
2020 年度入試解説（英語） 

１ 

第１部 

［A］Yuko の最初の発話の最後で「 I am going to my friend's birthday party! 」と言って

いることから、正解は ③ となります。 

［B］Mark の２番目と３番目の発話に注意してください。２番目で「 you should also take 

pictures of the trees 」、３番目で「 just use your smartphone 」と言っていることか

ら、正解は ④ となります。正解のポイントが２箇所であったため、正答率が低かっ

たものと思われます。 

［C］Haruto の３番目の発話で「 He did not join a club, but we were in the same class 

together 」から、正解は ④ となります。 

 

第２部 

［A］第５文の「 There were 2,000 students at Takahiro's American high school. 」から、

正解は ③ となります。 

［B］第７文の「 His first class was English, and his second class was P.E. 」から、正解は 

② となります。 

［C］最終文の「 Takahiro was happy to make a new friend at his new school. 」から、正解

は ④ となります。 

２ 

(1) Miki が No, I've been fine. と答えていることから、Have you been sick? (具合が悪かっ

たんですか？）と尋ねる ⑨ が入る。 

(2) Miki が Yes, of course. と答えていることから、Did you enjoy school life with the 

Canadian students? （カナダ人の生徒たちと学校生活を楽しみましたか？）と尋ねる 

⑥ が入る。 

(3) Brian が A 'Mosaic' is a picture with many pieces. （モザイク画はたくさんのかけら（ピ

ース）でできている絵だよ）と答えていることから、What does it mean? （それはどう

いう意味ですか？）と尋ねる ⑦ が入る。 

(4) モザイク画の説明なので、Each piece has its own color. （それぞれのピースが独自の色

を持っている」という ③ が入る。 

(5) Miki の「様々な国から来た人々が独自の文化を保つことができます」という言葉に続

く文なので、They respect each other. （その人達はお互いを尊重しています）という 

② が入る。 

(6) 東京オリンピック・パラリンピックの話題なので、So we will welcome a lot of people 



from around the world. （私たちは世界中からたくさんの人々を迎えるでしょう）とい

う ④ が入る。 

 

３ 

１．⑤② Could you give me something cold to drink? 

  give については「○人に○物を与える」という意味になるように、give me something

とします。 

  something は後ろに形容詞や不定詞を伴うため、something cold to drink が正解になり

ます。 

２．①③ Fall is the best season to visit Lake Towada. 

  the ～est ＋名詞を用いて、Fall is the best season「秋は一番よい季節」とします。さら

に、season の説明として不定詞のまとまり、to visit Lake Towada をつければ正解にな

ります。 

３．①② I don’t know which train will go to Shinjuku. 

  know の後に which train will go to Shinjuku という疑問文をつなげる間接疑問文を作り

ます。know や ask などの動詞につづく疑問は主語＋動詞の順番になるので語順に注意し

ましょう。 

４．②⑤ Hina asked me what kind of books to read. 

  ask は「○人に事柄を尋ねる」という意味になるように、ask me what…とします。さら

に what 名詞＋to 不定詞で「なんの…を～するか」となるので、what kind of books to 

read とします。 

５．④③ Naomi will win the gold medal in the tennis match. 

win には「～を勝ち取る」という意味があり、ここでは win a gold medal というまとま

りを作ります。他に win the game 「試合に勝つ」、win the first prize「優勝する」など

があります。 

６．②③ Using the Internet is very useful for us. 

Using the Internet「インターネットを使うこと」という動名詞のまとまりを作り、それ

を主語として文を組み立てます。 

７．⑤⑥ My father was too busy to go to the beach with us this summer. 

不定詞の too～to…「～すぎて…できない」のまとまりを作ります。too busy to go to 

the beach with us this summer とつづければ正解です。 

４    （４３点） 長文解答・解説 

問１ (a) fought  (b) gave ( had given )  ６点（３点×２） 

      (a) fight の過去形 (b) give の過去形（または過去完了形） 



問２ ③ but ３点 

サザードさんがマーシャルをシカゴに連れて行きたかったという前文と、マーシャ

ルが地元に残ったという後文との関係から逆接の but「しかし」が正解。 

問３ there were many bike races held all over the U.S. ３点 

there is (are) ～「～がある」と bike races held ～「（全米で）開かれた自転車レー

ス」をつなぎます。races は過去分詞の held によって後ろから説明されます。 

問４ ④ surprised ３点 

自転車レースに勝つことを予期していなかった自転車屋の店主の反応として

surprised が正解。 

問５ ②マーシャルがアフリカ系アメリカ人だったため、自転車レースで他の選手から脅

迫を受けた。 

下線部の直後の文とその後の文から、マーシャルが唯一のアフリカ系アメリカ人で、

他の白人選手から脅迫を受けたということがわかるので、②が正解。 ３点 

問６ ③、⑤、⑨ ９点（３点×３）順不同 

③ 二段落目の内容から、サザード一家の引っ越しの際にマーシャルが残る決断を

したとある。 

⑤ 三段落目の内容から、マーシャルの才能が街中に知れ、自転車屋の店主が彼を

雇ったとある。 

⑨ 最終段落の内容から、アフリカ系アメリカ人を勇気づける活躍をしたと述べら

れている。 

問７ ( 1 ) born １６点（２点×８）解説省略 

   ( 2 ) poor 

   ( 3 ) learned / practiced 

   ( 4 ) take 

   ( 5 ) stay 

   ( 6 ) poor / hard 

   ( 7 ) started / began 

   ( 8 ) died 


