
令和４年度　第一薬科大学【薬学部】６年制学科 
一般選抜試験問題［Ⅰ期］第２回

試験選択科目 化　学 生　物 物　理 数　学 英　語
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験
番
号
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名

令和４年１月 26 日（水）　　10 時 00 分～12 時 00 分

［注意事項］
 1 ． 受験票は机の前方に常に提示しておくこと。
 2 ．  机の上には，鉛筆，消しゴム，時計のほか予め許可されているもの以外は置か

ないこと。
 3 ．  携帯電話，スマートフォン，腕時計型端末等の電子機器類は必ず電源を切っ

て，かばんの中にしまうこと。（アラーム等の音がでる設定は解除すること。）
 4 ．  開始の指示にしたがって，直ちに問題冊子および解答用紙を確認すること。
  化学は 1 ～ 11 ページ，生物は 13 ～ 26 ページ，物理は 27 ～ 35 ページ，数学は 

37 ～ 42 ページ，英語は 43 ～ 53 ページである。解答用紙は試験選択科目ごと
に 1 枚，合計 2 枚である。

 不備な点があれば，手をあげて監督者に知らせること。
 5 ．  はじめに問題冊子の試験選択科目欄に選択した科目を丸でかこみ，受験番号，

氏名を記入すること。解答する科目は必ず受験票と同じものを選択すること。
 6 ．  つづいて解答用紙に受験番号，氏名，受験地，試験科目を記入し，受験番号欄

をマークすること。
 7 ．  解答用紙に正しく記入・マークされていない場合は，採点できないことがあ

る。ダブルマーク（一列にマークを二つ塗る）されている場合は，採点の対象
外になる。

 8 ．  記述式問題の解答は解答用紙裏面に途中計算も含め，読みやすいように丁寧に
書くこと。

 9 ．  問題冊子の空白部分はメモや計算などに適宜使用してよいが，切り離してはい
けない。

10 ．途中退出は認めない。
11 ．問題冊子および解答用紙は，いずれも持ち出してはならない。

試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。
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問１　下図は光学顕微鏡を用いてある倍率で観察した時の視野で見られる対物と接眼，

2種類のミクロメーターである。なお，対物ミクロメーターには1 mmを100等分し

た目盛りがついている。

20

接眼ミクロメーターの目盛り

対物ミクロメーターの目盛り

A B

30 40

　　　次の文章中の（ア）と（イ）に当てはまる数値の正しい組合せはどれか。

　　　ABの長さは（　ア　）μmであり，接眼ミクロメーター 1目盛りの長さは 

（　イ　）μmである。

（ア） （イ）
１ 7 2.9　　
2 7 0.35　
3 70 0.29　
4 70 3.5　　
5 700 0.029
6 700 35　 　　　

設問は20題ある。

解答はそれぞれの設問の選択肢の中から１つ選び，解答用紙に

問１〜問20の該当する箇所を鉛筆でぬりつぶすこと。
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問２　次の細胞骨格タンパク質の種類と直径の正しい組合せはどれか。

種類 直径
１ アクチンフィラメント 約7 nm
2 アクチンフィラメント 約25 nm
3 微小管 約7 nm
4 微小管 約8 ～ 12 nm
5 中間系フィラメント 約7 nm
6 中間系フィラメント 約25 nm

問３　次のヒトの血液の中で，最も酸素を多く含む血液と最も酸素を少なく含む血液の

正しい組合せはどれか。

酸素が最も多い 酸素が最も少ない
１ 上大動脈血 下大静脈血
2 下大静脈血 上大動脈血
3 肺動脈血 肺静脈血
4 肺静脈血 肺動脈血
5 上大動脈血 肺動脈血
6 上大動脈血 肺静脈血
7 肺動脈血 下大静脈血
8 肺静脈血 下大静脈血

問４　次の脳の部位の機能に関する文章の中で，正しいものはどれか。

1　大脳は，自律神経の最高中枢として体内環境の状態を一定に保つ。
2　中脳には，感覚中枢や精神活動の中枢がある。
3　間脳には，筋運動を調節し，からだの平衡を保つ中枢がある。
4　小脳には，眼球の運動を調節する中枢，睡眠に関わる中枢がある。
5　延髄には，呼吸運動や心臓の拍動を支配する中枢がある。
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問５，問６　窒素代謝に関する以下の設問に答えよ。

問５　下図は，土壌中の窒素化合物が吸収されて植物体内でアミノ酸に組み込まれる

過程を示したものである。図中の空欄（ア）～（カ）に当てはまる語句の正しい

組合せはどれか。

土壌中

（ア）

（イ）

（ウ）

（ア）

（イ）

（エ）

（オ）

（エ） 有機酸

アミノ酸（カ）

（ウ）

植物体内

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ）

１ NO2
- NH4

+ NO3
- グルタミン グルタミン酸 ケト酸

2 NO2
- NO3

- NH4
+ グルタミン グルタミン酸 ケトグルタル酸

3 NH4
+ NO3

- NO2
- グルタミン グルタミン酸 ケト酸

4 NH4
+ NO2

- NO3
- グルタミン酸 グルタミン ケトグルタル酸

5 NO3
- NO2

- NH4
+ グルタミン酸 グルタミン ケト酸

6 NO3
- NH4

+ NO2
- グルタミン酸 グルタミン ケトグルタル酸

問６　ある植物を土壌で生育させたところ，土壌から吸収された窒素の65％がタン

パク質に取り込まれて，15 gのタンパク質が植物体内で合成された。タンパク質

中の窒素量を16％とし，根から吸収された窒素をすべて硝酸イオン（NO3
-）とす

ると，吸収された硝酸イオンは何gか。最も近い数値を選べ。ただし，NおよびO

の原子量をそれぞれ14および16とする。

1　1　　　 2　3　　　 3　6　　　 4　10　　　 5　16　　　 6　32
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問７　翻訳に関する以下の文章の空欄（ア）～（ウ）に当てはまる語句の正しい組合せ

はどれか。

　　　mRNAがもつ遺伝情報は，（　ア　）種類の塩基が1列に多数並んだ部分に含まれて

いる。その情報をタンパク質の（　イ　）配列という情報に変換する過程が翻訳であ

る。タンパク質を構成する（　イ　）は，全部で（　ウ　）種類存在する。

（ア） （イ） （ウ）
１ 2 アミノ酸 20
2 2 リボソーム 10
3 3 アミノ酸 10
4 3 リボソーム 20
5 4 アミノ酸 20
6 4 リボソーム 10

問８　両生類の発生に関する以下の文章の空欄（ア）～（エ）に当てはまる語句の正し

い組合せはどれか。

　　　両生類の受精卵は卵割を繰り返して，桑実胚期を経て（　ア　）期になる。この時

期には胚の動物半球中央部に（　ア　）腔という空所が発達している。その後，胚の

植物半球側の一部で表面細胞が内部に陥入し，原腸を形成し，原腸胚期になる。この

陥入部は（　イ　）と呼ばれる。この時期に胚全体を包む細胞層が（　ウ　）胚葉，

原腸の床をなす細胞層が（　エ　）胚葉である。

（ア） （イ） （ウ） （エ）
１ 胞胚 原口 内 中
2 胞胚 原腸 中 外
3 胞胚 原口 外 内
4 原腸胚 原腸 内 外
5 原腸胚 原口 中 内
6 原腸胚 原腸 外 中
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問９　次の文章の空欄（ア）～（オ）に当てはまる語句の正しい組合せはどれか。

　　　人の体温調整には自律神経が大きくかかわっている。例えば体温が低下すると，皮

膚の温度受容器が刺激されその情報は（　ア　）神経によって脊髄を通って脳に伝わ

る。脳の（　イ　）にある視床下部で感知される。すると（　ウ　）神経の活動が高

まり，皮膚の血管を（　エ　）させるとともに立毛筋を収縮させ熱の放散を（　オ　）

する。

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ）
１ 交感 大脳 感覚 収縮 放散
2 求心 小脳 遠心 拡張 抑制
3 遠心 間脳 副交感 拡張 促進
4 感覚 間脳 交感 収縮 抑制

問10　次の内分泌器官とそこで産生されるホルモンについて誤っている組合せはど 

れか。

ａ　脳下垂体前葉 ― 甲状腺刺激ホルモン

ｂ　脳下垂体後葉 ― 副腎皮質刺激ホルモン

ｃ　甲状腺 ― チロキシン

ｄ　副甲状腺 ― プロラクチン

ｅ　すい臓ランゲルハンス島 ― グルカゴン

ｆ　副腎髄質 ― アドレナリン

ｇ　副腎皮質 ― パラトルモン

ｈ　視床下部 ― プロゲステロン

1　（ａ，ｃ，ｆ，ｇ）	　　　 2　（ｃ，ｅ，ｆ，ｈ）	
3　（ｂ，ｄ，ｇ，ｈ）	　　　 4　（ａ，ｂ，ｄ，ｅ）	
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問11　鶏のササミ肉から調製したグリセリン筋を繊維にして長さを測定したところ， 

20 mmだった。その繊維にATP液を滴下したところ15 mmに収縮した。このグリセ

リン筋の収縮率として正しいのはどれか。

1　15％　　　 2　25％　　　 3　14％　　　 4　30％

問12　次の神経とそのはたらきについて誤っている組合せはどれか。

1　感覚神経	 ―	 受容器からの情報を中枢に伝える。	
2　運動神経	 ―	 中枢からの情報を効果器に伝える。
3　交感神経	 ―	 中枢からの情報を内蔵に伝える。
4　副交感神経	 ―	 内臓からの情報を中枢に伝える。
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問13　植物ホルモンのエンドウの茎の成長作用を調べるために，エンドウ豆の芽ばえか

ら長さ10 mmの茎切片を切り取り，ａ～ｄの条件で茎切片を24時間培養した後，各

茎切片の長さと重さを測定して培養前後で増加した割合 （%） を求めたところ，図の

ような結果が得られた。

ａ　植物ホルモンを含まない培養液

ｂ　ジベレリンを含む培養液

ｃ　オーキシンを含む培養液

ｄ　オーキシンとジベレリンの両方を含む培養液

100

80

60

40

20

0

茎の重さ

ジベレリン
オーキシン

（－）（＋）（－）（＋）
（－）（－）（＋）（＋）

（－）（＋）（－）（＋）
（－）（－）（＋）（＋）

培
養
前
後
で
増
加
し
た

割
合
（
％
）

茎の長さ

　　　この実験結果に関する記述として最も適当なものを1つ選べ。

　　　ただし，植物ホルモンは成長に適した濃度で使用し，実験期間中に茎切片の細胞数は

変化しなかった。

1　ジベレリンは茎切片の伸長を抑制し，オーキシンは伸長を促進する。
2　ジベレリンだけでは茎切片の伸長と茎径のいずれにも影響しない。
3　オーキシンは茎切片の伸長を促進するが，茎径を拡大させない。
4　ジベレリンはオーキシンによる茎切片の伸長の抑制効果を阻害することで，

伸長を促進させる。
5　オーキシンだけで茎切片の伸長が促進され，ジベレリンによってさらに伸長

が促進される。
6　オーキシンだけでは茎切片の伸長が促進されず，オーキシンとジベレリンが

ある場合にのみ伸長が促進される。
7　オーキシンだけで茎切片の伸長が促進され，ジベレリンによってさらに伸長

が促進されることはない。
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問14　ある酵素の反応を観察したところ，図のように反応速度v は，基質濃度[S]を増

やしていくと上昇し，ある基質濃度以上で反応速度 v はほとんど大きくならなく

なった。この時の反応速度を最大反応速度 （Vmax）という。また，Vmaxの半分の反

応速度になるために必要な基質濃度をKmという。

基質濃度［S］Km

Vmax

0

反
応
速
度
v

　　　次の文章の空欄（ア）～（エ）に当てはまる語句の正しい組合せはどれか。

　　　図のような反応を示す酵素に競争的阻害薬を作用させた場合，薬を作用させてないと

きに比べてVmaxは（　ア　）を，Kmは（　イ　）を示す。一方，非競争的阻害薬を 

作用させた場合，薬を作用させてないときに比べてVmaxは（　ウ　）を，Kmは 

（　エ　）を示す。

（ア） （イ） （ウ） （エ）
１ 高値 低値 低値 高値
2 高値 低値 高値 低値
3 高値 変わらない値 変わらない値 高値
4 低値 変わらない値 変わらない値 変わらない値
5 変わらない値 低値 低値 高値
6 変わらない値 低値 変わらない値 低値
7 変わらない値 高値 低値 変わらない値
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問15　被子植物において，400個の精細胞をつくるためには，最低でも何個の花粉母細

胞が必要か。

1　12.5　　	 2　25　　	 3　50　　　
4　100　　	 5　200　　	 6　400

問16　光合成に関する説明である。空欄（ア）～（エ）に当てはまる語句の正しい組合

せはどれか。

　　　光合成は，光エネルギーを利用して（　ア　）を合成する反応系である。

　　　さらに，並行して（　イ　）を分解して（　ウ　）を放出し，（　エ　）を有機物に

つくりかえる炭素同化を行う反応である。

（ア） （イ） （ウ） （エ）
１ ATP 二酸化炭素 酸素 ADP
2 ATP 水 酸素 二酸化炭素
3 ATP 水 酸素 ADP
4 グルコース 水 酸素 二酸化炭素
5 グルコース 二酸化炭素 酸素 ADP

－9－－23－



問17，問18　免疫に関する以下の文章を読んで，設問に答えよ。

　　　過敏な免疫反応により，生体に不都合が生じることをアレルギーという。アレルギー

には，原因物質であるアレルゲンの刺激により直ちに症状が現れる即時型アレルギー

と1～2日後に症状が現れる遅延型アレルギーとがある。

　　　（a）即時型アレルギーは，血液や皮膚，腸などに存在する（　ア　）とアレルゲンに

対する抗体が関係してアレルギー症状が現れる。時に，急激な血圧低下や意識低下な

ど，（　イ　）ショックと呼ばれる強い症状が現れることがあり，医師からエピペンと

呼ばれる（　ウ　）自己注射薬を処方される場合がある。

　　　遅延型アレルギーでは，ゆっくりと身体じゅうで炎症が進行し，さらに気づかずにそ

の食物を食べ続けることによって慢性的な炎症となる。即時型アレルギーに関係する

抗体とは別のものが関係しており，倦怠感・体調不良の原因が遅延型アレルギーであっ

たということもある。

問17　文章中の空欄（ア）～（ウ）に当てはまる語句の正しい組合せはどれか。

（ア） （イ） （ウ）

１ マスト細胞 アナフィラキシー インスリン

2 マスト細胞 アナフィラキシー アドレナリン

3 マスト細胞 アドレナリン インスリン

4 マスト細胞 アドレナリン アドレナリン

5 マクロファージ アナフィラキシー インスリン

6 マクロファージ アナフィラキシー アドレナリン

7 マクロファージ アドレナリン インスリン

8 マクロファージ アドレナリン アドレナリン
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問18　下線部（a）で記述した即時型アレルギーの一種である花粉症は，かゆみ，鼻

水，くしゃみ等の症状がある。関与する抗体と（　ア　）から分泌されるアレル

ギー反応を引き起こす物質の正しい組合せはどれか。

1　IgＡ ‐ サイトカイン　　 2　IgＡ ‐ ヒスタミン　　　

3　IgＡ‐アスピリン　　	 4　IgＥ ‐ サイトカイン　　　

5　IgＥ ‐ ヒスタミン　　 6　IgＥ‐アスピリン

7　IgＧ ‐ サイトカイン　　 8　IgＧ‐ヒスタミン

9　IgＧ ‐ アスピリン　　　

問19　生存曲線に関する以下の記述のうち，誤っているものはどれか。なお，生存曲線

のグラフは，横軸を相対年齢（右側が高い） ，縦軸を生存個体数（上側が多い）と

する。

1　一般に，生存曲線とは，総個体数を1,000として，年齢と共に変化する生存

個体数の変化をグラフで示したものである。
2　一般に，生存曲線のグラフの縦軸の目盛は，対数で表記される。
3　生存曲線のグラフにおいて，右上がりになる場所は絶対にない。
4　生存曲線のグラフにおいて，小型の鳥類やトカゲは平均型となる。
5　晩死型の種の生存曲線のグラフは，早死型，平均型のグラフに比べて，縦

軸，横軸に近づいた形の曲線である。
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問20　次の文章中の空欄（ア）～（ウ）に当てはまる語句の正しい組合せはどれか。

　　　進化の過程で，光合成色素であるクロロフィルも多様性を持つようになった。原核

生物であるシアノバクテリアと同様にクロロフィルａのみを有する真核生物には 

（　ア　），クロロフィルａとクロロフィルｂを有する真核生物には（　イ　），クロロ

フィルａとクロロフィルｃを有する真核生物には（　ウ　）がいる。

（ア） （イ） （ウ）
１ 緑藻類 シャジク藻 褐藻類
2 緑藻類 シャジク藻 ミドリムシ類
3 緑藻類 ケイ藻類 褐藻類
4 緑藻類 ケイ藻類 ミドリムシ類
5 紅藻類 シャジク藻 褐藻類
6 紅藻類 シャジク藻 ミドリムシ類
7 紅藻類 ケイ藻類 褐藻類
8 紅藻類 ケイ藻類 ミドリムシ類
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－27－



－28－
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数　学
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英語は長文に合わせてとびら裏を白にしてもいいし、本文スタートしてもよい

英　語

－43－



－44－



	Ⅰ		（問１−問４）　下線部の発音がほかの三つと異なるものを、１～ 4のうちから一つ
選べ。

問１

　　　１　vice 2　kite   3　liver　   4　divide 

問２

　　　１　dealt　　 2　evening　 3　realize　    4　secret    

問３

　　　１　America　　 2　arrange　　 3　breath　  4　weapon

問４

　　　１　looked  2　mimicked  3　naked  4　helped  

設問は32題ある。

解答はそれぞれの設問の選択肢の中から１つ選び、解答用紙に

問１～ 32の該当する箇所を鉛筆でぬりつぶすこと。

合本型
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	Ⅱ		（問５−問８）　第一アクセント（第一強勢）の位置がほかと異なるものを、１～ 4
のうちから一つ選べ。

問５

　　　１　dessert　   2　hotel  3　guitar     4　island   

問６

　　　１　athlete  2　career  3　fatigue　　    4　sincere

問７

　　　１　agreement   2　engagement  3　excitement  4　management 

問８

　　　１　additional  2　fundamental  3　grammatical     4　historical  
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	Ⅲ		（問９―問18）　次の問（9～ 18）の（　　）に入れるのに最も適切なものを、そ
れぞれ下の１～ 4のうちから一つずつ選べ。

問９

　　　  The Internet is useful because we can find information （　9　） almost any 

topic. 

１　on 2　in 3　to 4　at

問10

　　　 Mary （　10　） her father. They both have brown hair and green eyes.  

１　is resembling to　 2　is resembling with

3　resembles  4　resembles with    

問11

　　　 （　11　） that examinations and interviews are over, we can relax for a while. 

１　Now 2　When 3　After 4　So

問12

　　　 The existing medical and nursing care systems will hardly be sustainable  

（　12　） as they are today. 

１　if leave 2　if leaving 3　if left　　 4　if to leave

問13

　　　 I always walk my dog along the beach, （　13　） the sea view. 

１　being enjoyed 2　enjoy 3　enjoying 4　with enjoying     
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問14

　　　 Tom is 70 years old, but looks very young （　14　） his age. 

１　at 2　for 3　in 4　on

問15

　　　  I donʼt think that I can tell you how to get to the store, as I （　15　） there 

before.

１　canʼt go　 2　donʼt go 3　havenʼt been  4　wonʼt be  

問16

　　　  I believe （　16　） youʼre saying is true, but there are many people who 

wouldnʼt. 

１　how 2　that 3　what 4　where

問17

　　　 （　17　） economically, the bottle will last for at least two months.

１　To use 2　Use  3　Used   4　Using   

問18

　　　�（　18　） invested wisely when I was young, I would be in much worse 

financial shape than I am in today.

１　If I had  2　When I 

3　Would that I had 4　Had I not    
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	Ⅳ		（問19―問22）　各問の１～ 5 の語を並び替えて空所を補い、文を完成しなさい。
ただし、解答は空欄（　ア　）～（　エ　）に入るものの番号を答えること。

問19　（　ア　）に当てはまる単語はどれか。

　　　 彼はやっと今、私のことを理解し始めている。

　　　 Itʼs (　　　) (　　　) (　　　) he (　ア　) starting (　　　) catch on to me.

１　just　　 2　is　　 3　now 4　that  　    5　to

問20　（　イ　）に当てはまる単語はどれか。

　　　確固とした決断を下すには、綿密な計画を立てる必要があります。

　　　  We (　　　) to (　　　) (　　　) our plans before we (　イ　) any (　　　) 

decisions.

１　need　  　 2　firm      3　out     　 4　make　 5　map

問21　（　ウ　）に当てはまる単語はどれか。

　　　そのプロジェクトを軌道に乗せるには長い時間がかかりました。

　　　It took a long (　　　) (　　　) (　　) the project (　ウ　) (　　　) ground.

１　off　　 2　get 3　time  4　to　　 5　the

問22　（　エ　）に当てはまる単語はどれか。

　　　携帯電話が故障したので、私は母に連絡できませんでした。

　　　  I couldnʼt  (　エ　) in (　　　) with my mother (　　　) my cellphone  

(　　　) (　　　).

１　since　　 2　get 3　touch  4　working 5　stopped
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	Ⅴ		（問23―問27）　次の英文を読んで各設問に答えよ。

　　When Mount Moto-Shirane in Gunma Prefecture ［問23］ erupted without 

warning on January 23, 2018, killing one person and injuring 11 others, the Japan 

Meteorological Agency was unable to issue an alert immediately after the eruption. 

The first one was issued about an hour later. The town of Kusatsu, the site of a ski 

resort near the volcano, only ［問24］      broadcast a disaster warning through a 

wireless system 50 minutes after eruption. 

　　Along with verifying what happened at the volcano, the agency needed to look 

into whether the volcano observation and alert system in the area ［問25］     . The 

government and the volcanologist community should re-examine the current 

monitoring and alert systems, and review ways to best respond to eruptions once 

［問26］ they have taken place. 
 (The Japan times), 一部改変 

Mount Moto-Shirane  元白根山　　Kusatsu  地名（草津） 
the Japan Meteorological Agency  気象庁

問23　Which word is similar to “erupt” in this sentence?

１　elute 2　explode 3　settle down 4　wash out

問24　 Which word fits the sentence?

１　managed to 2　happens to 3　become to 4　come to

問25　 Which word fits the sentence?

１　to work 2　works　 3　worked 4　working
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問26　 What does the word “they” mean in this sentence?

１　11 people

2　the Japan Meteorological Agency

3　volcanologists

4　eruptions

問27　 What would be the main idea of this passage?

１　活火山とアラートシステム 

2　気象庁とアラートシステム

3　無線放送とアラートシステム

4　群馬県とアラートシステム
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	Ⅵ		（問28―問32）　次の英文を読んで各設問に答えよ。

　　Medical experts generally agree that animals are good for your health. Pets are 

wonderful, loyal companions, especially if you live alone. Playing with your pet or 

taking your furry friend on a walk is great exercise. Pets help reduce loneliness and 

stress.

　　Not all animals are pets. Some dogs work with the police or military in 

specialized K-9 units. Others are certif ied therapy animals. Along with their 

owners, they visit patients in hospitals and nursing homes. Some colleges let 

students ［問28］ interact with therapy animals during exam week. These visits help 

reduce anxiety in patients and students alike.

　　Some animals help individuals with serious health problems. These service 

animals are trained for months, even years, so they can assist people with 

important daily activities. Letʼs look at some examples of service dogs. 

　　Guide dogs for the blind act as the ［問29］ “     ” for someone who cannot see. 

Hearing dogs alert deaf individuals to important sounds. Diabetic alert dogs let the 

owners know when their blood sugar level is low. Autism assistance dogs calm 

children during an emotional crisis. Psychiatric service dogs give emotional 

support to patients suffering from PTSD or depression.

　　My friend Ralph has Parkinsonʼs disease. Because of this degenerative 

disease, his balance is poor, and his walking is unsteady. But thanks to his 

wonderful service dog named Atlas, the quality of Ralphʼs life has improved. After 

18 months of training, Ralph and Atlas became a team. When walking, Ralph holds 

the handle on Atlasʼs harness. With this support, he feels safer and more confident. 

Now the two “guys” really enjoy taking a walk and stopping to chat with friends.

　　Donʼt you agree that companion animals make us feel happy and healthy?

 Healthy Habits for a Better Life (Seibido), 一部改変

furry  毛むくじゃらの K-9 units  警察犬チーム certified  認定された   
nursing home  老人ホーム diabetic alert dogs  糖尿病警告犬 autism 自閉症
psychiatric service dogs  精神支援犬　　PTSD  心的外傷後ストレス障害     
depression  うつ病　　　　　degenerative  退行性の　　　　　harness   ハーネス（胴輪）
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問28　What does the word “interact” mean in this sentence?

１　work 2　play 3　read 4　eat

問29　 Which word fits this sentence?

１　eyes 2　friends 3　ears 4　leader

問30　 What kind of animals warn patients about their blood sugar level?

１　hearing dogs

2　police dogs

3　psychiatric dogs

4　diabetic alert dogs

問31　When walking, why does Ralph feel safer and more confident?

１　Because the quality of Ralphʼs life has improved.

2　Because Ralph and Atlas enjoy taking a walk and stopping to chat with 

friends.

3　Because the two “guys” have lived together for 18 months.

4　Because holding the handle of Atlasʼs harness improves his balance.

問32　What is the main idea of this reading?

１　We should good take care of our pets.　　　

2　Service animals like dogs have many important jobs.

3　Companion animals improve our health and happiness.

4　All animals help people with serious health problems.
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