令和３年度

長野県長野西高等学校

全日制 国際教養科 前期選抜

【小論文１ 問題】
(時間 30 分)

注 意
１ 係員の指示があるまで、問題と解答用紙に手をふれてはいけません。
２ 解答用紙の受検番号欄に受検番号を算用数字で記入しなさい。
３ 答えはすべて、解答用紙の

の中に書き入れなさい。

４ 日本語による解答で、字数が指示されている場合は、はじめの１マスを空けずに
書き始め、句読点、カギかっこなども 1 字に数えなさい。数字は２字までを１字と
します。
５ 問題文等は声を出して読んではいけません。
６ 検査終了後、問題用紙を持ち帰りなさい。

本校、長野西高等学校は SDGs(持続可能な開発目標)について、学習や取り組みを積極的に行っ
ています。下の会話は West 先生と、生徒の Luna さん、Kajito さんの 3 人が翌月に行われる SDGs
フェスタで行うプレゼンテーションの準備のために話し合いをしている場面です。会話を読んで
あとの問に答えてください。
Ms. West: Let’s think about the *topic of our *presentation for the SDGs Festa next month.
Kajito: How about “the *influence of *microplastics on *marine animals”? We studied about that
in class yesterday.
Luna: I think it’s a good idea. That topic is one of the 17 SDGs by *the United Nations, and has
been very popular *recently.
Ms. West: OK. Then let’s think about the *structure of the presentation.
Kajito: First, we have to *explain what “microplastics” are.
Luna: Well, microplastics are small *plastic *pieces *less than 5 mm(*millimeters) long, right?
Fish and marine animals *mistake

ア

them for food and eat

ア

them. *Eventually, that may

*have a bad influence on other animals and even on *human beings.
Kajito: We should use some pictures and *slides for this part to make our presentation easy to
understand.
Ms. West: Next, we can show *various *initiatives to *reduce plastic *products and plastic *waste in
our *daily *lives.
Kajito: Many shops and stores in Japan started *charging for plastic bags last July, and now many
people bring their *own shopping bags when they go shopping.
Luna: When I bought *a glass of juice at a fast food restaurant last week, they gave me a paper
*straw, not a plastic one.
Ms. West: It is important for many people to know about these *efforts.
Kajito: Finally, why don’t we talk about

イ

some *actions that we can take to reduce plastic

products and plastic waste in our daily lives? If each of us makes a small effort, we can
*produce a big change.
語注

topic:テーマ、トピック

presentation:プレゼンテーション

microplastics:マイクロプラスチック
recently:最近
piece:片

structure:構成

marine:海の

eventually:最終的に

have a ～ influence on …:…に～の影響を及ぼす
product:製品

various:様々な
waste:ごみ
effort:努力

human beings:人間

initiatives:取り組み

daily:毎日の

charge for～:～の料金を請求する
straw:ストロー

plastic:プラスチックの

millimeters:ミリメートル

mistake ～ for …:～を…と間違える
slide:スライド

the United Nations:国連

explain:説明する

less than ～:～未満

influence:影響

lives:life の複数形

own:～自身の
action:行動
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reduce:～を減らす

a glass of ～:一杯の

produce:生み出す

問１ 2 カ所の下線部アの them が共通して指すものを会話中の英単語１語で答えなさい。

問２

”microplastics”とはどのようなものか。また”microplastics”が与えると考えられる影響を、
会話の内容から読み取って 70 字以上 80 字以内の日本語で答えなさい。

問３ プラスチック製品やプラスチックゴミを減らすために商店や人々が行っている取り組みの
内容を会話の内容から読み取って 90 字以上 100 字以内の日本語で具体的に答えなさい。

問４ 下線部イの内容に対し、自分の考えを４文以上６文以内の英語で書きなさい。ただし、会
話中で述べられている内容をそのまま抜き出してはいけません。

以下の部分をメモや下書きに利用してください。
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