
 

 

 

  

 

２０１７年度 広島国際大学ＡＯ入試１次選考 

基礎学力確認（６０分） 

「英 語」 「数 学」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持 ち 帰 り 用 



英 語 

 

Ⅰ  次の (1) ～ (8) の各英文の下線部に入れるのに も適当な語句を, それぞれ (A) ～ (D) 

から一つ選び, その記号を解答欄に記入しなさい。 

 

(1) Can I                         your pen for a minute?  

 (A) pay (B) borrow (C) sell (D) buy  

(2) The novel was so                . It was a waste of time.  

 (A) fun  (B) exciting (C) boring (D) interesting  

(3) Bob is still                  after his illness, and can hardly work.  

 (A) weak (B) strong (C) fine (D) healthy  

(4) I have to get up early,                  the bus leaves at seven a.m.  

 (A) since (B) but (C) so (D) or  

(5) Would you mind                 me?  

 (A) help (B) to help (C) helped (D) helping  

(6) The sales meeting                  every month.  

 (A) hold (B) is held (C) holding (D) held  

(7) I                 when you called me.  

 (A) am driving (B) drove (C) was driving (D) drive  

(8) Oh, no! Somebody has                 my umbrella.   

 (A) take (B) takes (C) took (D) taken  

 

【Ⅰの解答欄】 

(1)  (2)  (3)  (4)  

(5)  (6)  (7)  (8)  

  



Ⅱ 次の英文を読み, 問い（問 1 ～ 4）について, それぞれ (A)～(D) から も適当なものを一

つ選び, その記号を解答欄に記入しなさい。 

 
 A teacher was talking to her students about stress management. She raised a glass of 

water and asked them, “How heavy do you think this glass of water is?” 

 The students’ answer ranged from 20 to 500 grams. 

 “As a matter of fact, how heavy it is doesn’t depend on how much the water actually weighs. 

It depends on how long you hold it.” 

 “If I hold it for a minute, it’s OK. If I hold it for an hour, my arm will start to hurt. If I hold 

it for a day, you may have to call an ambulance! It is the exact same weight, but the longer I hold 

it, the heavier it becomes.” 

 “The same goes for our burdens. If we carry them around with us all the time they will 

start to weigh us down. Sooner or later we will not be able to carry on.” 

 “What you have to do is to put the glass down and rest for a while, before lifting it up 

again.” 

 We have to put down our burdens from time to time, so that we can get our energy back 

and carry on. So be sure to make time for yourself each day to put all of your cares and troubles 

aside and just relax. 

 You can always pick them up later. Whatever burdens are weighing you down, forget about 

them for a moment if you can. 

 Pick them up again when you’ve rested. Life is short; enjoy it. 

 

 

問１ According to this passage, a teacher was talking about  (1)   . 

(A) how to clean water 

(B) how to become a scientist 

(C) how to deal with stress 

(D) how to increase stress 

 

問２ According to the teacher, how heavy a glass of water is depends on  (2)  .  

(A) how much the water actually weighs 

(B) how much you weigh 

(C) how hot the water is 

(D) how long you hold it 

 
 

 
 



問３ The teacher suggests that we  (3)  each day to forget all of our cares and troubles and 

just relax.  
(A) lift a glass of water 

(B) make time for ourselves 

(C) carry on working 

(D) pick our burdens up 

 

問４ What is the best title of this passage?                     (4)  

(A) How to Drink Water 

(B) Put the Glass Down 

(C) Water Is Heavy 

(D) The Importance of Water 

 

 
【Ⅱの解答欄】 

(1)  (2)  (3)  (4)  
  



 Ⅲ 次の (1) ～ (4) の日本語に合う も自然な英文になるように, それぞれの語群を並べ

替え,  (1)  ～  (8)  に入る語を一つ選び, その記号を解答欄に記入しなさい。ただし, 文頭

にくる語も小文字で書かれている。各問いの解答が共に正しい場合のみ正解とする。 

 

(1)  私にできることがあればお知らせください。 

     (     ) (  (1)  ) (     ) (  (2)  ) (     ) can do for you, please let me know. 

 (A) there (B) anything (C) I (D) is (E) if 

 

(2)  知り合ってどれくらいになるのですか。 

     (     ) (  (3)  ) (     ) (  (4)  ) (     ) each other? 

 (A) long (B) known (C) you (D) how (E) have 

 

(3)  発表は英語でされなければなりません。 

     The (     ) (  (5)  ) (     ) (  (6)  ) (     ) English. 

 (A) made (B) be (C) in (D) must (E) presentations

 

(4)  忘れずに彼女に電話を掛け直してくださいね。 

     (     ) (  (7)  ) (     ) (  (8)  ) (     ) back. 

 (A) to (B) don’t (C) call (D) forget (E) her 

 

 

【Ⅲの解答欄】 

(1)  (2)  (3)  (4)  

(5)  (6)  (7)  (8)  
 

 



【数学】

解答上の注意
　 1. 分数形の解答は，既約分数 (それ以上約分できない分数)で答えなさい。
　 2. 根号を含む形の解答は，根号の中に現れる自然数が最小となる形で答えなさい。
　　　例えば，2

√
12は 4

√
3と答えなさい。また，分母の根号は有理化しなさい。

I 以下の問いに答えよ。

(1) 4x2 − 4x− 3を因数分解せよ。

答え

(2) 2√
5− 1

− 2√
5 + 1

の値を計算せよ。

答え

(3) 方程式 | x− 1 | = 3 を解け。

答え

(4) 1から 100までの整数がある。このうち 3で割り切れ，かつ 5で割ると 1余る整数の個数
を求めよ。

答え

(5) 赤玉 3個と白玉 4個が入った袋から玉を 3個同時に取り出すとき，取り出した 3個の玉
が同じ色である確率を求めよ。

答え

staff
タイプライターテキスト

staff
タイプライターテキスト

staff
タイプライターテキスト

staff
タイプライターテキスト

staff
タイプライターテキスト

staff
タイプライターテキスト

staff
タイプライターテキスト

staff
タイプライターテキスト

staff
タイプライターテキスト

staff
タイプライターテキスト

staff
タイプライターテキスト
数　学

staff
タイプライターテキスト



(6) △ABCでAB = 3，BC = 5，∠B = 120◦のとき，ACの長さを求めよ。

答え

(7) 5個のデータ 16，31，46，26，36の平均値と範囲を求めよ。

答え　平均値

　　　範囲

(8) 水を入れる部分が縦 60cm，横 50cm，高さ 30cmの直方体の形をした水槽がある。この
水槽に入れることができる最大の水の体積を，単位をm3として求めよ。また，この水槽
に空の状態から 1秒間に 10cm3の割合で水を入れるとき，水槽が水で満たされるまでの
時間を，単位を分として求めよ。

答え　体積 m3

　　　時間 分



II p，q，rを実数とし，3つの放物線 C，D，Eと直線 lがある。C : y = px2 − 8x+ 5は
点 (3，− 1)を通る。D : y = −x2 + qx+ rは x = −3を軸とし x軸から長さ 4の線分を切り取
る。E はDを x軸方向に−1，y軸方向に 4だけ平行移動した放物線である。lが C の頂点を
通りEと第 2象限で接する直線のとき，以下の問いに答えよ。

(1) 点 (3，− 1)が属する象限を答えよ。

答え　 第　　　　象限

(2) pの値を求めよ。

答え　 p =

(3) 放物線 C を下の図の中に描け。

-x

6
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(4) q，rの値を求めよ。

答え　 q = r =

(5) Dの頂点の座標を求めよ。

答え

(6) Eの頂点の座標を求めよ。

答え

(7) lの方程式を求めよ。

答え

(8) Eと lの接点の座標を求めよ。

答え
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