本書をはじめとする大学別模試シリーズは「絶対に合格したい大学があるあなたへ」をシリーズ
コンセプトとして開発された問題集です。
「大学入試」と一口に言っても、問題の難易度・形式・試験時間などは大学によって大きく異なり
ます。そのため、志望校の問題傾向を把握し、形式や時間配分に慣れ、自分に不足している力を認
識することは、合格の可能性を高めるために極めて重要な営みです。
本書「大学別模試シリーズ 畿央大学 公募推薦選抜 英語」は、畿央大学の過去の出題傾向を徹底
分析し、最新の問題形式に合わせて作成されたオリジナルの模試 5 回分を収録した問題集です。

!

本書を使って学習するうえで注意してほしい点について説明するので、必ずこれらを意識しなが
ら本書に取り組んでください。

－大学別の対策を行うにあたって、全体の時間配分を考えることは非常に重要です。
次ページを参考に、演習を通じて自分なりの時間配分を見つけてください。
－結果に一喜一憂しないでください。模試の点数が 40 点であったからといって本番
が不合格になることはありません。同様に、模試の点数が 90 点であったからといっ
て本番が合格になることもありません。本書に取り組んだ結果、絶望することも
油断することも禁物です。あくまで本番の合格可能性を高めるために演習を行っ
ているにすぎないということを肝に銘じてください。
－これは本書に限った話ではなく、勉強全般において言えることなのですが、特に、
模擬試験のように最終的な結果が点数となって表れるものに取り組む際に軽視さ
れがちです。「点数を見て終わり」にしないでください。ある意
味、演習というのは間違うため、失敗するために行うものです。
間違った問題、覚えていなかった英単語、時間配分がうまくいか
なかった部分、これらの発見と改善こそが本書に取り組む意味だ
と理解してください。全ての学習において、間違いは財産です。

最後にひとつ、心に留めておいてほしいことがあります。本書の問題形式や難易度はあくまで過
去の出題分析を基にした「予想」でしかなく、入試本番と同じ問題形式、難易度であることを確実
に保証するものではありません。本番の問題形式や難易度が前年までと異なるということは、大学
入試においてそれほど珍しいことではありません。なので、試験当日は「今回からは問題形式が変
わっているかもしれない」という考えを常に持ち、まずは問題全体の確認をすることをおすすめし
ます。もし変化があった場合、早いタイミングで気づき、焦らず対処できるかが合否を分けること
になります。「想定外」を想定して試験に臨むように心掛けてください。
本書がひとりでも多くの受験生・指導者の学習や指導の助けとなることを心から願っています。
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英
１
A

語

次の問い（A～E）に答えなさい。

次の問１～問５の空欄

１

～

５

に入れるのに最も適当なものを，それぞれ下の①～④

から一つずつ選び，番号で答えなさい。
問１

She grew up

a famous singer.

１

① being
問２
①
問３

② be

The Olympic Games
take place
I wish I

２

③

問４
①
問５

② break down

③ cut in

①

to be

④ go off

till late last night.

３

② weren’t staying up

haven’t stayed up
His speech was

４

of great
５

④

once every four years.

① wasn’t staying up
③

to being

②

④

hadn’t stayed up

③

of little

④

free from

③ Knowing not

④

Not knowing

interesting.
far from

what to say, I remained silent.

Not to knowing

② Known not

B 次の問１・問２の下線部のうち，間違いを含むものを，それぞれの①～④から一つずつ選び，
番号で答えなさい。
問１

When Mick was young, he

from space

②with

①would

his own eyes. After studying astrophysics and graduating from university, he

made great efforts, and finally he got
問２

①My

④a

chance to going into space.

③

６

whole family loves French cuisine. We’ve been going to the same French restaurant for

years, so we know

②the all staff very well. ③Every

us some drinks or a salad

4

say that he wanted to be an astronaut and see the earth

④free

of charge.

７

time we go to the restaurant, the manager gives

２

次の文章を読み，問１～問４の空欄

15

～

18

に入れるのに最も適当なものを，そ

れぞれ下の①～④から一つずつ選び，番号で答えなさい。なお，*のついた語(句)は後に注が
ある。
You are planning to cook cream cheese pasta on this weekend. Your friend recommended this recipe.

Cream Cheese Pasta
This is the easiest recipe for you! You can cook this whenever you are hungry. Enjoy
your meal!
●Ingredients
・1/2 lb pasta

・3/4 cup cream cheese

・some grated Parmesan

・some olive oil

・1-2 pressed garlic cloves

・1/2 cup *pasta water

・salt and pepper
●Instructions
１ Boil salted water in a big pot and cook pasta until *al dente.
２ Reserve a cup of pasta water before draining.
３ Fry the garlic with some olive oil in a large *skillet for 2-3 minutes. Do not let the
garlic burn.
４ Put cream cheese and 1/2 cup of pasta water into it and stir well to combine oil,
cream cheese, and water.
５ Add Parmesan cheese and stir well. Here your pasta sauce is!
６ Add your pasta to the skillet after draining and toss until coated in the sauce. If
the sauce is too thick, add more reserved pasta water. Serve with black pepper as
you like.
Reviews
Billy Smith

July 12, 2018

・This is the easiest recipe! When I don’t want to use a knife, I will cook this again.
And of course, it tasted great!
Tom Hamilton

June 4, 2019

・You may need more cooking water to make pasta sauce smooth when you stir the
pasta in the sauce. I will try this again with some *chili flakes instead of black pepper.
Kelly Anderson

June 22, 2019

・You should start frying the garlic while you are boiling pasta to save time. I’ll do
that next time. Cooking time was about twenty minutes! So easy!
(注) pasta water「パスタの茹で汁」

al dente「アルデンテ」

skillet「フライパン」

chili flakes「(砕かれた状態の)唐辛子」

17

E

本文の内容と合っているものを，次の①～⑥から二つ選び，番号で答えなさい。ただし，解
答の順序は問わない。

23

・

24

①

It is unclear if smoking has a negative impact on human health.

②

According to one study, the harmful substance included in tobacco is more likely to affect

men than women.
③

If pregnant women smoke, an unborn baby could be put at risk.

④ Smoking affects non-smokers as well as smokers because of sidestream smoke.
⑤

It is relatively easy for smokers to stop smoking because nicotine is addictive.

⑥ Smoking has no benefit at all, so we should prohibit smoking in the near future.

29

解答・解説
※ 設問ごとの配点に関してはあくまで

定であり、大学から

に発表されているものではありません。
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１
A

文法・語彙・語法・文強勢・会話文・整序英作文

１

５

④

《分詞》

全訳
何と言ってよいか分からず、私は黙ったままだった。

空所補充

問１

問５

④

《不定詞》

全訳
彼女は大きくなって有名な歌手になった。

【解説・ポイント】
否定の分詞構文に関する問題。分詞を否定する語は分詞の直
前に置く必要があるため、④が正解。なお、分詞構文の問題は、
分詞構文を用いずに書き換えた文をイメージすると理解しや

【解説・ポイント】
to 不定詞の副詞用法のうち、結果を表す不定詞を問う問題。
grow up to be ～「成長した結果～になる」
、または、wake up

すいことが多い。本問を分詞構文を用いずに書き換えてみると、
Because I didn’t know what to say, I remained silent. となる。

to find ～「目が覚めて～だと分かる」という表現で用いられる
ことが多い。今回は前者のケース。よって、④が正解。

B

問２

問１

２

①

《熟語》

全訳
オリンピックは 4 年に一度開催される。

①「行われる，開催される」
、②「故障する」
、③「割り込む」
、
④「立ち去る」
。本問では①以外の選択肢では意味をなさない。

勉強し、大学を卒業した後、大変な努力をし、ついに宇宙に
行くチャンスを手にしたのだった。
【解説・ポイント】
a chance to do「do するチャンス」であるべき部分が to doing

よって、①が正解。
④

④

ら地球を見てみたいと言っていたものだ。彼は天体物理学を

熟語の知識を問う問題。各選択肢の熟語の意味は次の通り。

３

６

全訳
ミックは若い頃よく、宇宙飛行士になって自分の目で宇宙か

【解説・ポイント】

問３

正誤判定

《仮定法》

全訳
昨日の夜、遅くまで起きていなければなあ。

になっているため、④が間違い。正しくは a chance to go とな
る。なお、①の would は過去の習慣を表す助動詞である。
問２

【解説・ポイント】
仮定法に関する重要問題。S wish ～「～だったらなあ」とい
う、事実とは反対の願望を表す表現。～の部分には、現在の事
実と反対の願望を表す際は「S´＋did」という仮定法過去の形、
過去の事実と反対の願望を表す際は「S´＋had done」という仮
定法過去完了の形、がそれぞれくる。本問では、last night と明

７

②

全訳
私の家族は皆フランス料理が大好きだ。長年同じフランス料
理店に通っているので、スタッフは全員よく知っている。お
店に行くたびに、店長が無料で飲み物やサラダを出してくれ
る。
【解説・ポイント】

確に過去をあらわす表現があるため、過去の事実と反対の願望

名詞に all や both や half がつく際は、その語順に注意が必

をあらわしていることが分かる。よって、仮定法過去完了の形

要。冠詞を一番前に置いた「the all 名詞」の形は誤りであり、

をとっている④が正解。

「all the 名詞」が正しい形となる。よって、②が間違い。正し

問４

４

②

《否定》

全訳
彼のスピーチは全く面白くなかった。
【解説・ポイント】
far from ～「決して～でない」の知識を求めた問題だが、他
の選択肢が紛らわしいためやや難しい。
「of＋抽象名詞」で形容
詞の意味をあらわす用法があるため、①と③に関しては、空所
の直後が interesting ではなく interest であれば、正解の選択肢
となりうる（[例]参照）
。また、④に関しても、free from A(名
詞)「A(名詞)のない」という表現があるが、本問は空所の直後
が名詞ではなく形容詞のため不適。よって、②が正解。
[例]
=

His speech was of great interest.
His speech was very interesting.

くは all the staff となる。なお、③の Every time は接続詞的に
使われ「～する時はいつでも」という意味を表す用法がある。
④の free of charge「無料で」は覚えておくべき慣用表現。
C

会話文中の強勢
８

④
全訳
ユミ：やあ、アグネス。何してるの？

アグネス：特に何も。そっちは？
ユミ：いつも通りよ。ねえ、一緒に映画を見に行きた
くない？
アグネス：いいわね！いつ？
ユミ：来週の日曜日は忙しい？
アグネス：来週の日曜日はボブと一緒に買い物に行くんだ
けど今なら暇よ。
ユミ：じゃあ、今から行こうよ！
51

２

読解問題

【全訳】
今週末にクリームチーズパスタを作ろうと思っています。友達がこのレシピを勧めてくれました。

クリームチーズパスタ
これは最も簡単なレシピです！お腹が空いたときはいつでも作ることができます。ぜひご賞味あれ！

●材料
・パスタ 1/2 ポンド

・クリームチーズ 3/4 カップ

・粉パルメザンチーズ適量

・オリーブオイル少々

・潰したニンニク 1-2 片

・パスタの茹で汁 1/2 カップ

・塩コショウ
●作り方

１ 大きな鍋で塩を入れたお湯を沸かし、アルデンテになるまでパスタを茹でる。
２ パスタの茹で汁を捨てる前にカップ 1 杯分を取っておく。
３ 大きめのフライパンにオリーブオイルを入れて、ニンニクを 2～3 分炒める。ニンニクが焦げないように注意す
る。

４ そこにクリームチーズとパスタの茹で汁 1/2 カップを入れ、油、クリームチーズ、パスタの茹で汁が混ざるよ
うによくかき混ぜる。

５ パルメザンチーズを加え、よくかき混ぜる。パスタソースの完成！
６ 水気を切ったパスタをフライパンに加え、ソースが絡むまで混ぜる。ソースが濃すぎる場合は、パスタの茹で
汁を足してください。お好みでブラックペッパーをかけてお召し上がりください。

レビュー
2018 年 7 月 12 日

ビリー・スミス

・一番簡単なレシピですね！包丁を使いたくないときは、またこれを作ります。もちろん、味も最高でした！
2019 年 6 月 4 日

トム・ハミルトン

・パスタソースとパスタを絡ませる時、ソースを滑らかにするためにもっと茹で汁が必要かもしれません。次はブラッ
クペッパーの代わりに唐辛子を入れて試してみます。
2019 年 6 月 22 日

ケリー・アンダーソン

・時間節約のために、パスタを茹でながらニンニクを炒めるべきですね。次からはそうしようと思います。料理時間は
約 20 分でした！とっても簡単！

問１

15

このレシピは

②
15

【各選択肢の意味】
人の役に立つ。

①

砂糖を使う

【各選択肢の意味】

②

一種類のみチーズを使う

①

油を使わない料理法を知りたい

③

調理器具を一切使わない

②

包丁を使わない料理法を知りたい

④

完成までに半時間かからないだろう

③

何か辛いものを食べたい気分の

【解説・ポイント】

④

アメリカの伝統的な食べ物を食べたい気分の

【解説・ポイント】

は誤り。このレシピではクリームチーズとパルメザンチーズを

このレシピではオリーブオイルを使用するため、①は誤り。

使用するため、②も誤り。また、問 1 でも確認したように、こ

また、このレシピからは今回のクリームチーズパスタが「辛い

のレシピでは包丁を使用しないということは読み取れるもの

もの」
「アメリカの伝統的な食べ物」であるかどうかは判断でき

の、鍋とフライパンを使うため、③は誤り。ケリー・アンダー

ないため、③と④は誤り。一方、ビリー・スミスのレビューか

ソンのレビューから料理時間は約 20 分であることが読み取れ

ら、このレシピでは包丁を使用しないことが分かるため、②が

るため、④が正解。

正解。
問２

問３
16

④

このレシピに従うなら、
60

レシピ中に砂糖の使用についての言及は見られないため、①

17

②

このレシピによれば、あなたは
16

。

17

べきだ。

