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令和3年度学力検査問題
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l解答用紙について

(1)解答用紙は1枚で，問題用紙にはさんであります。

（2）係の先生の指示に従って，所定の欄2か所に受検番号を書きなさい。

（3）答えはすべて解答用紙のきめられたところに，はっきりと書きなさい《

（4）解答用紙は切りはなしてはいけません。

（5）解答用紙の磯印は集計のためのもので，解答には関係ありません。

2問題用紙について

（1）表紙の所定の欄に受検番号を書きなさい。

（2）問題は全部で5間あり，表紙を除いて9ページです。

○最初に｢放送を聞いて答える問題｣を行います。

○印刷のはっきりしないところは，手をあげて係の先生に聞きなさい。

受検番号 第 番



1放送を聞いて答える問題(28点）

問題は,No.1～No.7の全部で7題あり，放送はすべて英語で行われます。放送される内容に

ついての質問にそれぞれ答えなさい。No.1～No.6は，衝間に対する答えとして蚊も適切なもの

を.A～Dの中から1つずつ選び，その記号を書きなさい。No.7は，それぞれの質問に英語で

答えなさい。放送中メモを取ってもかまいません。各問題について英語は2回ずつ放送されます。

【No.1～No.3](各2点）

Listentoeachtalk,andchoosethebestanswerforeachquestion.
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【No.4,No.5](各2点）

Listentoeachsituation,andchoosethebestanswerforeachquestion.

No.4

AWhichtrainshouldltakeforAsakusa？BWhyshouldlgotoAsakusa？

CWhattimeisitnow？DWhendoyouleavefbrAsakusaf

No.5

A

C

Whattimewillvoucomeback:
‐

Canyoubequiet？

BThankyouforlistening.

DI'vedonemyhomework

【No.6](各3点）

Listentotheguideoftheartmuseum,andchoosethebestanswerforquestions1,2and3.

(1)Question1

AOnthesecondfloor.

BOnthethirdfloor.

CNexttothemuseumshop.

DInfrontoftheentrance.

(2)Question2

AOnehundred.

BSixhundred.

CAboutonethousand.

DAbouttwelvethousand.

(3) Question3

Arestaurant.

Fourchildren.

Mountainsandtrees

AFrenchpainter.
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【No.7](各3点

ListentothetalkbetweenShotaandanALT.Ms.White,andreadthequestions.Thenwrite

theanswerinEnglishforquestions1.2and3.

（1）Questionl：WhatisShotagoingtodoatthelibrary？

Answer：Heisgoing（ )somebooks.

(2)Question2：WhydidMs､WhitechoosecomicsinJapaneseatfirst？

Answer:Becauseshewasnot( )Japaneseandthepicture

inthecomicshelpedheralot.

(3)Question3：WhatkindofbooksdoesMs・Whitelikethebest？

Answer:Shelikes( )booksthebest.
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2 Emiがアメリカでの留学から戻ったあと，アメリカに住む友人への手紙を英語で作成します。

〔日本語のﾒﾓ〕をもとに空欄[~ｽ司～「5司にあてはまる適切な'語を.それぞれ英語
で書きなさい｡なお｡空柵に~ｽ司～[－5司には省略した形や数字は使わないものとします。

(12点）

〔日本語のメモ：

ﾄニーヘ

お元気ですか。

私は日本に帰ってきましたが，みなさんと過ごした時間を決して忘れません。

アメリカでの学校行事は，とても楽しかったです。

私は10月にテストがあるので，今は一生懸命勉強しています。

私は将来何をするかをまだ決めていないので，それについてよく考えています。

またみなさんに会えることを楽しみにしています。

DearTony,

絵美

Howareyoudoing?IcamebacktoJapan,butIwillnever「ｽーｺmytime
witheveryone.Theschoolr百一intheU.S.werereallyf皿Ihaveatestio

rC,soI'mstudyingreallyhardnow.

Ihaven'tdecidedwhattodointhefutureDｺ,soIoftenthinkaboutit.
I'mlookingforwardtoseeingyouagain.

－3－

Yourfriend,

Emi

(各3点）



（
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ご
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） 次は，中学生のAyaが書いた英文です。これを読んで，間l～問5に答えなさい。＊印のついて

いる語には，本文のあとに〔注〕があります。(18点）

Oneday.myyoungerbrotherwasplayingwithsomeofmyold*toys.Mymotherbought

themformewhenIwasinelementaryschool,andIplayedwiththemeveryday.Mybrother

alsolovedthemverymuch.Oneofthemwashisfavoritetoy,ayellowtrain.Butsuddenly,the

trainstoppedrunning.Mybrothercouldn'tstopcrying.r丙可Mymothercouldn't*repair
itThenshefoundthe"toydoctor"inourcityontheInternetIlearnedthatthetoydoctor

repairsbrokentoys.

Thenextday,wevisitedthetoydoctorattherecyclingcenter.Thedoctorhadgrayhair

andwasasoldasmygrandfather."What'sthematter?"askedthedoctor,andsmiled.｢一百~1
Mybrotheranswered,"Mytoybroke.Canyourepairit,please?""OK,letmesee."Hestarted

*disassemblingthetoytrain.

Fiveminuteslater,hefinishedrepairingthetoy,andputitinmybrother'shands."OK,

（）2"saidthetoydoctor，Mybrotherturnedthetoyon,anditstartedrunning1“Wow1

Thankyousomuch!"Mybrotherjumpedforjoy「CThedoctorsaid."I'msurethis
trainisveryhappybecauseyouloveitsomuch."MymotherandI[hear/very/that/glad/

were/to1.

〔注]toy……おもちゃ

disassemble～……～を分解する

repair～……～を修理する

問1本文中の「ｽー]－「5－]のいずれかにAndofcourse,IalsofeltsadbecauseI
loveditという,文を補います｡どこに補うのが最も適切ですか｡「ｽーｺ～[－5コの
中から1つ選び，その記号を普きなさい。（3点）

問2下線部について，（

その記号を書きなさい。

アhowmany イ

）にあてはまる最も適切なものを，次のアーエの中から1つ選び．

(3点）

howlong ウwho'sthis Xhow'sthis

問3〔〕内のすべての語を，本文の流れに合うように，正しい順序に並べかえて書きなさい。

（4点）

問4本文の内容に関する次の質問の答えとなるように．（ )に適切な英語を書きなさいc

（4点）

Question：HowdidAya'smotherfindthetoydoctor？

Answer：ShefOundhim（

問5本文の内容と合うものを，次のアーエの中から1つ選び，その記号を書きなさい。（4点）

アAya'smotherboughtatoytrainforhervoungerbrother.

イAyaandhermotherwenttotherecyclingcenterwithherbrothertoseethetoydoctor.

ウAya'sbrotheraskedhisgrandfathertorepairthetoy.

工Thetoydoctorfoundsomethingwrongwiththetoy.buthecouldn'tdoanything.

－4－



4 次の回～囚はKana.ShigeoとALTのMr.Hillの会話と発表です｡これらを読んで.問l～
問8に答えなさい。＊印のついている語句には，本文のあとに〔注〕があります。（30点）

H(K""α,ShigeoandA"厩"αreta臓"*>

Shigeo:

Kana'

Mr.Hill

Kana:

Shigeo:

Mr.Hill

Shigeo:

Kana:

Shigeo:

Mr.Hill

Whatareyoudoing,Kana？

I'mcheckingmyhomeworkfor*homeeconomicsclass.Ihadtoplana*nutritious

breakfastforclass.IdrewapictureofmyfavoritebreakfastIt'sveryhealthy・Have

alook.

に囚．
Thankyou.Ilearneditisimportanttohavebreakfastinmyhomeeconomicsclass.

That'sright.

Shigeo,nextweekyouregoingtogiveaspeech,right？Whydon，tyougiveaspeech

aboutbreakfastinEnglishclass？

That'sagoodidea.IthinkIwill.

Havingbreakfastisagoodstarttotheday.Breakfastgivesusthe*energytostarta

newday.Iusuallymakebreakfastformyfamily,soIhavemadea*habitofgetting

upearly,too.

Reauy？That・sgreat1I，lllearnmoreaboutbreakfast

I'msureyou'lldowell・Iwillaskmyfriendsfromothercountriesabouttheirbreakfast

too.

〔注]homeeconomics……家庭科

energy……活力

nutritious……栄養のある

habit……習慣

問’空欄rｽ司にあてはまる最も適切なものを,次のｱー ｪの中から1つ選びその記号を
番きなさいo(3点）

TYoushouldbringyourhomeworkforyourclassagain.Kana.

イShigeohasdrawnthesamepicturebefore.

ウYoudrawverywell.Kana.

工ThispicturewasdrawnbyShigeo.

問2本文回の内容と合うものを,次のｱー ｴの中から'つ選びその記号を書きなさい。
（4点）

アShigeoshowedhispictureofbreakfasttoKanaandshelikedit

イThehomeeconomicsteacheraskedKanatogiveaspeechinclass.

ウMr.HilltoldShigeotogetupearlyeveryday.

工Kanausuallygetsupearlytomakebreakfast.

－5－



回く雌xtweek,Shigeogivesα”eechtohisclassmateshiEnglishclass.)

Doyouknowthe＊originalmeaningofthewordbreakfast？．､Breakfast”meansbreakinga

*fast.Manypeopledon'teatbetweentheirlastmealofthedayandbreakfastthenextday.so

thistimeislikeafastWhenpeoplegetupandhavetheirfirstmealoftheday,thismeal

"breaks"thefastWhenwegetup.weneednutritiousfood.Havingbreakfastgivesusenergy

fortheday.

Weareusuallyverybusyeverymorning,buttherearemanydifferentwaystomake

*preparingforbreakfasteasier.Forexample,wecanmakemorefoodfordinner,andputsome

ofitinthe*fridge.Youcaneatthisthenextmorningifyoudon'thavemuchtime.Mymother

saysthatthisisveryuseful．Ofcourse,youcanjustbuyfruitsorvegetables.Someofthem

Chave/cooked/be/to/don't1.IliketoeatbananasandsaladforbreakfastwhenIhaveto

gotoschoolearlier.

〔注]original……本来の

prepare……準備する

だんじき

fast……断食

fridge……冷蔵庫

問3〔〕内のすべての語を，本文の流れに合うように，正しい順序に並べかえて書きなさい。

（4点）

問4本文回の内容と合うものを,次のｱー ｴの中から1つ選び,その記号を書きなさい｡（4点）
TShigeobrokethedishesinthemorning.

イTheoriginalmeaningofthewordbreakfastwas"tobreakafast"

ウShigeo'smotherservesfruitsforbreakfasteverydav.

XShigeobuysfruitsandvegetableseverymorning.

固く舎批,sﾉ'tigeo'sspeech,A〃研"givesα”eechinEnglishclass.)

Ihavemanyfriendsfrommanyothercountries.Iaskedsomeofthemaboutbreakfastin

theircountries.Today.I'mgoingtotellyouaboutbreakfastaroundtheworld.

MyfriendfromIndiausuallyhasmanydifferentkindsoffoodforbreakfast.Hesaidmanv

peopleinIndiagetupearlytohaveagoodbreakfast.Peopleeatmanydifferentfoodslike

vegetablesouporpotatoesforbreakfast*dependingontheregion.

MyfriendfromSpainsaidmanypeopledon'tspendmuchtimeonbreakfastShealsohas

onlybreadandcoffeeforbreakfast・Shesaidsomepeoplehaveluncharoundtwoo･clockinthe

afternoon,sotheyusuallyeatsandwichesaroundeleveninthemorning.

Myfriendin*Thailandusuallybuyshisbreakfastatamarketeachmorning.Heusually

goestheretohavebreakfast.HesaidsomepeopleinThailandusuallygotheretohavebreakfast

too.Onepopularbreakfastfoodis*riceporridgewithseafoodoreggs.

Itisveryinterestingtolearnaboutbreakfastaroundtheworld・Breakfastshowsusmanv

*differencesinwaysoflifearoundtheworld.

〔注〕 dependingontheregion……地域によって
かゆ

riceporridge……粥

Thailand……タイ（国名）

difference……違い

ffl5Mr.Hiuは，世界中の朝食について知ることが興味深いのは，なぜだと述べていますか。日本語

で昔きなさいo(4点）

－6－





間8次は，後日のKanaとShigeoの会話です。自然な会話になるように.()に適切な4語

以_上の英語を書きなさい。（4点）

Shigeo:Hi,Kana.Imadebreakfastformyfamilyforthefirsttimeyesterdaymorning.

Kana：Goodjob,Shigeo．（）fbrbreakfast？

Shigeo:Imademisosoupandsalad.Andmymothermadesomeotherdishes.

Kana' That'sgreatCookingisreallyfun,right？

－8－



匡
一 次は，あなたが通う学校の英語の授業で.ALTのMs.Ellenが行ったスピーチです。これを読んで

間l～問3に答えなさい。＊印のついている語句には，本文のあとに〔注〕があります。(12点）

Today,I．mgoingtotellyouaboutmyhighschooldavs.

Myfathergavemesome*adviceatthattime.Firsthetoldmetofinishmyhomework

andthenenjoymyfreetime.Healsosaiditwasimportanttodecidewhattodoand*manage

mymoney.HesaidIhadtobe*responsible.

Ithoughtthatitwasimportanttohaveaplaneachday,soaftercomingbackfromschool,I

didmyhomeworkfirstIdidn'thavemanytests,butIhadalotofhomework.Ioftentookcare

ofsmallchildrennearmyhouse.Theirparentswere*busyworking,sotheyoftenaskedmeto

takecareoftheirchildren・Ofcourse,Ilovechildrenverymuch,butIwasverybusytaking

careofthem.Then,Ienjoyedmyfreetime!

Nextclass,we'lltalkaboutthingstodoinyourfreetime.

freetime？Pleasewriteaboutit．

Whatdovouliketodoinvour

〔注]advice……忠告

responsible……責任を果たせる

manage～……～を管理する

busy～ing……～するのに′忙しい

問l本文の内容に合うように，次の英文の（）にあてはまる雄も適切なl語を，本文中から

抜き出して書きなさい。（3点）

Ms.Ellenenjoyedherfreetime()shefinishedherhomework.

間2本文の内容と合うものを，次のアーェの｢|'から1つ選び，その記号を灘きなさい。（3点）

アMs.Ellenの父親は，彼女に，ひとりでは下校しないように言った。

-fMs.Ellenの父親は，仕事で忙しかったため，子供の世話を彼女に頼んだ。

ウMs.Ellenは，彼女の父親に，何をすべきかを決めることは重要だと言われた。

工Ms・Ellenは．彼女の父親に．宿題を手伝ってくれるように頼んだ。

問3下線部について，あなたはMs.Ellenに，あなたが自由時間にすることについて英語で紹介

する文を書きます｡〔条件〕に従い.Ms.Ellenに伝わるように,「ー]に3文以上の英文を
書いて，紹介する文を完成させなさい。（6点）

紹介する文

Today,I'mgoingtotellyouaboutmyfavoritethingstodoinmyfreetime,

Thankyou

〔条件〕①1文目は，あなたが自由時間に行うことを.Hikeに続けて，解答欄の①に書き

なさい。

②2文目以降は，①について具体的に，2文以上で解答欄の②に書きなさい。

(以上で問題は終わりです｡）

－9－
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( )forbreakfast:

No.］ No． No.2

No.4 No．

No.（
(1) (2) (3)

No.1

(1)

(2)

(3)

Heisgoing()somebooks.

Becauseshewasnot( )Japanese

andthepicturesinthecomicshelpedheralot

Shelikes( )booksthebest

問1
叙

問2
■

間3
■

Today.I'mgoingtotellyouaboutmyfavoritethingstodoinmyfreetime

①Ilike

②

Thankyou.1～3の計1～3の眉
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