


巨次の文章を読み，下の問いに答えなさい。

-2- ◇ Ml (417�2)

出典： Caroline Shackleton and Nathan Paul Turner (2014) Money Tree: The 

Business of Organics, Cambridge University Press (一部改変）。
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巨次の文章を読み，下の間いに答えなさい。

-6- ◇ Ml (417-6) -7- ◇ M1(417-7)



出典： William Bynum (2013) A Little History of Science, Yale University 

Press (一 部改変）。

＊注

Babylon: バビロン

tally : 計算記録

hieroglyphics : 象形文字

rubble : 破片

proclamation : 宣言

afterlife : 来世， あの世

rectangular : 長方形の
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問1 バビロン人が数を数える為に使用していた記号を用いて「5」を図示しなさ

し＼。

問2 下線部l)Thisとは具体的に何を指すかを45字以内の日本語で答えなさ

し）。

間3 空欄（ ア ）～（ 力）に入る最も適当な前置詞を下の［

選びなさい。 同じ単語は 一回のみ使用できる。

[after, on, to, into, at, with] 

問4 [ A ]に正しいアラビア数字を入れなさい。

］の中から

問5 下線部(2) (people, center, earth, universe, long, believed, was, that, of, 

as, as, the, the, the)を並べ変えて正しい文章に直しなさい。 ただし， 文

頭の文字は大文字に書き換えること。

問6 下線部3)は何に対する筆者の感想かを 20 字以内の日本語で答えなさい。

問7 本文中でBabylonianが行ったこととして当てはまるものに0, そうでな

いものにXをつけなさい。

(a) They surveyed land, measured distances and viewed the sky.

(b) They made the Rosetta Stone.

(c) They used clay tablets.

(d) They said that there should be sixty seconds in a minute and sixty

minutes in an hour.

(e) They used a calendar to plan religious festivals.

(f) They found叫the basis of astrology.

(g) They decided the New Year's Day that we currently use.

(h) They used a kind of pictorial writing.
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巨次の文章を読み，下の問いに答えなさい。
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出典： Damien Keown (2013) Buddhism: A Very Short Introduction, Oxford 

University Press (一部改変）。

＊注

tusk : (ゾウなどの）牙

peg: 杭

wary of~ : ~を警戒する

qualify : 限定する， 制限する

monolithic : 一枚岩的な

bulk: 大きなまとまり， 巨体， 容積

upbringing : 生い立ち， 育ち

susceptibility : 影響を受けやすいこと， 感受性

residual : 取り除けない， 残余の
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問1 下線部1)で使われている"fell to"に意味上もっとも類似する語を選びそ

の記号で答えなさい。

(a) considered

(b) quarreled

(C) avoided

(d) started

問2 下線部(2)で使われている"circumspection"に意味上もっとも類似する語

を選び， その記号を答えなさい。

(a) contempt

(b) acceptance

(c) caut10n

(d) exaggeration

問3 下線部(3)と同じ意味になるように， 以下の（ ）内の単語を並べ替えな

さい。 ただし， 文頭の文字は大文字に書き換えること。

(we, tale, a, this, further, gain, learning, can, from) 

問4 本文の内容と合っていない文章を一つ選択して， その記号で答えなさい。

(a) As the story of the blind men and the elephant told us, it is

necessary for us to research each part of the striking

characteristics which Buddhism has and combine them to construct

a single Buddhism.

(b) To understand the character of Buddhism, we should recognize its

multiple and complex nature than regard it as a single and logical

entity.

(C) The blind men of the ancient Indian story resemble the Western

researchers of Buddhism and are facing the same difficulties.

(d) When Western scholars study about Buddhism, they have to be

careful not to apply their own categories and concepts to explain

Buddhism and should try to avoid their own assumptions and

cultural background.
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