2021 年度 A-Ⅰ日程 【英語】解答
問１【リスニング】
Section 1
(1) 3（2 点）
放送文 A: Excuse me. Do you have any Nike tennis shoes?
B: I'm very sorry, but we don't have any today. However, we will have some next week. If you
give me your name and phone number, I could call you when they arrive.
A: That's ok. I'll just come back again at the end of next week.
Q: What will the man do?
解説 店頭での会話文。在庫がないことに対し、最後の文で次の週にどのような行動をとるかを述べている。

(2) 2（2 点）
放送文 A: Hi, Bob. How was your trip to Italy?
B: It was wonderful! Next summer I'll go to France.
A: You travel a lot! What other countries have you been to?
B: I've been to Australia, Canada and Mexico.
Q: Where will Bob go next summer?
解説 夏の休暇のプランについて話している。B が Next summer, I’ll go to France.と話しているので 2 が正解。

(3) 4（2 点）
放送文 A: You're late, Michael. The movie has already started.
B: I'm very sorry, Linda.
A: Did you wake up late, again?
B: No, I didn't. After I finished breakfast, I looked for my keys, but I couldn't find them.
Q: Why was Michael late?
解説 マイケルが待ち合わせに遅れた件についての会話文。Did you wake up late, again?のあと、遅刻した理由を
述べている。よって 4 が正解。
(4) 2（2 点）

放送文 A: I went to England 5 times last year.
B: Did you go there for work?
A: Yes. I also go to Russia twice a year.
B: I've been there. I stayed for a month. I loved it!
Q: How often does the man go to Russia?
解説 質問はロシアに訪れる頻度。会話文内で I also go to Russia twice a year.と言っているので 2 が正解。

(5) 3（2 点）
放送文 A: Let's take the bus to the park, today.
B: It's sunny, so why don't we ride our bikes or use our skateboards?
A: My bike's broken and my brother has my skateboard. Do you want to walk?
B: Ok.
Q: How will they go to the park?
解説 自転車かスケートボードで公園に向かうという提案に対して、理由を述べたうえで徒歩を提案している。
また、それに対して B は Ok.と答えているので 3 が正解。
Section 2
(1) 1（2 点）
放送文 Mary likes music and art. She practices her guitar every day after school, and she has a guitar
lesson, downtown, every Sunday morning. She also likes to draw pictures. On Saturdays, she
usually goes to the park and draws pictures of nature.
Q: What does Mary usually do on Saturdays?
解説 メアリーが好きなものと合わせて週末に行っていることを紹介している。その中で、メアリーは土曜日
には公園に行って自然の絵を描いているといっている。
(2) 3（2 点）
放送文 I'm travelling around Europe. On Saturday, I'll go to the Louvre Museum in Paris. On Monday, I'll go to
the British Museum in London. On Tuesday, I'll visit Rome and on Wednesday, I'll take a train to Germany.
Q: Where will the woman go on Tuesday?
解説 ヨーロッパに旅行に行ってからのスケジュールについて話をしている。その中で、火曜日はローマに
訪れるといっている。

(3) 4（2 点）
放送文 Recently, Ayako has had trouble with her eyes. When she watches TV for a long time, she gets a
headache. At school, she sometimes has trouble reading the blackboard when the teacher

writes

something. When she told her father about this, he said that she might need glasses. Ayako will go to an
eye doctor on Saturday to have her eyes tested.
Q: What did Ayako's father tell her?
解説 あやこの視力について話をしている。彼女が父親に学校での出来事を話したとき、彼は、彼女には
メガネが必要だろうといった。
(4) 1（2 点）
放送文 George often helps his mother do the cooking and cleaning at home. Last week, he cooked a
meal by himself for the first time. His mother watched him, but he did not need any help.

George was

happy because the whole family enjoyed the meal. Now, George wants to study to become a chef when he
grows up.
Q: What did George do last week?
解説 ジョージは母の料理と掃除を手伝っている。先週、初めて彼自身が食事を作った、と言っている。

(5) 4（2 点）
放送文 Yukino likes studying languages. She learned French at elementary school when she was little, and she
studied English at junior high school. Now, she's studying Spanish at a language school. She wants to work
in Spain, so she's studying hard.
Q: Where does Yukino want to work?
解説 ゆきのがこれまで学んできた言語について話している。現在 Spanish を学習していて、将来は Spain で
働きたいといっている。よって、4 が正解。
問2
(1) 4 (1 点)
解説 ～も
(2) 3 (1 点)
解説

3 人称単数 過去

(3) 4 (1 点)
解説

どれくらいすると・・・

(4)

2

(1 点)

解説

～を恐れる

(5) 4 (1 点)
解説

～に接近する

(6) 2 (1 点)
解説

～することに慣れる

(7) 2 (1 点)
解説

もちろん

(8) 1 (1 点)
解説

主格の関係代名詞

(9) 1 (1 点)
解説

不定詞形容詞的用法

(10) 3
解説

(1 点)

名詞を修飾する過去分詞

(11) 3 (1 点)
解説

現在完了 ～へ行ったことがある

(12) 1 (1 点)
解説
(13)
解説

不定詞意味上の主語
2

(1 点)

比較級

(14) 1 (1 点)
解説
(15)
解説
(16)
解説

メッセージを預かる
4

(1 点)

どうしたんですか？
1

(1 点)

～を世話する

問3
(1) 2
解説

(2 点)
わかりません

(2)

1 (2 点)

解説

もっと小さいのはありますか

(3)

いつ降りればよいか教えてくれますか (2 点)

解説
(4) 4
解説
(5) 3
解説

(2 点)
いつ配達してもらえますか
(2 点)
遠慮しないで

問4
(1) ア―ウ
解説

(2 点)

are able to

(2) ア―カ

(2 点)

解説 makes us happy
(3) ア―カ

(2 点)

解説 was reading
(4) エ－カ

(2 点)

解説 to see her
(5) エ－ウ

(2 点)

解説 keep playing
(6) イ－ウ

(2 点)

解説 is interested in
(7) イ－エ

(2 点)

解説 as soon as
(8) オ－イ

(2 点)

解説 three times a year
(9) イ－オ

(2 点)

解説 want you to
(10) ア－ウ

(2 点)

解説 感嘆文

問5
(1) 3

(2 点)

解説

You can choose either delivery or pick up.

(2)

2 (2 点)

解説 You can get 10% discount for all your shopping.
(3)

3 (2 点)

解説 Your orders ･･･ two days after placing your orders.
(4)

1 (2 点)

解説 Food market online offers most products and ･･･。

問６
(1) ２ (2 点)
解説

1 つ目のメールの第１段落 3 文目に、
「COVID-19 の突発的な発生」とあり、ここで話題になっているの

はコロナ・ウイルスが流行している状況においての互いの安全確認だとわかる。
(2) ３ (2 点)
解説 1 つ目のメールの第２段落 2 文目と 3 文目で、
「スキヤキとあなたの国で呼ばれた、坂本九の曲のユーチュ
ーブのリンクを添付している。
」と述べている。
(3) １ (2 点)
解説 2 つ目のメールの前半部分で、John が坂本九の曲が 1960 年代のアメリカでの人気があったことについて
述べている。また、それに対して、Kyoko が 3 つ目のメールの 1 文目で「John が坂本九についてよく知ってい
るので驚いた。
」と返している。
(4) ４ (2 点)
解説 1 つ目のメールおよび 3 つ目のメールそれぞれの最後の文で、Kyoko は John とその家族が健康でいること
を祈っている。問題文の（

）内に最も適切な形容詞を選ぶ。

問７
(1) ３ (2 点)
解説

第一段落 2 文目に、
「7 日後にニューヨークに到着する予定だった。」とあり、目的地はニューヨークだと

わかる。

(2) １ (2 点)
解説 第３段落４文目に「氷山の一部しか海面上に出ていず、大部分は海面下にある。
」と述べ、3 文目の「氷山
は船にとって危険である。
」という文の理由を説明している。
(3) １ (2 点)
解説 第４段落の最後の文に「船が氷山に衝突し、ゆっくり海に沈み始めた。
」とあり、第５段落 1 文目で「すべ
ての人々は船をすぐに離れなければならなかった。
」と述べられている。
(4) ２ (2 点)
解説 第７段落中のエバンスさんの言葉の引用部分に、
「私は船に戻ります。私は結婚していないし、子供たちも
いません。
」とある。

問８
(1)

Yes, it is. / No, it isn’t (is not).

(2 点 部分点あり)

解説

Is English～?と聞かれているので、Yes か No で答え、その後 3 語以上になるように it is または it isn’t

まで答える。English を代名詞に置き換えることがポイント（換えていない場合は減点）。
(2)

Yes, I can. / No, I can’t.

(2 点 部分点あり)

解説

(1)と同様に Yes か No で答える。

(3)

It is blue. / I like blue. (解答例)

解説

My favorite color is blue. は減点。質問文の your favorite color を代名詞に置き換えることがポイント。

(4)

I watch it [TV] after dinner.（解答例）

解説

テレビを見る習慣の時間帯を尋ねられているので、だいたいの時間について主語と動詞のある文で答え

(2 点 部分点あり)

(2 点 部分点あり)

る。
「at nine(9 時に)」などと答えるのは減点。
(5)

I play tennis with my friends.

/ I read a book.（解答例）

(2 点 部分点あり)

解説

自由時間にすることを聞いている。主語と動詞のある文で答える。習慣的にすることなので、現在形を

使用することがポイント。
英文で答えるため、大文字と小文字をはっきりと書き分けること。また、ピリオド、コンマ、アポストロフィ
ーなどのパンクチュエーションまで丁寧に書くことが大切である。Yes/No で答える疑問文については、Yes か
No で答えられていることが基本である。また、設問に、
「3 語以上の英語で答えること」とあるので、3 語以上
になっていなければ減点となる。

