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外国語試験問題 問題用紙

問題 次の英文を読み、後に続く各間に答えなさい。
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What is pursed lip breathing used fOr?
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lIhy do pursed. I ip breathing?
Pursed lip breathing can help iTnprove aud. control your breathing in several ways,

inclutling:

' relieving shorttress of breath by slowing the brqath rate

' keeping the airwayb open longer, which decreases the worl that gges into breathing

' imfroving ventilation by moving old air (carbon dioxid.e) trapped iu the lungs out and

melring lssm for new, fresh o:irygetr

In ad.dition to the lung benefits you can get from pursed lip breathing, it can also lead. to

overall relaxation. By taking consistent, deep breaths, you can cnlni the central nervous

systgm, which has a relaxing effect on your entire boity. lbis can help reduce stress and

anxiety.

<omit the last part>

tHA : Pursed Lip Breathing, Med.ically reviewed. by Stacy Sampson, DO on June 3,

2OL7 
-Written 

byAna Gotter, Healthline Newsletter.

http s ://www.healthline.cpm/heatth/purqed'lip -breathing)
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間 1  下線部①～⑤を和訳しなさい。

問 2 pwsed �p breathingによりどのような効果が期待できる力、 本文中で述べられ

ている内容tを 100字程度で要約しなさい。 ・
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注 意 事 項 _<外国語試験)

1 外国語の試験時間は、9時20分～10時50分です。

2 英和辞典の持ち込み及び使用を認めます (付箋等が貼られていないもの)。 ただし、

電子辞書の使用は認めません。

3 試験問題用紙の表紙が願書提出時の選抜区分 (「社会人特別選抜」)であることを確

認してください。

4 問題用紙は 2枚、解答用紙は 2枚です。

5 すべての解答用紙の所定の欄に、必ず受験番号・氏名を記入してください。

6 解答は、すべて解答用紙に記入してください。ただし、※印欄には記入しないてくだ

さい。

7 問題用紙・解答用紙に不鮮明な部分や汚れなどがある場合は、声を出さずに手を挙げ

て、監督員の指示に従ってください。

8 試験中に質問や用便などの用件がある場合も、声を出さずに手を挙げて、監督員の指

示に従ってください。 .

9 試験開始後、30分間は途中退場を認めません。30分経過後、途中退場する場合は、監

督員の指示に従い、解答用紙を監督員に提出したのち退場 してください。

10 問題用紙・解答用紙を持ち帰ることはできません。

11・ 不正行為や、他の受験生に迷惑となる行為をした場合は、退場させることがありま

Jト
,。


