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金沢工業大学 2022 年度 Web OPEN CAMPUS 

「一般試験対策講座」 
駿台予備学校 英語科講師 戸澤 全崇 

勉 強 方 法 編 

①  全 体 的 傾 向                                            

 (1) 解答時間は一般試験 A は６０分（マークシート方式），一般試験 B は 70分（客観式＋記述式）。 

 (2) レベルは標準。一般試験Aは客観式，一般試験 Bは客観式の問題に加えて記述式の問題があり，それぞれ設問形式

は異なるが，いずれも高校 3年間で学ぶべき表現・読解・文法事項を満遍なく学習すれば解答できる。 

(3) 大問は 5問。2022 年度の出題は以下の通り。一般試験 A は客観式，一般試験 B は客観式＋記述式 

大

問 

一般試験 A 一般試験 B 

１日目 ２日目 

1 文法問題（空所補充） × 10問 文法問題（空所補充） × 10問 語彙問題（空所補充） × 5問 

2 会話問題（空所補充） × 10問 会話問題（空所補充） × 10問 文法問題（正誤） × 5問 記述 

3 読解問題（空所補充） × 10問 

テーマ「電球の寿命」 

約 495 words （空所除く） 

読解問題（空所補充） × 10問 

テーマ「ウェールズの海藻」 

約 460 word （空所除く） 

整序英作文 × 5問 

4 整序英作文 × 5問 整序英作文 × 5問 会話問題 × 3問 記述 

5 読解問題（不適語選択） × 5問 

(ア)約 120 words (イ)約 135 words 

(ウ)約 145 words (エ)約 150 words 

(オ)約 150 words 

読解問題（不適語選択） × 5 問 

(ア)約 140 words (イ)約 150 words 

(ウ)約 145 words (エ)約 125 words  

(オ)約 155 words 

読解問題（内容一致＋空所補充） × 10 問 

テーマ「飛行機の塗装」記述＋客観 

約 500 words 

(4) 一般試験Aは読解・文法共に空所補充が多い。標準的な英語力があれば解答できる問題が多いが，大問 5の不適語

選択問題はやや難しい。 

(5) 一般試験 B は空所補充・正誤問題・内容一致問題など様々な設問形式が含まれ，記述問題であるのが特徴である。

標準的な英語力があれば解答できる問題が多いが，文法の正誤問題は普通の大学入試と違って誤っている選択肢を指

摘させるだけではなく，訂正例を書かせるという点で難しい問題である。 

(6) 読解問題のテーマは，日常的な話題を中心に様々な話題が出題される。普段から偏らずさまざまな文章に触れるようにす

るとよい。 

(7) 解答時間に対して設問が多い印象があるが，大問 1つ 1つは分量が多いわけではないので，焦らず落ち着いて 1問 1問

処理していくべきである。読解問題についても，120 words ～500 words前後とかなり短めの文章から標準的な長さの文章

が中心である。 ➪ 500語で読解時間 10分としても，500 words ÷ 10分 = 50 words／分  

                                12分としても，500 words ÷ 12分 = 41.6 words／分 

                             15分としても，500 words ÷ 15分 = 33.3 words／分  

      要するに，時間を気にしてあわてるのではなく，「落ち着いて読んで英文の内容を理解できる」という状態を作れば，必ず試

験時間内に間に合うはずなので，まずは“ゆっくり読めば 100%理解できる”という状態を作るべきである。 
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②  今 後 の 学 習 に つ い て                                        

(1) 変に「速読」ということを意識せず，1文1文正確に，そして論理関係などを意識して読む練習を日々行うのが望ましい。また，

さまざまなテーマの文章に目を通すようにしよう。 

(2) 1 文 1 文正確な文を判断できるように、英文法の勉強をしながら基本的な文を暗唱するようにするとよい（ただ問題を解くだけ

ではなく、正しい英文に触れて行けば、正誤問題を解く際に、誤った英文に気付きやすくなります！）。 

(3) 日々単語や熟語の知識を増やし，必要に応じて辞書で語義を確認する習慣を身につけよう。 

 

問 題 演 習 編 

①   文法・作文問題対策                                             

 

（１） 空所補充＜客観＞ 

(オ) A: Jane, do you have your coat?     B: Yes, and Emily has _____ too. 

    1. her       2. hers       3. she       4. she’s  

＜2022 年度 一般試験 A（１日目）Ⅰより抜粋＞ 

(エ) The problem with this store _____ not in its financial situation but in its management.  

    1. causes       2. lies       3. owns       4. takes 

＜2022 年度 一般試験 A（2 日目）Ⅰより抜粋＞ 

 

(2)整序英作文…語句を並べ替えて，3番目にくるものの番号を選ぶ。＜客観＞  

(イ) クリスは細かい点まで覚える驚くべき能力がある。 

    Chris                               details. 

     1.  ability    2.  an 3.  astonishing    4.  has 5. to memorize 

＜2022 年度 一般試験 A（1 日目）Ⅳより抜粋＞ 

(イ) 誰でも宇宙に旅行できる日もそう遠くはない。 

    The                               to space is not too far off. 

     1.  anyone    2.  can 3.  day    4.  travel 5. when 

＜2022 年度 一般試験 A（2 日目）Ⅳより抜粋＞ 
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②   会話問題対策                                             

 

次の(カ)～(コ)に入れる文として、最も適切なものを選択肢から選びなさい。選択肢は、一回しか使えません。 

A:  I’m proud of you, Son.  You’re going to graduate from college next month. 

B:  Thanks, Dad.  I couldn’t have done it without support from you and Mom. 

A:  (     カ     )  Have you started looking for a job? 

B:  I’ve done a little job hunting, but I haven’t found anything yet.  (     キ     ) 

A:  Really?  What’s that? 

B:  (     ク     )  There are so many interesting places I’d like to visit. 

A:  Oh . . .  Your mother and I were hoping that you would start working right after graduation. 

B:  I was planning to, but now I realize that I won’t have much free time after I get a job.   

    I think this is my last chance to have fun before I start my career. 

A:  Well, I guess that’s true.  (     ケ     ) 

B:  I thought I could borrow some from you and Mom. 

A:  Hmm . . .  How much do you think you’ll need? 

B:  I’ll need at least $10,000 for the whole year. 

A:  Sorry, but that’s impossible.  (     コ     ) 

B:  Can you? 

A:  Yes.  I’ll buy you a new suit to wear to your job interviews.  

  [選択肢] 

   1.  Actually, I have another idea about what to do after finishing college. 

   2.  Do you have enough money for that kind of trip? 

   3.  I can help you in another way, though. 

   4.  I got the job! 

   5.  I want to take a year and travel around the world. 

   6.  So, what’s your plan for after college? 

   7.  The bank is closed today. 

   8.  There’s Dr. Stevens, my math professor! 

＜2022 年度 一般試験 A（2 日目）Ⅱより抜粋＞ 
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③   読解問題対策                                             

(1) 客観式 空所補充問題 

 次の英文は「電球の寿命」について述べたものです。(ア)～(コ)に入れる最も適当なものを選択肢から選びなさい。 

   Modern LED light bulbs last a very, very long time.  A common LED light bulb that you might use in your home can 

produce light for 50,000 to 100,000 hours, meaning that one of these bulbs could (  ア  ) up your room for a decade or 

two.    

   Electric lights have not always lasted as long as they do today, however.  In fact, there was a time in the history of 

electric lighting when companies actually tried to shorten the life of their light bulbs.  To understand the (  イ  ) they did 

this, it is helpful to know how light bulb technology first developed.   

＜後略＞ 

(ア) 1. brighten  2. rely   3. security 4. spend  5. transparent 

(イ) 1. admit  2. emergency  3. reason  4. thoughtful 5. variety 

＜2022 年度 一般試験 A（１日目）Ⅲより抜粋＞ 

(2) 客観式 不適語選択問題 

 次の下線部分①～④で，各文脈に合わないものを一つずつ選びなさい。 

   Burgoo is a type of stew that is popular in the southern region of the United States.  Generally, burgoo is made with a 

① variety of vegetables and a meat such as pork, chicken, or mutton.  The stew is known for its rich, barbecue flavor and 

its thickness.  It is said that burgoo should be thick ② enough for a spoon to stand up in it without falling over.  The 

recipe for burgoo is flexible, so barbecue restaurants typically ③ create their own.  Most versions of burgoo feature 

tomatoes, corn, onions, and one of the ④ beans mentioned above, but some creative chefs have included ingredients such 

as okra, turnips, and even rabbit.  No matter how it’s made, though, burgoo is a delicious, satisfying stew.  

＜2022 年度 一般試験 A（１日目）Ⅴ（ア）より抜粋＞ 


