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注 意 事 項 

 
 

１）監督者の指示があるまでは，この問題冊子を開いてはいけません。 
 
 

２）試験開始後，問題用紙および解答用紙がそろっているか確かめなさい。 
 

   問題用紙（この表紙を含め ３枚） 
   解答用紙（１枚） 

 
   もし足りない場合は，監督者に知らせなさい。 

 
 

３）解答用紙の受験番号記入欄に，もれなく受験番号を記入しなさい。 
 
 

４）解答用紙のみを提出し，問題用紙は持ち帰りなさい。 
  



次の記事（2021 年 5 月 28 日付『The Japan Times』より）をよく読み，あとの問いに答えなさい。 
 
There is now a 40% chance that global temperatures will temporarily reach 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels in 

the next five years — and these odds are rising, a U.N. report said on Wednesday. 
This does not yet mean that the world would already be crossing the long-term warming 1.5-degree threshold set by the Paris 

Agreement of 2015, which scientists warn is the ceiling to avoid the most *catastrophic effects of climate change. The Paris 
pact target looks at temperature over a 30-year average, rather than just a single year. 
But it does underscore that “we are getting measurably and *inexorably closer” to that threshold, U.N. World Meteorological 

Organization (WMO) Secretary-General Petteri Taalas said in a statement. Taalas described the study as “yet another wake-up 
call” to slash greenhouse gas emissions. 
Every year from 2021 through 2025 is likely to be at least 1 degree warmer, according to the study. 
The report also predicts a 90% chance that at least one of those years will become the warmest year on record, topping 2016 

temperatures. 
In 2020 – one of the three warmest years on record – the global average temperature was 1.2 degrees above the pre-industrial 

baseline, according to an April WMO report. 
“There’s a little bit of up and down in the annual temperatures,” said Gavin Schmidt, director of NASA’s Goddard Institute 

for Space Studies in New York City. “But these long term-trends are *unrelenting.” 
“It seems inevitable that we’re going to cross these boundaries,” Schmidt said, “and that’s because there are delays in the 

system, there is *inertia in the system, and we haven’t really made a big cut to global emissions as yet.” 
Almost all regions are likely to be warmer in the next five years than in the recent past, the WMO said. 
The WMO uses temperature data from multiple sources including NASA and the National Oceanic and Atmospheric 

Administration. 
Weather that was once unusual is now becoming typical. Earlier this month, for example, NOAA released its updated “climate 

normals,” which provide baseline data on temperature and other climate measures across the United States. The new normals 
— updated every 10 years — showed that baseline temperatures across the United States are overwhelmingly higher compared 
with the past decade. 
Temperature shifts are occurring both on average and in temperature extremes, said Russell Vose, chief of the climatic analysis 

and *synthesis branch at NOAA’s National Centers for Environmental Information. Over the next five years, these extremes 
are “more likely what people will notice and remember,” he said. 
Warming temperatures also affect regional and global precipitation. As temperatures rise, evaporation rates increase and 

warmer air can hold more moisture①. Climate change also can shift circulation patterns in the atmosphere and ocean.  
The WMO report predicts an increased chance of tropical cyclones in the Atlantic Ocean, that Africa’s Sahel and Australia 

will likely be wetter, and that the southwest of Northern America is likely to be drier. 
The projections are part of a recent WMO effort to provide shorter-range forecasts of temperature, rainfall and wind patterns, 

to help nations keep tabs on how climate change may be disrupting weather patterns. 
Looking at marine and land heat waves, ice sheets melting, ocean heat content rising, and species migrating toward colder 

places, “it’s more than just temperature,” Vose said. “There are other changes in the atmosphere and in the ocean and in the ice 
and in the biosphere that all point to a warming world.”② 

―Andrea Januta, "Temperature rise bears down on tipping point," The Japan Times, 28 May 2021(adapted) 
 
catastrophic：壊滅的な  inexorably：容赦なく  unrelenting：勢いの衰えない  inertia：不活発 
synthesis branch：総合支所 
 
  



問１ 以下の a)~d)の記述について、本文の内容として正しいかどうか答えなさい。正しい場合は「〇」、間違っ

ている場合は「×」を記入しなさい。また、間違っている場合は正しい記述を行いなさい。 
 
a) 報告書によると、2021 年から 2025 年の間における産業革命以前の基準と比較した気温の上昇幅が、1.2℃か

ら 1.5℃の間に収まる確率は、約 44%（=40/90）である。 
b) 2020 年は、産業革命以前の基準と比較して 1.2℃も気温が上昇し、他に並ぶ年がないほど暑かった。 
c) 異常気象の定義は厳格に定められるものであり、10 年以上前から不変である。 
d) WMO の報告書によると、世界の全ての地域で今後湿度が上昇すると予測されている。 
 
問２ 下線部①について、経済的にどのようなことが起こると考えられるか、自身の考えを下線部の事象に関連

付けて述べなさい。 
 
問３ 下線部②を訳しなさい。 
 
 
 



学校推薦型選抜 一般推薦 基礎学力検査（英語） 解答用紙  受験番号（   ） 
 
 
問１ 
a) 正誤）  

 
正しい記述）            
 
             

             

 
 

b) 正誤）  
 
正しい記述）            
 
             

             

 
c) 正誤）  

 
正しい記述）            
 
             

             

 
d) 正誤）  

 
正しい記述）            
 
             

             

 
問２ 
            

             

            

             
 
 
問３ 
             

             

             

             



 

（解答案） 
 
問１ 
a) 正誤）× 

正しい記述）44%ではなく、正しくは 50%（計算方法は「1-(0.9-0.4)」となる）である。（ベン図を書いて算出
できる）。           
（正しい記述: 15 点） 
 

b) 正誤）× 
正しい記述）2020 年以外にも、最も暑かった年が他にも 2 年間あるとされている。 
（正しい記述: 15 点） 
 

c) 正誤）× 
正しい記述）10 年に 1 度の頻度で、通常の気象の定義は変更されるので、異常気象層の定義も変わる。 
（正しい記述: 15 点） 
 

d) 正誤）× 
正しい記述）北アメリカの南西部では、湿度は下がると予測されている。 
（正しい記述: 15 点） 
 
 
 

問２ 
気温が上昇し蒸発率が高くなることで大気中の湿度が上がると、 
例えば、 
・菌類の成長が促進されて、日本各地できのこ類の産出額が増え、日本の農林水産業に影響を与える 
・運動中の熱中症リスクが高まるのでスポーツドリンク類の売り上げが増加する 
・家庭起源のごみにも湿気が多くなるので、燃やす際に必要な化石燃料が増えエネルギー需給がひっ迫する 
など（論理性と独自性を基準に採点する。）。 

（下線部: 5 点、論理性: 10 点、独自性: 5 点、計 20 点） 
 
 
 
問３ 
「もはや気温に限った話ではなくて、大気、海、氷原、生物がすむ環境、などにおける多くの変化の話であって、

それらすべてはこれから温暖化が進む私たちの世界に関係する話である。」と Vose さんは述べている。 
（訳の正確性: 10 点、文章表現力: 10 点、計 20 点） 
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