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京都医療科学大学 （総合）入試英語 傾向と対策 

 

１ 問題形式と試験時間 

●全問マークセンス方式。 

●試験時間 

英語と数学２科目で 90 分。(１分野平均 45 分) 

 

２ 出題内容と問題数 

●大問５つで全 27 問。 

１  発音問題 (５題) 

２  アクセント問題 (５題) 

３  語彙・語法・文法問題 (13 題) 

４  語句整序英作文問題 (２題) 

５  会話文問題 (２題) 

 

３ 難易度 

●発音・アクセント問題は高校レベルの単語。 

●会話文は平易な英語で表現されている。 

●語彙・語法・文法選択は高校の英語表現のテキストに出てくる基本的な文法事項や語彙の問題で、難しい知

識を求められることはない。 

 

４ 傾向と対策 

１．発音・アクセント問題 

●発音、アクセントとも四択、他と異なる発音・アクセントを１つ選択。 

●発音は母音が中心。 

●発音・アクセントとも高校学習語(アステリスク**)が中心。 

(ジーニアス英和辞典第 4 版の***印(中学学習語)および**印(高校学習語)を合わせたものが 4250 語で、*印(大

学生・社会人に必要な語)が 5300 語。) 

●日頃から単語を覚える際に実際に発音し、アクセントの位置にも気を付けながら覚える。 

●発音・アクセント用の参考書が市販されているのでそれを活用する。 

 

２．語彙・語法・文法問題 

●四択、空所に適語(句)を１つ選択。 

●熟語(構文を含む)４題、文法６題、単語３題 

●文法は時制・分詞構文・関係代名詞・分詞・仮定法・比較・疑問文 

●単語は接続詞・形容詞・動詞(の語法) 

●市販の熟語集を活用する。 

●学校で学習した英語表現の基本的な文法事項を復習する。 

●単語の勉強は、文法項目の接続詞・形容詞・副詞・名詞に出て来る語を中心に。また品詞の働きにも注意を。 

●構文も決まった英文の形なので、熟語を覚えるように暗記する。 
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３．語句整序英作文問題 

●日本文に合うように５つの空所に適語を選択し、二ヶ所を解答。 

●語句整序英作する際に、熟語や文法の知識が基本となる。 

●上記２と同様、基本的な文法事項の復習。 

●基本構文のマスター。 

●熟語の習得。 

 

４．会話文問題 

●会話中１箇所の空所に英文を選択。 

●単語数約 60 語の２人の会話。 

●会話は＜A－B－A－B－A＞型と＜A－B－A－B＞型となっていている。 

●空所の前後の意味をしっかり理解すれば解答できる。空所の前後の内容を把握し、文意の内容が理解できる 

ように文章の論理的な展開に注意を払い、文全体の流れを押さえる練習を普段から心がける。 
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京都医療科学大 ’21  基礎学力試験(英語) 

 

１ 次の 1)～5)の下線部の発音が他の三つと異なるものをア～エの中から一つ選び、記号で答えなさい。 

1)  ア. vague       イ. rational     ウ. brave        エ. grateful 

2)  ア. postpone    イ. bold         ウ. opponent     エ.  proper 

3)  ア. divide       イ. advertise    ウ. daily         エ.  revive 

4)  ア.  ultimate     イ. unite        ウ. utter         エ.  cultivate 

5)  ア. apply       イ. imply        ウ. monopoly     エ.  butterfly 

 

２ 次の 1)～5)において、第一アクセント(第一強勢)の位置が他の三つと異なるものをア～エの中から一つ選

び、記号で答えなさい。(例：per-ceive では２音節目 ceive に/dip-lo-mat-ic では３音節目 mat に第一アク

セントがあります。) 

1)  ア. i・den・ti・fy    イ. at・ten・tion   ウ. um・brel・la    エ.  sched・ule 

2)  ア. per・suade       イ. dig・i・tal     ウ. sep・a・rate    エ.  com・mon 

3)  ア. in・for・ma・tion  イ. rec・com・mend  ウ. con・cen・trate   エ.  en・ter・tain 

4)  ア. com・pare        イ.  mid・night    ウ. de・story        エ.  ap・proach 

5)  ア. in・tel・li・gent   イ. as・so・ci・ate  ウ.  en・coun・ter    エ.  in・di・cate 

 

３ 次の 1～13 の英文の空所に入る最も適切な語(句)を,それぞれア～エの中から一つ選び,記号で答えなさい。 

1) According (          ) the researcher, this data was collected from 70 countries. 

ア.for        イ.at            ウ.on         工.to 

2) They (          ) each other since they were children. 

ア.knows        イ.knew          ウ.have known      工.knowing 

3) It wasn't very warm (          ) the sun was shining. 

ア.during        イ.so that        ウ.even         工.although 

4) We (          ) knew nor cared what had happened to them. 

ア.whether       イ.neither        ウ.also          工.both 

5) (          ) your camera on the spot, you will see something wrong. 

ア.Turned       イ.Have turned   ウ.Turning      工.To turn 

6) His company continues to perform well (          ) the recession. 

ア.before       イ.unless      ウ.in spite of      工.for 

7) What is the name of the woman(          ) kimono you borrowed? 

ア.who        イ.whose      ウ.her         工.whom 

8) The COVID-19 pandemic has forced many (          ) changes in our societies. 

ア.dramatic      イ.drama      ウ.dramatize     工.dramatically 

9) Tom kept his eyes (          ) on a beautiful bird in the cage. 

ア.fix         イ.fixed       ウ.fixing       工.to fix 

10) If we (          ), we could have caught the train. 

ア.had hurried     イ.have hurried   ウ.hurried       工.hurry 

11) No one knows that he has gone (          ) several difficult operations. 

ア.at          イ.from       ウ.of         工.through 

12) I went to the cinema yesterday and I saw (          ) film I had ever seen. 
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ア.funniest       イ.more funnier  ウ.most funny   工.the funniest 

13) John: Can you tell me how to get to the stadium? 

Taro: (           ). 

ア. I don't know how far it is.  イ.Yes, I can get there. 

ウ. You can play anywhere.    工. You can take a limited express. 

 

４ 日本語の内容を表現する英文が完成するように、ア～オを並べ替えなさい。なお解答は 2 番目と 4 番目

に入る語の記号を解答欄に記入しなさい。 

1)君は私が入学試験に合格したことを知って驚いたに違いない。 

 You must (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) that I passed the entrance examination. 

ア.been     イ.learn     ウ.surprised     工.have     オ.to 

 

2)人々は常に英雄と世界平和を切望してきました。 

  People (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) and world peace. 

ア.for      イ.have     ウ.heroes       工.longed    オ.always 

 

５ 次の会話文 1),2)のそれぞれの空欄[ 1 ] [ 2 ]に入る最も適切な英文を、ア～工の選択肢から一つずつ選び

なさい。 

l) Lois is at Carl's house.  

Lois: It's almost dinner time. Are you hungry?  

Carl: A bit. Do you want to go out to eat? There's a new Italian place on 3'd Avenue.  

Lois: It’s Friday, so most places downtown will be crowded. [ 1 ]  

Carl: Sure, why not. I went grocery shopping yesterday, so the refrigerator is full.  

Lois: Perfect. What should we make?  

(Based on English Listening and Speaking Patterns, NAN'UN-DO)  

ア Why don't you go there by yourself?  

イ I would rather go home and eat dinner with my parents.  

ウ  Let's go out to a restaurant nearby.  

エ I was hoping we could cook here.  

 

2) Ted is at a doctor's office.  

Doctor : [ 2 ]  

Ted   : I have a headache and a *runny nose. Also, I'm not sleeping well, and I don't have any energy.  

Doctor : I see. How's your appetite?  

Ted   : Not bad. I just had lunch an hour ago.  

Doctor : That's good. Any *dizziness?  

(Based on English Listening and Speaking Patterns, NAN'UN-DO)  

*注)  runny nose 鼻水    dizziness: 目まい 

ア Where are you from?  

イ Did you take your medicine this morning?  

ウ How do you feel?  

エ How long have you been feeling sick? 
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解答と解説 

＜解答＞ 

１ 1) 2) 3) 4) 5) 

イ エ ウ イ ウ 

２ 1) 2) 3) 4) 5) 

エ ア ウ イ エ 

３ 1) 2) 3) 4) 5) 

エ ウ エ イ ウ 

6) 7) 8) 9) 10) 

ウ イ ア イ ア 

 11) 12) 13) 

エ エ イ 

４ 1) 2) 

ア オ オ ア 

５ 1) 2) 

エ ウ 

 

＜解説＞ 

１ 

1) ア. *vague       イ. *rational     ウ. **brave        エ. **grateful 

ア・ウ・エの a は[ ei ]の発音、 イだけ［æ］の発音。 

2)  ア. *postpone    イ. **bold         ウ. **opponent     エ.  **proper 

ア・イ・ウの o は[ ou ]の発音、エだけ[ a ]の発音。 

3)  ア. **divide       イ. **advertise    ウ. **daily         エ.  *revive 

ア・イ・エの i は[ ai ]の発音、ウだけ[ i ]の発音。 

4)  ア.  **ultimate     イ. **unite        ウ. *utter         エ.  *cultivate 

ア・ウ・エの u は［ʌ］の発音、 イだけ[ ju: ]の発音。 

5)  ア. **apply       イ. **imply        ウ. **monopoly     エ.  *butterfly 

ア・イ・エの y は[ ai ]の発音、ウだけ[ i ]の発音。 

 

２ 

1)  ア. **i・den・ti・fy     イ. **at・ten・tion   ウ. *um・brel・la    エ.  **sched・ule 

エだけ第１音節にアクセント、他は第２音節にアクセント。 

2)  ア. **per・suade        イ. **dig・i・tal      ウ. **sep・a・rate   エ.  **com・mon 

アだけ第２音節にアクセント、他は第１音節にアクセント。 

3)  ア. **in・for・ma・tion イ. **rec・com・mend ウ. **con・cen・trate エ.  **en・ter・tain 

ウだけ第１音節にアクセント、他は第２音節にアクセント。 

4)  ア. **com・pare        イ.  **mid・night      ウ. **de・story       エ.  **ap・proach 

イだけ第１音節にアクセント、他は第２音節にアクセント。 

5)  ア. **in・tel・li・gent  イ. **as・so・ci・ate   ウ.  *en・coun・ter   エ.  **in・di・cate 

エだけ第１音節にアクセント、他は第２音節にアクセント。 
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３ 

1) *according to ～「～によれば、～によると」でエ。 

調査によれば、このデーターは 70 カ国から集められた。 

2)since they were children とあるので現在完了形のウ。 

彼らは子供のときからの知り合いである。 

3)後に S V があるので、接続詞イかエ。意味の上からエ。 

太陽が照っていたけれどもそれほど暑くなかった。 

  ア.***during        イ.*so that        ウ.***even         工.***although 

4)***neither A ***nor B でイ。 

私たちは彼らに起こったことを知らなかったし関心もなかった。 

5)後に SV があるのでウかエ。to 不定詞の副詞的用法―条件では will が would。ここでは分詞構文でウ。 

その箇所にカメラを向ければ、異状がわかるだろう。 

6)意味の上からウ *in spite of ～「～にもかかわらず」 

不況にもかかわらず彼の会社は好業績を続けている。 

7)後の文に主語 you と目的語 kimono があるのでイの関係代名詞 whose。後の文は You borrow the woman’s 

kimono. 

あなたが着物を借りた女性の名前は何ですか。 

8)ア.**dramatic(形)「劇的な」イ.**drama(名)「演劇」ウ.dramatize(動)「劇にする」工.**dramatically(副)

「劇的に」名詞***changes を修飾するのでアの形容詞 dramatic「劇的な」。 

新型ウイルス感染症の大流行は、私たちの社会に多くの劇的な変更を余儀なくした。 

9)keep + O + C「O を C の状態に保つ」C には形容詞や名詞、現在分詞や過去分詞がくる。his eyes が on a 

beautiful bird に固定されるので過去分詞のイ。 

トムはかごの中の鳥を注視していた。 

10)主節が could have p.p なので仮定法過去完了でア。 

もし私たちが急いでいたら、電車に乗ることができただろう。 

11)*go through「経験する」でエ。 

彼がいくつかの難しい手術を経験していたことを誰も知らなかった。 

12) S is 最上級 + 名詞 + (that) + S have ever p.p.「いままでに～した中で一番---」でエ。 

私は昨日映画に行った、そして今までで一番おかしな映画を見た。 

13)Can で始まる疑問文なので yes, no で答えるのでイ。 

ジョン：スタジアムへの行き方を教えてくれますか。 

たろう：イ ええ、いいですよ。私はそこへ行くことができます。 

ア どれくらいの距離があるか知らない。 

ウ あなたどこでも遊べる。 

エ 特急に乗ることができる。 

 

４  

1)have been surprised to learn  

must have p.p.「～した[だった]にちがいない」 

to 不定詞の副詞的用法―感情の原因 

ア.***been   イ.***learn   ウ.surprised(**surprise)   工.***have   オ.***to 
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2)have always longed for heroes 

long for「(現在ないものを)欲しいと思う」 

always の位置に注意 

ア.***for    イ.***have   ウ.heroes(**hero)    工.longed(**long)   オ.***always 

 

５  

1)  

エ 後の文で「何を作ろうか?」と言っているので、エ「ここで料理を作りたい。」 

 

＜全訳＞ 

l)  

ルイスはカールの家にいる。  

ルイス：もう夕食の時間だわ。お腹空いた？ 

カール：少し。外食しないかい？３番街に新しいイタリア料理店がある。 

ルイス：今日は金曜日よ。繁華街のほとんどの店は込んでるでしょう。[エ 私はここで料理を作りたいと思

っていたの。] 

カール：いいよ、もちろん。 僕は昨日、食料品の買い物に行ったから、冷蔵庫はいっぱいだ。 

ルイス：うってつけだわ。何を作ろうか? 

 

ア あなた 1 人でそこへ行くのはどう？ 

イ 私はむしろ家に帰って、両親と夕食を食べたい。 

ウ  近くのレストランへ出かけましょう。 

エ 私はここで料理を作りたいと思っていたの。 

 

2)  

後の文で症状を述べているのでウ。 

 

＜全訳＞ 

2)テッドは医者の診療室にいる。 

医者：[ウ どんな具合ですか。] 

テッド：頭痛がして、鼻水が出ます。そしてあまり眠っていません。元気がありません。 

医者：わかりました。食欲はどうですか。 

テッド：悪くありません。１時間前に昼食を食べたところです。 

医者：そりゃいい。目まいは？ 

 

ア ご出身はどちらですか。 

イ 今朝薬を飲みましたか。 

ウ どんな具合ですか。 

エ どれくらいの期間、気分が悪いんですか。 
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会話文中の主な動詞・名詞・形容詞・副詞などのアステリスク(*印) 

 

l) Lois is at Carl's ***house.  

Lois: It's ***almost ***dinner time. Are you **hungry?  

Carl: A **bit. Do you ***want to **go out to ***eat? ***There's a ***new **Italian ***place on 3'd 

**Avenue.  

Lois: It’s ***Friday, ***so ***most ***places **downtown will be **crowded. [ 1 ]  

Carl: ***Sure, why not. I ***went **grocery **shopping ***yesterday, ***so the **refrigerator is ***full.  

Lois: **Perfect. What **should we ***make?  

 

ア ***Why don't you ***go ***there by yourself?  

イ I ***would ***rather ***go ***home and ***eat ***dinner with my ***parents.  

ウ  ***Let's ***go out to a **restaurant **nearby.  

エ I was hoping(***hope) we ***could **cook ***here.  

 

2) Ted is at a ***doctor's ***office.  

Doctor : [ 2 ]  

Ted   : I ***have a **headache and a runny nose. ***Also, I'm not ***sleeping ***well, and I don't 

***have ***any **energy.  

Doctor : I see. How's your **appetite?  

Ted   : Not ***bad. I ***just ***had ***lunch an ***hour ***ago.  

Doctor : ***That's ***good. ***Any dizziness?  

(Based on English Listening and Speaking Patterns, NAN'UN-DO) 

*注)  runny nose:鼻水  dizziness: 目まい 

ア **Where are you from?  

イ Did you ***take your **medicine ***this ***morning?  

ウ How do you ***feel?  

エ How long ***have you been feeling(***feel) ***sick? 

 

人称代名詞・前置詞・be 動詞・疑問詞・接続詞の and・助動詞の一部・疑問文や否定文の do, does, did, don’t, 

doesn’t, didn’t などのアステリスク(*印)は除いています。 

 

 


