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京都橘推薦入試英語の知っておきたい３つのこと 

 

☆１解答形式 全問マークシート 

☆２問題構成 大問３つ  

  [Ⅰ]約５５０語の長文 １４問(空所４問、類義語５問、内容一致５問） 

  [Ⅱ]文法語法四択    ５問 

  [Ⅲ]日本語対照英文完成 ９問 

☆３オススメの解く順番 [Ⅱ]→[Ⅲ]→[Ⅰ]  （先に知識問題を片づける！） 

 

第２問の具体的な戦略 全体を訳す前に空欄前後の文法や語法をまず考える！ 

 

[Ⅱ]次の各文の（   ）に入れるのに最適なものを選びなさい。 

問１ It never (     ) to us that such a lucky thing might happen. 

     ①became  ②found  ③caused  ④occurred          答④ 

  ☆1 It occur to 人 that SV「SV ということが人の頭の中に思い浮かぶ」 

    ☆2 become, find, cause は全て前置詞なしで名詞をとる動詞！ 

 

問 2  Meg always keeps her word, (     ) is why we trust her.   

     ①it    ②so   ③that    ④which                       答④ 

  ☆3 文と文はあったら「カセギ(関係詞、接続詞、疑問詞)」が必要 

    ☆4 who, whom, what, which の後ろは不足あり（オオムあと１） 

 

問 4  They arrived in Tokyo (   ) January 20 in the evening. 

   ①at   ②in    ③on     ④to  

  ☆5 時刻は at, 日にちは on, それ以上(月、年、世紀など)は in 

  ☆6 at は「１点」＜on は「平面接触」＜in は「空間」のイメージ 

 

 →「訳」よりも空欄前後の形をみて決める 

 →「動詞、不定詞、動名詞、分詞、前置詞、接続詞、関係詞」が頻出 

 

オススメ文法問題集  

Next Stage 英文法・語法問題 入試英語頻出ポイント 218 の征服(桐原書店) 

 

 まずは文法のコーナーのみでよい。右に答があるので、最初は答を見ながら

各文法テーマの重要事項を確認、暗記していく。ある程度覚えたら左の問題を

解いてみる。大事なのは繰り返し。初めは５割以下の出来でも気にしない。何

回も見ながら少しずつ定着させていこう。 

 



- 2 - 

 

第３問の具体的な戦略 まずは対応箇所だけをテンポよくチェック！ 

 

[Ⅲ]次の日本文と英文を対照させつつ、あとの問いに答えなさい。 

 お金や電子マネーや(a)ギフト券に交換できる端末「ポケットチェンジ」が全

国に広がっています。その機械は日本円と外国の通貨に使うことができます。 

 (1)訪日外国人は(2)余った日本円を自国で使える電子マネーなどに交換するこ

とで、無駄にしないで旅行ができます。日本人は海外旅行で余った外貨を日本

で使える電子マネーに交換できます。(3)取引時の(b)為替レートが(4)適用されま

す。 

 "Pocket Change" terminals that allow you to exchange cash for electronic money 

and (a)gift certificates are appearing all over Japan. The machine can be used with 

Japanese yen and with foreign currencies. 

  (1)(   ) to Japan can travel without any leftover money by changing (2)(    ) yen 

into electronic money that can be used in their own countries. Japanese people can 

exchange leftover money from their overseas trips for electronic money that can be 

used in Japan. The exchange rate at the time of the (3)(     ) is (4)(     ). 

 

問１ 下線(1)～(4)の英訳を完成させるため、空欄に最適なものを入れよ。 

(1)①Customers ②Passengers ③Players        ④Visitors 

(2)①enough    ②excess    ③ full           ④ super 

(3)①control    ②council    ③observation    ④transaction 

(4)①applied    ②devised    ③recommended  ④subjected  

 

(1)①店の客   ②乗客   ③選手    ④訪問客    答④ 

(2)①充分    ②余剰   ③満     ④素晴らしい  答② 

(3)①統制    ②会議   ③観察    ④取引     答④ 

(4)①適応される ②作られる ③推薦される ④支配される  答① 

 

問２下線(a)の内容を英文にするために(A)(B)に入れる最適な組合せを選べ。 

a card that can be exchanged in store for (A) to the value that is (B) on it.  

①(A)goods  (B)printed        ②(A)items  (B)blocked 

③(A)parcels (B)pressed        ④(A)orders  (B)proved 

 

(B)されている価値の(A)と店で交換できるカード 

①(A)製品 (B)印刷されている ②(A)品物 (B)ふさがれている 

③(A)小包  (B)押されている ④(A)注文  (B)証明されている 

 

→下線だけを見てテンポよく解くこと 
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第１問の具体的な戦略 問２の類義語を先に片づけて後は前から少しずつ！ 

 

 →まず問２を読む前に解いてみる（知識問題が多く原則消去法！） 

 →内容一致の選択肢を１つ読んでから本文を読み対応する文を探す 

 →対応箇所が出てきたら解いて、次の内容一致の選択肢を読む 

 →空欄問題は空欄の部分で解いてしまってよい 

 

[Ⅰ]次の文を読んであとの問いに答えなさい。 

 There's a little joke that I like to play on my English friends. I tell him that I have a 

method to teach them a basic vocabulary of a hundred Japanese words in less than ten 

minutes. Usually, they are a bit ( A ) but then I begin: smartphone, shampoo, carpet, 

helicopter, rugby, internet... 

  A friend joked back that I had chosen an easy language to learn if Japanese consists 

of slightly mispronounced English. Of course, "loan words" from foreign languages 

(1)form only a small part of Japanese. But also it's not so easy to master loan words 

because many of them come from languages other than English and even the English 

ones can be far from the original in meaning, usage or a pronunciation.   

  In fact, loan words are a (2)fascinating aspect of Japanese. Loan words exists in great 

variety, from the boring to the funny, from the ( B ) to the complex. 

 

問１ 空所(A)に入れるのに最適なものを選べ。（←空欄直後の but に注目！） 

    ①happy  ②tired  ③suspicious  ④angry  

 

問２ 下線(1)～(2)の意味に最も近いものを選べ。(←知識の意味が優先！) 

(1)①comprise   ②draw     ③remove  ④secure  答①「構成する」 

(2)① interesting ② essential  ③logical   ④rational  答①「興味深い」 

 

問３ 本文の内容と合っているものは①、合ってないものは②を選べ。 

(1)The author likes to tell his friends that he knows a good way to teach them basic    

Japanese words in a very short time. (第１段落１～２行目) 答① 

(2)Many English loan words can be very different from the original, so it is          

difficult to understand loan words completely. (第２段落３～５行目) 答① 

 

オススメ単語集 システム英単語 BASIC(駿台文庫) 

 例文つきでいいので、英語から日本語の赤の意味が出るか毎日少しずつ暗記

していく。単語が最優先です！（まずは第１～３章）自分で例文を作ったり連

想するものをメモするのもオススメです。 
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最重要多義語の語呂合わせ 32 

 1 allow   「あゆ下降」①与える②許す③可能にする④考慮する 

 2 attend   「出世中」①出席する②世話する③注意する 

 3 bear    「もう旗」①持つ②生む③運ぶ④耐える(①③④の pp は borne) 

 4 but      「スギちゃん除く」①すぎない②除いて 

 5 capital   「王死守」①大文字②資本③首都 

 6 case    「じじい歌手」①事実②事件③患者④主張 

 7 command「網雨」①操る②見下ろす③集める④命令する 

 8 company  「いなきゃ」①一緒にいること②仲間③客 

 9 concern  「おかん不受」①思いやり②関係する③不安④重要 

10 cover   「スマホ」①進む②まかなう③報道する 

11 degree   「音程ガクッ」①温度②程度③学位 

12 drive  「和尚借りた」①追い払う②衝動③駆り立てる 

13 even  「僅差で even」①均一②さらに(比較級の前で)③～でさえ 

14 exercise 「餅売れん」①用いる(行使する)②運動③練習 

15 issue   「発行された問題集へ GO」①発行する②問題③号 

16 line      「行列手が出ん」①行②列③手紙④電話 

17 matter  「獣医モブ」①重要である②異常③問題④物質 

18 mean  「いつも本」①意地悪②つもり③本気で言う 

19 note     「夕飯中止」 ①有名②メモ③指摘する④注意する⑤紙幣 

20 object    「ハンモックは物体」①反対する②目的③物体④対象 

21 observe  「柿の舞」①観察する②気づく③述べる④守る⑤祝う 

22 order    「致命中旬」①秩序②命令③注文④順序 

23 part    「手羽焼く側」①手放す②役割③側 

24 party   「IKKO哀悼」①一行②相手③党 

25 raise     「厚揚げソテー」①集める②上げる③育てる④提起する 

26 serve    「塚田役立つ」①使える②出す③役立つ 

27 spring    「ハバネロデイズ」①春②バネ③出る④泉 

28 state     「ジョーク優秀」①状態②国③言う④州 

29 stick  「馬、ツノ」①動けない②守る③突き出す④残る 

30 still      「まさし氏」①まだ②さらに③静か④しかし 

31 subject   「歌手必死」①科目②主題③被験者④支配 

32 term    「羊かん愛情期」①用語②観点③間柄④条件⑤期間 

 

 自分の持っている単語集でこの語を調べて抜けている意味があったら追加で

書きこんでおこう。多義語は意味がたくさんあって覚えにくいが京都橘の問題

でも選択肢として頻出なので時間があるときにコツコツと覚えていくように。

どうしても覚えにくいものはスマホや辞書で例文をさがして、文やフレーズで

暗記するのがオススメ！ 
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