable plastic grocery bags is now the global standard. 
The bags were banned in France in 2016. At least 40 countries, including many nations 
on the African continent, India and China strictly ＊10regulate their use. The European 
Union has banned the use not only of plastic bags but of disposable plastics altogether. 
While not as strict in their regulations as the countries listed above, at least 20 countries 
already charge customers for plastic shopping bags -- making it very clear that Japan is 
delaying far behind. It is important that Japan’s debate about charging consumers for 
disposable plastic grocery bags have its sights on a final complete ban on all disposable 
plastics.　《The Mainichi : 2019/06/06  Editorial》

（注）  ＊1The Environment Ministry：環境省　　＊2ban：禁止する　　＊3retailer：小売業者　　
　　  ＊4per capita：一人当たり　　＊5dispose：処分する　　
　　  ＊6be slated to ~：～する予定である　　＊7concerned bodies：関係団体
　　  ＊8reduction：減少　　＊9outcome：結果　　＊10regulate：規制する
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問題 1　下線部ア this rule を具体的に表すものとして正しいものを一つ選べ。

 ①　スーパーなどの小売業者がプラスチック製のレジ袋を店に置かないようにすること。

 ②　スーパーやコンビニは客がレジ袋を要求した場合には応じるべきだということ。

 ③　スーパーやコンビニはプラスチック製レジ袋を客に渡すときには代金を取ること。

 ④　スーパーやコンビニは将来的にはプラスチック製のレジ袋を廃止すること。

 ⑤　スーパーなどの小売業者は環境省の要請に応えるように努力すること。

問題 2 下線部イ A portion of these plastic bags make their way into rivers and out into 
the ocean, where they drift and put the lives of sea creatures that mistakenly swallow 
them at risk. の訳として正しいものを一つ選べ。

 ①　こうしたレジ袋の一割は川に通じる場所に投棄され，それらはやがて海に流れて漂い，海洋
生物が誤って飲み込む危険がある。

 ②　こうしたレジ袋の一部は川から海へ流れ出して行き，海で漂いながら誤ってそれらを飲み込
む海洋生物の命を危険にさらす

 ③　こうしたレジ袋の一部はスーパーやコンビニが川まで運び，やがて海洋に流れ出る。海洋で
は海洋生物が誤ってツバメのようにその上で羽を休める危険性がある。

 ④　こうしたレジ袋の一割は川や海に流れ込んで行き，漂流しているうちに海洋生物が誤ってそ
れらの中に入り込んで命を危険にさらす。

 ⑤　こうしたレジ袋の一部は川に投棄され，やがて海に流れ出る。漂っているレジ袋を海洋生物
がえさと勘違いして飲み込む危険性がある。

問題 3 下線部ウとほぼ同じ意味を表すものを一つ選べ。

 ①　originated ②　postponed ③　advanced
 ④　developed ⑤　focused

問題 4 （　エ　）に当てはまる最も適切な語として正しいものを一つ選べ。

 ①　although ②　therefore ③　however
 ④　generally ⑤　then
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問題 5 下線部オ Businesses hesitate to charge too high a price for disposable plastic bags
の原因と考えられるものを一つ選べ。

 ①　環境問題との関連がわかりにくいから。
 ②　従業員の負担が増えることになるから。
 ③　店の経費がかさむから。
 ④　同業者との競争の激化が心配だから。
 ⑤　客足が遠のくことが心配だから。

問題６ 本文の内容に合致する記述として正しいものを一つ選べ。
 ①　レジ袋が安すぎると客は自分の袋を持参しないだろうと環境省は想定している。
 ②　業者はレジ袋の収益を植樹や他の環境保全対策に用いるように求められるだろう。
 ③　フランスやアメリカ，インド，中国など，多くの国ではレジ袋の使用が厳しく制限されている。
 ④　日本は他の国に先んじて，レジ袋を有料化している。
 ⑤　レジ袋の有料化からさらに踏み込んで完全に廃止する議論をすることが，世界的に重要であ

る。
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第２問　次の会話が２人の自然な会話になるように（　　）に当てはまる最も適切な文を一つず
つ選べ。

問題 7 A：I think it’s going to rain.
　　　 B：（　　）
　　　 A：You like the rain?
　　　 B：The sky looks so clean after it rains.  I love it.
 ①　I don’t hope that it rains.
 ②　I hope that it will rain tomorrow.
 ③　I don’t think it will rain heavily.
 ④　I hope that it does rain.
 ⑤　I think that it’s going to be fine.

問題 8 A：I want to do something with you tomorrow.
　　　 B：Sounds good.  （　　）
　　　 A：I was thinking about seeing a movie.
　　　 B：Okay, let’s go see a movie.
 ①　What did you have in mind?
 ②　Where are you going to go now?
 ③　What do you have in your bag?
 ④　When will you come to pick me up?
 ⑤　Why do you think that way?

問題 9 A：What do you do in your free time?
　　　 B：Well, I draw and paint.
　　　 A：Oh, （　　）?
　　　 B：Every so often, I do.
 ①　do you like to see paintings
 ②　don’t you have any other hobby
 ③　you want to go to take pictures
 ④　you actually do that
 ⑤　do you really wish to be a painter
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問題 10 A：Shall we meet at 2:30?
　　　 B：Sorry, I’m working until 3:00.
　　　 A：（　　）
　　　 B：Yes.  Let’s meet at the cafe around the corner.
 ①　Do you have to go straight home?
 ②　Can you come to my house?
 ③　Is anything wrong with you?　
 ④　Is it your first time?
 ⑤　Would 3:30 be better, then?

問題 11 A：Have you begun cleaning up that room of yours, Bob?
　　　 B：I haven’t started yet, （　　）.
　　　 A：What time are you going to clean it up?
　　　 B：I’m planning to clean it up a little later.
 ①　I’ll do it tomorrow
 ②　but I will, Mom
 ③　I want you to help me
 ④　but you should
 ⑤　and I’ll help you

問題 12 A：What do you feel like eating this morning?
　　　 B：I usually just have a bowl of cereal.
　　　 A：The most important meal of the day is breakfast.
　　　 B：Yeah, but （　　）.
 ①　I don’t usually have time to eat a big breakfast
 ②　I usually get up early enough to cook breakfast
 ③　I always have a piece of bread and a black coffee
 ④　I sometimes cook breakfast for my family
 ⑤　I don’t feel like eating breakfast every morning
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第�３問　（　　）に当てはまる語として正しいものを一つずつ選べ。

問題 13　The police informed the citizens（　　） an important notice.
 ①　at ②　on ③　for ④　of ⑤　in

問題 14　You can pick（　　） any kind of cake you like.
 ①　up ②　at ③　in ④　out ⑤　off

問題 15　“What a cute dog!  I’m sure you are taking good（　　）of it.”
 ①　part ②　care ③　hug ④　place ⑤　time

問題 16　It’s none of your business.  Please（　　）me alone.
 ①　call ②　make ③　leave ④　do ⑤　drive

問題 17　Frankly（　　）, I don’t like this kind of food so much.
 ①　speaking ②　saying ③　telling ④　talking  ⑤　behaving

問題 18　（　　） case of emergency, push this button immediately.
　①　By ②　For ③　At ④　On ⑤　In　
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第４問　（　　）に当てはまる語または語句として正しいものを一つずつ選べ。

問題 19　My parents didn’t object（　　）to study in Germany.
　　　両親は私がドイツに留学することに反対しなかった。
 ①　to me to go ②　to my going ③　of me to go
 ④　of my going ⑤　me to go
 

問題 20　The elderly man was sitting on a bench with his eyes（　　）.
　　　その老人は目を閉じてベンチに座っていた。
 ①　to close ②　closing ③　closed
 ④　to have closed ⑤　having closed

問題 21　If it（　　）for your help, we would have failed in the task.
　　　もしあなたの助けがなかったならば，私たちはその仕事に失敗していただろう。
 ①　had not been ②　were not ③　was not
 ④　have not been ⑤　wasn’t being

問題 22　It was（　　）a big menu that I didn’t know what to choose.
　　　とても品数の多いメニューだったので，何を選んでいいかわからなかった。

 ①　so ②　as ③　too ④　very ⑤　such

問題 23　You（　　）be hungry.  You’ve just had a big lunch.
　　　君はお腹がすいているはずがない。たっぷり昼食を食べたばかりだからね。
　①　shouldn’t ②　may not ③　ought not   ④　can’t  ⑤　won’t

問題 24　There were no（　　）than ten people present at the meeting.
　　　会議に出席したのはたったの 10 人だった。
　①　many ②　few ③　more   ④　fewer  ⑤　much
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第�５問　日本語の同じ意味になるように，次の英文中の（　　）内のア～オの語を並べ替えるとき，
（　　）内において３番目に来る語として正しいものを一つずつ選べ。なお，文頭に来る語も小
文字にしてある。

問題 25　彼は週末必ずしも暇なわけではない。
　He（ア　free　イ　on　ウ　always　エ　is　オ　not）weekends.
 ①　ア ②　イ ③　ウ ④　エ ⑤　オ

問題 26　これらのおもちゃは元の場所に戻しておきなさいね。
　Put back（ア　they　イ　toys　ウ　were 　エ these　オ　where）, will you?
 ①　ア ②　イ ③　ウ ④　エ ⑤　オ

問題 27　こんなおいしいスシは食べたことがありません。
　This is the（ア　tasted　イ　I’ve　ウ　sushi　エ　ever　オ　best）.
 ①　ア ②　イ ③　ウ ④　エ ⑤　オ

問題 28　今朝窓を開けたままにしておいたのは誰ですか。
　（ア　window　イ　open 　ウ　left　エ　 who　オ　the）this morning?
 ①　ア ②　イ ③　ウ ④　エ ⑤　オ

問題 29　おもしろければどんな話でもいいです。
　Any story（ア　so　イ　long　ウ　do　エ　as　オ　will）it is amazing.
 ①　ア ②　イ ③　ウ ④　エ ⑤　オ

問題 30　医者は彼女に数日休むようにと言った。
　The doctor（ア　her　イ　a　ウ　take　エ　to　オ　advised）rest for a few days.
 ①　ア ②　イ ③　ウ ④　エ ⑤　オ




