平成 31 年度
神奈川県立横浜国際高等学校入学者選抜自己表現検査問題
共通選抜 全日制の課程

注

意 事

項

1 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2 問題は問２まであり、3 ページから 6 ページに印刷されています。（1 ページはメモと
して使用してもかまいません。）
3 答えは、解答用紙の決められた欄に、記入しなさい。
4 数字や文字などを記述して解答する場合は、解答欄からはみ出さないように、はっき
り書き入れなさい。
5 解答用紙に記入する際、以下の点に注意しなさい。
・問１について、解答用紙のマス目（例：
）には、句読点などもそれぞれ１
字と数え、必ず１マスに１字ずつ書きなさい。また、マスは空けずに文字をつめて
書きなさい。
・問２について、解答用紙の１つの
に１語ずつ書きなさい。また、
は空けず
に語をつめて書きなさい。短縮形（I’m や don’t など）は１語と数え、符号（ ,や .
など）は語数に含めません。なお、答えは活字体でも筆記体でもかまいません。
6 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。
7 6 ページにワードリストがあります。必要に応じて利用しなさい。
8 すでに解答用紙に記入した後、書き直しが難しい場合は、二重線で削除しなさい。語
句を付け加える場合は、挿入する箇所を
などで示し、その上に語句を記入しなさい。

問１の訂正例

問２の訂正例

受 検

番

号

番

＜メモ＞
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問題は次のページから始まります。
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問１
日本を訪れる外国人は近年ますます増加しており、そ
の１人ひとりの日本での滞在をさらに充実したものに

【グラフＡ】訪日外国人観光客の日本滞在中における
宿泊施設利用率（平成 29 年７-９月期、複数回答）

しようとする取組が広がっている。
右の【グラフＡ】は観光庁が発表している「訪日外国
人消費動向調査」という資料内のデータである。右の【グ
ラフＡ】から、日本に訪れた外国人が利用する宿泊施設
として、ホテルや旅館に次いで、
「有償での住宅宿泊」の
利用が多いことがわかる。
「有償での住宅宿泊」とは、い
わゆる「民泊」を指し、宿泊料を払って住宅を利用する
もの（2018 年６月施行の住宅宿泊事業法を参考）をいう。
本問題では、
「有償での住宅宿泊」を「民泊」とする。
次のグラフ①からグラフ⑧は、民泊を利用する訪日外国人観光客の特徴や滞在の仕方を示したものである。民
泊を利用する訪日外国人観光客の日本での滞在をさらに充実したものにするために、どのような取組が考えられ
るか。グラフ①からグラフ⑧を読み取って分析し、200 字以上 300 字以内の日本語で書きなさい。ただし、グラ
フ①からグラフ⑧の中から２つ以上のグラフを利用し、それらのグラフの番号を次の例のように解答中に含める
こと。
（例）グラフ①より…
【グラフ①～グラフ⑥】
「有償での住宅宿泊」利用有無別 訪日外国人観光客の客層・旅行内容
（平成 29 年７-９月期）
グラフ①

グラフ②
・LCC（ローコストキャリア）
サービス内容を限定することで運賃が安い航空会社
・FSA（フルサービスエアライン）
多様なサービスを行うため運賃が高めの航空会社

グラフ③
・団体ツアー
旅行会社が企画し、複数組が１つの団体として旅行する。
添乗員がいることが多い。
・パッケージ
往復航空券（船舶券）と宿泊などがセットになった個人
旅行向けパッケージ商品。
・個別手配
旅行会社は利用せず、往復航空券（船舶券）や宿泊など
を個別に手配する。
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グラフ④

グラフ⑤

グラフ⑥

【グラフ⑦、グラフ⑧】
「有償での住宅宿泊」利用有無別 訪日外国人観光客の１人当たり費目別旅行支出
（平成 29 年７-９月期）
グラフ⑦

グラフ⑧

観光庁「訪日外国人消費動向調査」より作成
（A：
「多様な考えを理解する力」
、B：「論理的に考え表現する力」、C：
「課題を発見し解決する力」
）
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問２
次の【英文】は、高校１年生のショウ（Sho）とメイ（Mei）が英語の授業で「アプリ（apps）による英語学
習」について述べた意見である。これらをもとに、あなたは「アプリによる英語学習」についてどのように考え
行動するか、次の３点の内容を含めて書きなさい。
・

ショウとメイそれぞれの主張

・

ショウとメイの主張に対するあなたの意見

・

今後あなたがとる行動

解答は、100 語以上 150 語以内の英語で書きなさい。なお、解答には、Sho と Mei の名前を必ず含むこと。
【英文】
Sho says:
I think using apps is an effective way to learn English. English learning apps are useful tools
because we can learn English at any time and at any place we like. The apps can give users many
chances to practice pronunciation, grammar, and conversation, from the beginner level to the
advanced level. The apps can even choose a good level for each user, and give them the best answers
quickly. In addition, they are cheaper than going to English conversation schools. We should use
English learning apps as much as possible to improve our English skills.
Mei says:
I don’t think we should depend on apps when we learn English. Apps always give us only
one answer, but there are a lot of different answers when we communicate with people in everyday
life. When we speak English with someone, the words we choose will change according to the people
we talk with. When we go to other places or countries, we sometimes hear English with different
accents or intonations.

Feelings also affect how we speak.

Different expressions are used in

different situations, so we should communicate with people as much as possible, not with machines.
（A：
「多様な考えを理解する力」
、B：「論理的に考え表現する力」、C：
「課題を発見し解決する力」
）
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【ワードリスト】
※50 音順、アルファベット順
語 句

問
１

意 味

コンドミニアム

中長期の滞在に向けた集合住宅

費目別

使い道で分類した費用

アプリ、apps

アプリケーション-ソフトウェアの略：スマートフォンやタブレ
ットパソコンで動作するコンピュータプログラム

accent(s)

アクセント

according to ～

～によって

advanced level

上級

affect ～

～に影響を及ぼす

＊ affect（原形）、affected（過去形）、affected（過去分詞形）
as much as possible

できるだけたくさん

beginner level

初級

communicate with ～

～とコミュニケーションをとる

＊ communicate（原形）、communicated（過去形）、communicated（過去分詞形）
conversation

会話

depend on ～

～に頼る、～をあてにする

＊ depend（原形）、depended（過去形）、depended（過去分詞形）

問
２

effective

効果的な

expression(s)

表現

feelings

感情

grammar

文法

improve ～

～を上達させる

＊ improve（原形）、improved（過去形）、improved（過去分詞形）
In addition

さらに

in everyday life

日常生活で

intonation(s)

イントネーション、声の抑揚

machine(s)

機械

pronunciation

発音

skill(s)

技能

tool(s)

道具

user(s)

ユーザー、使用者
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