
 

 
※試験概要 
制限時間 60分 

問題数 大問５問 [小問85問程度] 

試験範囲 入学ガイド（募集要項）に記載 

 

 大問１ 語彙・熟語       記号選択 / 小問20問 

 

１. 次の各下線部の単語の意味として最適なものを選びなさい。 

(1)Each of the members of this group, however, would retain his or her own identity 
and cultural background. 

① 捨てる ② 変える  ③ 維持する ④ 得る 

(2)Never put off till tomorrow what you can do today. 
① あきらめる ② 延期する ③ 無視する ④ やり遂げる 

(3)The company’s reply was so vague that the customers couldn’t understand  
whether they would receive a discount or not.   

① clear  ② negative    ③ positive    ④ obscure  
 

 ●出題形式…英問和答が大半ですが、一部英問英答も出題される場合もあります。語彙は熟語も含めて 

20問です。 

●対  策…市販の頻度順の単語帳で1000番ぐらいまでは意味を覚えておきましょう。また同義語をまと

めて覚えたり、英英辞典を活用すれば、英問英答にも対応できます。 

 

 大問２ 文法・語法       記号選択 / 小問20問 

 

１. 次の各英文の空所に入れるのに最適な選択肢の番号を選びなさい。 

(1)He has a friend (     ) name is Sandra. 
① who      ② who’s  ③ whose  ④ whom 

(2) I have (     ) CDs as he has. 
① two times    ② twice  ③ twice as many ④ as twice many  

 

●出題形式…英文中の空所に適語を補充する問題です。純粋な文法問題もあれば、和訳が付いていて、 

その意味に合う選択肢を答える問題もあります。出題数は20問です。 
●対  策…文法の問題集を見直しておきましょう。範囲が広いので、対策が難しいと思いますが、動詞

の用法、時制、助動詞、準動詞、関係詞、比較、仮定法などの頻出問題を解けるようにして

おくのが高得点への近道です。余力があれば、名詞・代名詞・形容詞・副詞、倒置、強調も

勉強しておきましょう。 

高３英語  東大京大（記述）選抜試験 
 大問３ 整序・正誤判断・和文（英文）選択       記号選択 / 小問20問 

 

I)各語句を最適な語順に並べかえた時、* 印に入る選択肢の番号を答えなさい。 

(1) I would (    )(    )(  *  )(    )(  *  )(    )(    ) back by tomorrow. 
① you    ② appreciate    ③ me   ④ if   
⑤ could    ⑥ it       ⑦ call. 
 

II)下線を引いた箇所で誤りがあるものを選びなさい。 

(1) Although ①it is said that the system ②will widen the gap between the rich 
③and the poor in future generations, ④but time will tell if this is true or not. 
 

III)英文の下線を引いた箇所の意味を最もよく表しているものを選びなさい。 

Hackers around the world are getting better at stealing passwords. A hacker is a  
person who uses a computer to gain information without permission. Now, some 
computer scientists are trying to stop hackers by not using passwords. 
① コンピューター科学者の一部はパスワードをハッカーに使わせないようにしている。 

② コンピューター科学者の中にはパスワードを使わずにハッキングさせないようにしている 

人もいる。 

③ コンピューター科学者の一部はハッカーからパスワードを守ろうとしている人もいる。 

④ コンピューター科学者の中にはハッキングをやめてパスワードを使わないようにしている 

人もいる。 

 
●出題形式…ここでは整序英作・正誤・和訳（英訳）という形式パターンの問題が出題されます。 

それぞれ５問ずつ出題されます。 

●対  策…形式は異なりますが、いずれの問題も文法・語法で記載された動詞の用法、時制、助動詞、

準動詞、関係詞、比較、仮定法などがポイントとなります。 また倒置・省略・強調のような

４択問題では出題されにくい文法分野を勉強しておきましょう。 

  



大問４ 長文読解       記号選択 / 小問15問程度 

 
I) 次の英文で各空所に入れるのに最適な選択肢の番号を選びなさい。ただし、同じ選択肢を二度以上 

  用いてはいけません。 

One project is called Active Authentication. Scientists working (  1  ) the project want 
to use a person’s individual qualities to protect electronic devices a wireless phones 
(  2  ) hackers. For example, the movement of a person’s hands when they use a 
wireless phone can be (  3  ) by sensors.  

 
① useful  ② read  ③ on  ④ with  ⑤ against  ⑥ stopped  ⑦ like  ⑧ so 
⑨possible 
 

II) 次の英文を読み、各問いに答えなさい。 

At this time, the young man (A) seemed to have his fate in his own hands. He was full of 
noble impulses, as well as of extraordinary gifts; not accustomed to resist temptation,  
it is true, from any higher motive than strong family affection, but showing so much  
power of attachment to all about him that they (  1  ) pleasure in believing that, after a 
time, he would (B)“right himself”, and that they should have pride and delight in the use 
he would (  2  ) of his splendid talents. His aunt especially made him her great favorite. 
There are always peculiar trials in the life of an only boy in a family of girls. 
 
問１ 下線部(Ａ)とほぼ同じ意味になるように、以下の空所(ア)～(エ)に適切な語句を補いなさい。 

seemed not to ( ア )( イ )( ウ )( エ ) of his fate 
問２ 空所(1)、(2)に入る適切な動詞を答えなさい。ただし、指定されたアルファベットで始まる語を、

文脈にふさわしい形に変えて答えること。 

(1) t           (2) m            

問３ 下線部(B)の内容を表す、最適な選択肢を選びなさい。 

① 自己の権利を主張する 

② 身辺整理をする 

③ 立ち直る 

④ 弁解する 

 

●出題形式…出題形式は空所補充、訳文選択、内容真偽、内容一致文選択などのように多岐に渡っていま

す。英文は３～４題出題されます。長い英文であれば約 500～600語のものが出題されます。 

●対  策…長文総合問題を解いておきましょう。 

 

  

著作権処理の都合上、不掲載。 

 

●問題数は記号問題が80問程度で、記述式英文和訳と和文英訳もあります。試験時間が60分であること

を考慮すると、スピードが要求されます。記号問題を遅くても30分で片づけられる力がないと、記述問

題を全て解くことは難しくなります。 

 

 

大問５ 英文和訳・和文英訳       記述式 ２～４題 

 

I) 次の英文を読んで、下線部を和訳しなさい。 

(1)As surely as never before in his life had he known what love truly was, so did he know 
it now. (2) This child in her ignorance, her courage, her hard history, her purity, had  
found her way into the innermost recesses of his heart. 

. 
●出題形式…I)は長文の下線部を和訳する問題です。読解の語数は約200語～300語レベルで、和訳する部

分は２箇所から３箇所ぐらいです。直訳が求められているのではなく、本文全体の内容を加

味した上で、意訳ができることが望ましいです。また知らない単語があっても、空白にする

と大幅な減点になりますので、文脈から推測して訳しましょう。 

II)は与えられた和文を英訳する問題です。 

直訳では英語にしにくい表現が含まれている 

場合は、英語にしやすい表現に言い換える 

力が試されます。 
●難 易 度…大学入試標準～応用 

●対  策…難しめの問題集などで、和文英訳の練習をして 

      おきましょう。 

 

 

 

 


