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問３　The discovery of natural mummies

　　A．gave the Egyptians the idea of man-made mummies.

　　B．forced the Egyptians to stop making mummies.

　　C．caused the Egyptians to think of building pyramids.

　　D．gave the Egyptians the idea of letting dead bodies rot away in the sand. （　　　　）

問４　The craft of mummy making

　　A．had nothing to do with the idea of preparing a person for immortality.

　　B．was perfected and accepted all over Egypt.

　　C．did not receive acceptance all over Egypt.

　　D．was not good enough to preserve dead bodies from decay. （　　　　）

問５　The ancient Egyptians thought that

　　A．death was the end of a person’s existence.

　　B．death was the last stage in a person’s life cycle.

　　C．they could become immortal even if they failed to pass a series of tests.

　　D．they had to overcome great difficulties on their journey to immortality. （　　　　）

問６　下線部⑴の英文を日本語に直しなさい。
　　　 

　　　 

問７　下線部⑵の thisが指しているものを，本文の中から抜き出しなさい。
　　　 

問８ 　下線部⑶の英文が「それは，人があの世で新たな存在への旅を始めようとしていることを表す，彼らなりの言
い方だった。」という意味になるように，（　）内の語句を正しく並べ替えなさい。

　　It was their way   in the afterlife.

pass a

heir jou

い。

this

⑶の英文が「それは，人があの世で新たな存在への旅
」という意味になるように，（　）内の語句を
way SSam

Sammpleple
mp

test

mmortality.tality.

るものを，本文の中から抜き出しなさいを，本文の中から抜き出しなさ

それは，人があの世で新たそれは，人があの世
味になるように，（　になるよ
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問１　下線部⑴について，
　ⅰ　なぜ筆者がこのように述べているのか，その理由を３つ挙げなさい｡
　　　 

　　　 

　　　 

　ⅱ　その状況は現在どのように解消されているのか述べなさい｡
　　　 

　　　 

　　　 

問２ 　次の名前の組み合わせの中で，明らかに同じと考えられない名前の組み合わせを，次の⒜～⒡の中から１つ選
びなさい。

　　⒜　Steven，Stephen ⒝　Catherine，Katherine ⒞　Christine，Christina

　　⒟　Francis，Frances ⒠　Pete，Peter ⒡　Beth，Elizabeth （　　　　）

問３　surname / family nameはどのような理由によってつけられるようになったのか，述べなさい。
　　　 

　　　 

　　　 

問４　アメリカ式とイギリス式のmiddle nameのつけ方の慣習をそれぞれ述べなさい｡
　　　 

　　　 

　　　 

問５　middle nameが複数つけられる場合があるが，その理由を２つ挙げなさい｡
　　　 

　　　 

問６ 　下線部⑵について，この子供の 10 番目と 20 番目に来る英語の名前の例を１つずつ挙げなさい｡ 本文から引用
してもよい。

　　10 番目　 

　　20 番目　 

ine tin

Beth

てつけられるようになったのか，述べなさ

リス式

am その理

この子供

SSamplelepleple

Sam
Sam
Sa

うになったのたの

e nameのつけ方の慣習をそれぞれ述べのつけ方の慣習をそれぞ

つけられる場合があけられる


