
次の英文は、ミキ（Miki）さんが英語の授業で行ったスピーチです。これを読
んで、後の１から５までの各問いに答えなさい。

【ミキさんの原稿】

Last summer I visited America for the first time with my family. When we went into a
restaurant to have dinner, I was very hungry, but the food that came was too much. I couldn't
eat it all. I didn't know what to do. Just then the waiter came to us and said, "Do you need a
doggy bag? It's ①【 when / to / used / in / bag / you / want / a / restaurants 】 take some of
your food home. You can put it in a doggy bag and take it home." After this I started to
think about food waste in Japan.

Now, food waste is a big problem in Japan. In 2016, about 3.5 million tons of food was
thrown away by companies, restaurants, and stores, and about 2.9 million tons of food waste
came from our homes. Why do we have so much food waste? Food companies sometimes
make too much food and cannot sell some of it. Though ②[ ], stores throw it away
because the packages or labels are a little broken. Also, they may not sell their food because
its use-by date is coming soon. At home, we may cook too many dishes or ③[ ]

about the food we bought, and the food goes bad.
Recently, people have begun to think about many ways to reduce food waste. If the

use-by date of some foods is coming soon, some convenience stores sell them at low prices.
Some people have made useful applications for stores and restaurants. Some restaurants use
these applications when they have made too many dishes and want to sell them at low prices.
And you can find the restaurants on your smartphone. I think that this is wonderful for both
you and the restaurants. These are some of the good ways to solve this problem. Stores and
restaurants are doing something to reduce food waste. We also have to do something.
④ What should we do about it? Let's think about it. Thank you for listening.

(注）waiter：ウェイター ton(s)：トン thrown：throwの過去分詞
package(s)：包装 label(s)：ラベル use-by date：賞味期限
go(es) bad：腐る recently：最近 reduce：～を減らす
at low prices：低価格で application(s)：アプリ
smartphone：スマートフォン solve：～を解決する
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＊ 答えは、全て、解答用紙の決められた欄に書き入れなさい。

＊ 与えられたいくつかの事項のうちから答えを選ぶ場合は、記号で書きなさい。

注意 ＊ 漢字は楷書、仮名遣いは現代仮名遣いで書きなさい。

＊ 英語は、活字体または筆記体で書きなさい。

＊ 問題用紙は４枚、解答用紙は２枚あります。

受検番号

１ ①【 】内の語を、意味が通るように並べかえなさい。

２ ②［ ］に入れるのに最も適切な英語を、次のアからエまでの中から１つ選び、記

号で答えなさい。

ア some food is still good to eat
イ you cannot eat the food
ウ you want to throw away the food
エ the food is very expensive

３ ③［ ］に、意味が通るように、最も適切な英語を１語入れなさい。

４ 下線部④の問いかけに対して、あなたならどう答えますか。次の英文の［ ］に、

適切な６語以上１０語以内の英語を考えて書きなさい。ただし、ミキさんのスピーチに

示された内容と重ならないようにすること。

We should［ ］.

５ 本文の内容に合うものを、次のアからエまでの中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア When Miki visited a restaurant, she was so hungry that she was able to eat everything on
her table.

イ About 55% of the food waste came from our homes four years ago.
ウ Some stores do not want to sell some foods because they do not look nice.
エ Food waste is not a big problem because people can find convenience stores all over the

world.



資料１は、随筆家白洲正子さんの文章です。資料２は、中学校で、留学生のクリス
しら す まさ こ

（Chris）さんが、佐藤先生（Mr.Sato）と書道（shodo）を体験しようとしている場面
の会話です。資料１と資料２を読んで、後の１から７までの各問いに答えなさい。

資料１

私が大道より小道を好むのも、人間が身近に感じられるからで、特に峠の道には

リョａジョウがただよっている。芭蕉は近江の、逢坂山あたりで、
おうさかやま

Ａ 山路来て何やら床しすみれ草
やま じ ゆか

という句を得たが、その前に「何とはなしに何やら床し菫草」という発句を作っ
すみれ ほっ く

ており、私のような素人がみても、これでは何となくしまりが悪い。山本健吉氏の『芭
しろうと やまもとけんきち

蕉』によると、最初に句ができたのは三月下旬の頃で、それから約二ヵ月をｂヘて

ｃカイサクされたものらしい。旧の五月にはもう菫は咲いていなかったであろうが、

人気のない逢坂山を、物思いにふけりつつ歩んでいる時、ふと「山路来て」という詞
ことば

が浮かんだのではなかろうか。たとえそうでなくても、そういうことを想わせるみち
、、

は、すでに私たちにとって一つの歴史である。必然的にそれは人の道、芸の道へとつ

ながってゆく。無数にある漢字の中から、古代の人々が「美知」の字を選んだ時、彼

らは予感していたに違いない。美知の中から道徳が芽生え、宗教が形成されて行くこ

とを。やがて西行や世阿弥や芭蕉が生まれて来ることも。

Ｂ この道や行く人なしに秋の暮
くれ

日本のみちは、ついに一人の人間をそんな遠くまで連れていってしまった。白々と
、、

した薄の原を行く孤影は、寂しく、静かではあるが、㋐決して暗くはない。その寂光
すすき じゃっこう

の世界には何もかも見つくした人の、ほのぼのとした幸福感さえただよっているよう

に見える。

（白洲正子『かそけきもの』による。）

（注） 逢坂山＝京都市山科区と滋賀県大津市との境にある山

床し＝心ひかれること 発句＝連歌のはじめの句（俳句のこと）

山本健吉＝文芸評論家

旧の五月＝旧暦の五月（今の６月から７月にあたる）

美知＝『万葉集』に「道」のことを「美知」と表記している

世阿弥＝室町時代に能を完成させた人

孤影＝一人さびしい姿 寂光＝安らかで静かな光
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受検番号

資料２

Mr.Sato : Today, we are going to do "shodo." OK?
Chris : OK. What should I do?

Mr.Sato : Use this brush, put it in ink and then write something on this paper.
Chris : What should I write?

Mr.Sato : How about the kanji on this book? These are "sho" and "do." "Sho" means
"writing." Do you know what "do" means?

Chris : I've seen it. It is used in judo and kendo, too. These are sports. Writing and
sports are very①［ ］. Why do they have the ②［ ］kanji?

Mr.Sato : That's a good question. What do you think?
Chris : I think that "do" means "to practice." You practice "shodo" many times and you

can write beautiful kanji. Also, ③【 you / judo / is / for / to / lot / practice / it / a
/ necessary 】to be strong. Right?

Mr.Sato : That's not so simple. "Do" also means a road. You walk along the road step by
step, and you think you have come to your goal. But soon you have another goal
and start to walk again. It is not the most important thing to get to your goal. To
keep going is more important. While you are walking, you think about many
things. For example, "What is the best way to get to your goal?" or "What kind of
person do you want to be?" You may have a lot of troubles, but you should never
give up.

Chris : Now I'm beginning to understand what "do" means.
Mr.Sato : It is your attitude toward life. You practice something many times, and at the

same time you can get a chance to ④【 】. Through these experiences,
you can not only do something well, but also you will become a better person.

Chris : Wow, that's interesting. I want to learn more about Japanese language and culture.
Now I will practice writing "do" many times.

（注）brush：筆 ink：墨 sho：書 do：道 kendo：剣道
step by step：一歩ずつ keep ～ ing：～し続ける
give up：あきらめる attitude toward ～：～に対する態度
at the same time：同時に not only ～ but also ...：～だけでなく...も



１ 資料１の下線部ａからｃについて、下線部のカタカナを漢字に改めたとき、下線部と

同じ漢字を含むものを次のアからエまでの中からそれぞれ１つ選び、記号で答えなさい。

ａ ア 極楽ジョウド イ 諸行ムジョウ

ウ チョクジョウ径行 エ 金科ギョクジョウ

ｂ ア 業務テイケイ イ ケイネン変化

ウ ケイハツ活動 エ ヒョウケイ訪問

ｃ ア カイコウ一番 イ 起死カイセイ

ウ キカイ均等 エ 契約コウカイ

２ 資料１のＡとＢの俳句について、次の問いに答えなさい。

（１）それぞれ何句切れか、次のアからオまでの中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア Ａ 二句切れ Ｂ 初句切れ

イ Ａ 初句切れ Ｂ 二句切れ

ウ Ａ 句切れなし Ｂ 二句切れ

エ Ａ 句切れなし Ｂ 初句切れ

オ Ａ 初句切れ Ｂ 初句切れ

（２）筆者は、ＡとＢの俳句についてどのようなところが共通すると考えているか、

３０字以内で説明しなさい。

３ 資料１の下線部㋐のように筆者が感じるのは、道というものをどのようにとらえてい

るからか、本文中より２０字以内で抜き出して示しなさい。

４ 資料２の①［ ］と②［ ］に、互いに反対の意味の語をそれぞれ入れなさい。

５ 資料２の③【 】内の語を、意味が通るように並べかえなさい。

６ 資料２の④【 】に、適切な５語以上の英語を考えて書きなさい。ただし、本文

の表現をそのまま抜き出さないこと。

７ 資料１の「道（みち）」と資料２の「道（どう）」に共通することを１５字以内で答

えなさい。ただし、「道」という字を用いないこと。
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受検番号



直子さんは、社会の授業で、2019年と2020年の祝日の違いをきっかけに「オリン
ピックと暦」について調べました。次の資料１から資料７をみて、後の１から６ま
での各問いに答えなさい。

資料１ 2019年および2020年の国民の祝日・ 資料２ 東京都内の一日の気温の推移
休日についてわかったこと （2016年8月5日）

【2019年】天皇の即位に関わる休日がある。
（例） 5月1日、10月22日
【2020年】東京オリンピック開催に関わって、

祝日の移動や名称の変更がある。
（例） 7月23日（木）「海の日」

7月24日（金）「スポーツの日」
※スポーツの日は体育の日を名称変更
※この移動や変更は「平成32年東京オリンピ
ック競技大会・東京パラリンピック競技大
会特別措置法」の成立によって決定された

（気象庁ホームページより作成）

資料３ 最高気温35℃以上の日数 資料４ 東京都における昼夜間人口比率

（気象庁ホームページより作成） （平成27年度国勢調査より作成）

資料５

秋葉原駅（千代田区）における

中央線・総武線各駅停車（東行）

の電車の本数

（JR時刻表より作成）
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総合問題Ⅰ受検番号 【４枚目】

資料６ 日米修好通商条約条文 序文

【英 文】Signed at Yedo, July 29th, 1858. Ratified by President of the United States, April
12th,1860. Ratifications exchanged at Washington.

【日本文】安政五年六月十九日江戸において調印す。万延元年四月三日ワシントンに
おいて本書を交換す。

（外務省『締盟各国条約類纂』より作成）
ていめいかっこくじょうやくるいさん

資料７ 当時の政府高官であった大隈重信の回想録(要約)

明治維新の前まで役人の給与は年俸制であったが、維新の後は月給制となった。太陰

暦では、２、３年に一度必ず閏月を設けなければならない。閏月がある年は、１年が
うるうづき

１３ヶ月となり、…(中略)… 閏月がある年は来年(明治６年)に迫っている。

（『大隈伯昔日譚』より作成）
おおくまはくせきじつたん

１ 資料１について、2019年に天皇が即位したが、今回の即位のかたちに最も近い例は約
200年前にさかのぼる。約200年前の日本のできごととして最も適当なものを、次のアか
らエまでの中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア 織田信長が安土城を築いた。
イ 近松門左衛門が人形浄瑠璃の台本を書いた。
ウ 伊能忠敬の測量をもとに正確な日本地図がつくられた。
エ 官営模範工場である富岡製糸場がつくられた。

２ 資料１について、祝日の移動は観光客による東京中心部の交通混雑の緩和が目的とさ
れる。なぜ祝日の移動によって交通混雑が緩和されるのか。資料４・資料５から読み取
れることをもとに、その理由を説明しなさい。

３ 資料１の 部に関連して、法律の成立について述べたものを、次のアからエま

での中から２つ選び、記号で答えなさい。

ア 衆議院・参議院どちらから審議してもよい。
イ 衆議院が先に審議をする。
ウ 参議院で否決された場合、衆議院での議決が国会の議決となる。
エ 参議院で否決された場合、衆議院で出席議員の2/3以上の多数で再可決できる。

４ 資料２は、直子さんが、前回のリオデジャネイロオリンピックの開会式が行われた
2016年８月５日における東京都内の気温の変化について調べたものである。その結果、
東京中心部の気温は周辺地域より高くなることがわかった。このような現象を何という
か、答えなさい。

５ 2020東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、サマータイムの導入が検討
された。サマータイムとは、昼間の明るい時間が長い期間、全国の時刻を標準時より
１時間進める制度である。資料２・資料３から読み取れることをもとに、その理由を説
明しなさい。

６ 現在用いられている太陽暦は明治６年(1873年)から使用されている。明治時代になぜ
太陽暦が採用されることになったのか。資料６・資料７から読み取れることをもとに、
その理由を説明しなさい。
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