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英語 

全体を通して 

 2021年度の平均点は第 1回が 64.4点、第 2回が 61.1点で前年と比べて、やや易化しました。リスニン

グ問題は 2020年度より 10点分増加して 30点となりましたが、平均正答率はおおよそ７割～８割で、難

易度は 2020年度とほぼ同様でした。リスニング問題の対策として、設問や選択肢を事前に読んでから音

源を聴くようにしたほうが正答率は高くなります。長文総合問題では、内容一致問題、整序問題、文法的

または文脈に合った単語を選ぶ穴埋め問題など多くの形式で、受験者の総合的な力を見る出題ですが、

平均正答率は、内容一致問題・整序問題・文脈に合った単語を選ぶ穴埋め問題で、合格者と不合格者の

正答率の差が大きく開く問題が多くみられました。 

 

差のついた問題について 

高校前期１回 

６ 第６段 

  So, ⑤why are we actually telling you all of this?  Isabel and I were only 10 and 12 years old when we 

started this.  We never had a business plan, but just the idea in front of us and a group of friends working 

with us.  Kids have a great energy to be the change the world needs.  So, to all the kids of this beautiful but 

challenging world: Go for it!  Make that difference.  We're not telling you it's going to be easy, but worth 

it.  We kids may only be 25 percent of the world's population, but we are 100 percent of the future! 

(5) 本文中の下線部⑤の答えとして最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

ア It is because they need to share the idea with a group of friends. 

イ It is because they have a special talent. 

ウ It is because they think that changing the world is easy. 

エ It is because they want to show that kids can do things.  

 

解説 

下線部⑤の疑問文に対する答えを選ぶ問題です。この問題では、この第６段の内容を理解できている

かどうか、本文を言い換えている部分を選択肢の中から探せるかどうかが正解を選べるかどうかの鍵に

なります。下線部⑤の後の文では、「これ(hunger strike)」を始めた当時、イザベルが 10歳で私が 12歳。

事業計画があったわけでなかったが、アイデアと共に活動する仲間がいただけであった。子供達には世
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界が要求する変化をもたらす大きな力がある」と述べられています。エの選択肢の ‘kids can do things’ 

の部分が ‘Kids have a great energy to be the change the world needs.’ を言い換えているので、エが正解

です。 

  

高校前期２回 

５ 第５段 

"Hello!" said an old woman from behind the door.  "Do you children like sweets?  I have more inside 

the house!  Come in!  Come in!  Don’t be afraid!"  The old woman looked kind and friendly, so the two 

children went inside.  Oh no!  Bad idea!  The old woman was not kind and friendly at all.  She was a bad 

witch!  As soon as Hansel and Gretel were inside, she shut the door and locked it.  The children were 

caught.  The witch held Hansel by the hand.  "You're too thin!" she said.  "You must put on ( ⑤ ) before 

I eat you!"  Then she threw Hansel into a cage and locked the door.  She turned to Gretel.  "Foolish 

girl.  You will do the housework, then I'll eat you too!" 

  

(5)  本文中の（ ⑤ ）に入る最も適当なものを、ア～エのうちから一つ選びなさい。 

ア clothes             イ weight        ウ gloves         エ butter 

  

解説 

大問５はグリム童話のヘンゼルとグレーテルの物語です。文脈を考え（ ⑤ ）にあてはまる単語を選ぶ

問題です。まずは前後を読んでみましょう。悪い魔女は、お菓子があるから家に食べに来るようにヘンゼ

ルとグレーテルを誘い、２人を捕まえてしまいます。その後、悪い魔女がヘンゼルの手を握り、 “You’re 

too thin!” 「（食べるには）細すぎる！」と言います。 そして、“You must put on （ ⑤ ）before I eat you!” 

「私がお前を食べる前に、お前は～しなければならない！」という台詞が続きます。どういった言葉が入る

か考えてみましょう。「（細すぎるから）太らなければならない、体重を増やさなければならない」など too 

thin と反対の状態になるような言葉を思いつくかどうかがポイントです。「太る・体重が増える」の意味にな

る put on weightが当てはまるので、イの weightが正解となります。 

 


