
令和２年度 冬季休業課題 英語 解答 

P.2 

1 

Part1 
（１）近所の店 （２）農場から台所までの食べ物の移動距離 （３）約１．６ｋｍ 

（４）何？→鶏肉 どこから？→ブラジル 

Part2 （１）1. 船 2.飛行機 3.油 ※1,2順不同  （２）CO２（二酸化炭素） （３）食べ物を新鮮に保つため 

Part3 （１）地元の食べ物 （２）地球温暖化 （３）1. 促進する 2. 減少 

Part4 （１）価格（値段） （２）世界の貿易に損害を与える （３） 昼食のフードマイルズを計算すること 

P.3 

1 

 (1) T (2) F (3) F (4) T 

解説： (2) Chinaではなく Brazilが正しい。 

(3) 地球一周の距離の約 2倍になるのは、表の Distanceの数値を足した時である。 

2  1. eggs  2. Japan ( nearby )  3. less  4. chicken  5. minced beef  6. USA  7. four  8. onions 

3 

 (1) They tell us the distance of food’s journey from farm to kitchen. 

 (2) About 1.6 kilometers. 

解説： (2) 単位（kilometers）までしっかり書こう。 

 
Quick 

Check 
農場から台所までの食べ物の移動距離 

P.4 

1 
 (1) T (2) T (3) F 

解説： (3) いつも安全なわけではない。 

2 

1 （例）船や飛行機での輸送に多くの油を使ってしまう 

2 （例）船や飛行機は燃料を燃やすので大気中に二酸化炭素（CO２）を放出する。それによって温室効果や

地球温暖化が引き起こされる 

3 遠い国からの長い道のりで食べ物が腐るかもしれないため、食べ物を新鮮に保ちために大量の防腐剤

が使われるかもしれない 

解説： 本文の情報を上手にまとめよう。 

3 

 (1) When we import food from far away. 

 (2) CO2. 

 (3) To keep food fresh. 

解説： (3) Whyで聞かれているが、Because と答えるとは限らない。Whyは「なぜ」という理由や目的を問う表

現。不定詞（to＋動詞の原形）を用いて「～するため」【目的】を使って答えよう。 

 
Quick 

Check 
温室効果、地球温暖化 

P.5 

1 
 (1) T (2) F (3) T 

解説： (2) not… any「なにも…ない」 化石燃料を使わないわけではない。 

2  （前から順に） fossil fuel, global warming, fresh, tasty, farming 

3 

 (1) No, it doesn’t. 

 (2) The earth’s resources. 

 (3) We may be able to promote farming in Japan. 



 
Quick 

Check 

（例）地元の食べ物を買う→輸送のために使われる化石燃料は、海外からのものを買う場合よりも多くな

い→二酸化炭素の放出が少ない 

 

P.6 

1 

 (1) T (2) T (3) F 

解説： (3) according to the chart「図によると」 図を見ると、自動車の主な輸出先はアメリカとオーストラリ

ア。 

2 

1 c) because it is cheaper. 

2 a) because it might affect world trade. 

3 b) whether we should buy more local food or not. 

解説： (3) whether … or not「…かどうか」 

3 

 (1) 車や電子機器 

 (2) 昼食のフードマイルズを計算することから始めることができる。 

解説：  

4 

 (1) Because they want to keep their prices low. 

 (2) The global problem of food miles. 

解説： (1) 本文の「A lot of restaurants use imported chicken and other foods to keep their prices 

low.」の下線部を参考に解答する。 

P.7 速読①  Christmas Truce  クリスマス停戦 

 

 (Q1) 3  (Q2) 3  (Q3) 1 

解説： (Q1) ４～５行目あたりに書いてある。 

(Q2) 行ったことは以下の通り。「歌を歌った、楽器を演奏した、握手をした、抱き着いた、家族の写真を

見せあった、食べ物やチョコレートのようなちょっとした贈り物を交換した」 

(Q3) Christmas Truce というタイトル。 truce「休戦、停戦」 

P.8 速読②  Mobile Phone Novel: Secondhand Memories  携帯小説『昔の思い出』 

 

A (1) F  (2) F 

解説： (2) セイジにバースデーケーキを贈って願い事をするように言ったのは、アオイではなく彼の友人たち。 

B (1) d  (2) b  (3) a 

C c 

解説 (a) 15歳ではない。 

(b) 本文の状況と一致しない。 

P.9-10 速読③  Chopin’s Love Song  ショパンの愛の歌 

 

A (1) T  (2) F 

解説： (2) 『練習曲 作品 10 第 3 番』に込められた意味に関して、①「（女性への）ロマンチックな愛を音楽に

した作品」と②「場所（＝祖国ポーランド）へのショパンの愛に関するもの」という二つの解釈がある。この

文はこのどちらとも食い違う。 

B (1) a  (2) c 

C (1) c  (2) b 

 

 






