
【解　説】
（11）	文頭に来る語句であり、台風とハリケーンが実は

同様の気象現象であることを指摘する文脈を考え
ると、⑥ In	fact「実際のところ」が正解です。

（12）	quicklyという副詞の後に続く語句であることを考
えると、形容詞、分詞がここに入ると判断できます。
意味を考えても、ここは⓪ spinning が正解です。
「海上を高速で回転する雲や雷雨」という意味に
なります。

（13）	ここは台風やハリケーンが徐々に発達していく様子
を時系列で解説しています。風のあまり強くない
状態から、時間とともに強風と激しい雨を伴う嵐と
なっていくわけですから、⑧ over	 time がここに
入ります。

（14）	storms や systems が主語ですから、ここには動
詞が入ります。⑨ spin が正解、spin	 slowly で
「ゆっくりと回転する」

（15）	to	 asと続いている点に注意しましょう。refer	 to	
A	 as	B で「A を Bと呼ぶ」という意味です。
この構文を受動態に変換すると、A	 is	（are）	
referred	to	as	B「AはBと呼ばれる」となります。
② are	referred が正解です。

（16）	「それ（発達した tropical	 storms）は台風と呼
ばれる」ですから、① are	called が入ります。

（17）	「人々はこの嵐を熱帯性サイクロンと呼ぶ」です
から、④ call を選択しましょう。

出題のねらい
　大問Ⅰは文法力と語彙力を問う問題です。高等学校
の英語教科書で学ぶ基本的な文法事項や語彙・表現
が出題されます。大問Ⅱは空所補充形式で英文を完成
させる問題です。文法力とともに、文脈を理解し、英文
全体の意味を把握する力が問われます。大問Ⅲは会話
文です。前後の文脈把握、会話のテーマへの理解力
に重点を置いた出題となっています。大問Ⅳは長文読
解問題、著名な絵本作家エリック・カールの一生につい
て述べた文章ですが、英文の要点に関する理解度を問
う出題です。大問Ⅴは並べ替えによる英文完成問題で
す。語句を並べ替え、意味の通る正しい英文を完成す
る力を問います。

【Ⅰ】
【解　答】　（20 点）

1 ② 2 ④ 3 ① 4 ③ 5 ③
6 ① 7 ① 8 ② 9 ① 10 ④

（2 点×10）

【Ⅱ】
【解　答】　（30 点）

11 ⑥ 12 ⓪ 13 ⑧ 14 ⑨ 15 ②
16 ① 17 ④ 18 ⑤ 19 ⑦ 20 ③

（3 点×10）

【解　説】
（1）	 for	 40	 years	 by	 next	 year「来年で 40 年間」

とありますから、ここは②の未来完了形が正解で
す。「父は来年で 40 年間会社勤めをしたことにな
る。」

（2）	 If 節が過去完了ですから、④の仮定法過去完了
の構文が正解です。「早起きしていれば、昨日の
会議に間に合っていただろう。」

（3）	 attach は「添付する」という意味です。この
英文は倒置構文であることに注意しましょう。主
語 は resume「 履 歴 書 」 で、my	 resume	 is	
attached が本来の形です。「願書に添付して
いるのは英語と日本語で書かれた私の履歴書で
す。」

（4）	 It	goes	without	 saying	 that ～ . は「～は言う
までもない」の意味です。「野菜を食べることが
健康に良いというのは言うまでもないことだ。」

（5）	 主語 + 動詞 +目的語 + 補語の構文であることに
注意してください。この場合、目的語と補語は主
語と補語の関係となります。つまり、his	 idea	 is	
interestingという関係です。「私は退屈なアイデ
アと思っていたが、上司は彼の提案を面白いと考
えていた。」

（6）	 「ジェーンは今日仕事を休んでいる。」ということ
から判断できる事実は「彼女は病気に違いない」
です。正解は must	 beとなります。助動詞 must
の用法に注意してください。

（7）	 強調構文に注意してください。「ウィリアムのいった
いどこが気に入らないのだ。」の意味ですが、気
に入らない点を特に強調して尋ねています。正解
は① that です。

（8）	 report が主語ですから、ここは受動態の文となり
ます。過去分詞の finished が正解です。

（9）	 had	 better「～ す べきだ 」 の 否 定 文 は had	
better	 not です。語順に注意してください。「明
日の朝、健康診断があるから、今夜は夜更かしし
てはいけない。」

（10）	it	will	 take+ 時間、日数 +before ～ . で、「～
するまでに（時間・日数）がかかるだろう」という
意味です。「この記事を仕上げるまでに少なくとも
数週間かかるだろう。」
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【解　説】
（21）	Helen が How	 about	 a	 beer?とビールを勧め

て いま す。 また、Would	 you	 like	 to	 buy	 a	
burger? に対し no	 thanksと答えているところ
から、何か飲み物が欲しいと言っていると判断
で き ま す。 ① Actually,	 I	was	 looking	 for	
something	to	drink. が正解です。

（22）	I	 am	not	 allowed	 to	 drink.と言っています。
Samは未成年だと分かりますから、③Actually,　	
I’m	under	20; が入ります。

（23）	how	 about	 a	 cup	 of	 coffee?とコーヒーを勧め
ているので、コーヒー売り場についてここで言及し
ています。⑥ There	 is	 a	 coffee	 vendor	 near	
the	beer	stall. が正解。

（24）	コーヒー売り場までの道順を説明している場面で
す。続く文が命令形ですから、ここは⑨ Walk	
up	this	path. を選びましょう。

（25）	説明してもらった道順を理解したと伝えています。
正解は④ Got	it! です。これは会話でよく使う表現
ですから覚えておきましょう。

【Ⅳ】
【大　意】
　エリック・カールの絵本には頻繁に昆虫が登場してい
ました。クモ、てんとう虫、コオロギ、そして、もちろん、
あの有名なあおむし、みんなカールと同様に色彩豊かで
親しみやすいものたちでした。おそらくカールの最も有
名な作品、『はらぺこあおむし』は 1969 年に出版され、
歴史上最も売れた子供向けの本のひとつとなりました。
　家族からの発表によれば、カールは、「2021 年 5 月
23日、マサチューセッツ州ノーサンプトンの夏期滞在用ス
タジオにおいて、家族に見守られながら安らかに永眠し
た」とのことです。91 歳でした。
　作家としての人生を通し、カールは 70 冊以上の子ど
も向けの本にイラストを描いてきました。彼がこの職業に
就いたのは 40 歳近くになってのことですが、自分自身の
子ども時代に大きなインスピレーションを見出しています。
ニューヨーク州シラキュースに生まれたカールは、芸術と
光に満ちた幼年時代と父親と手をつなぎながら自然の中
を散策した経験を記憶していました。
　「父との経験から始まったと思います。父は私を連れ
てかなり長い距離を歩き、いろいろなことを私に説明して
くれたのです。」2007 年、NPR に彼はこう語っています。
カールの父親はキツネの巣穴、クモの巣、鳥の巣を指さ
し、子供の目に映る風景の中にある美や神秘に対する
息子の目を開いてやったのです。しかし、カールの母親
がホームシックになったために、移民であったカールの両
親は故郷のドイツへ帰ることにしました。そして、第 2 次
世界大戦直前にドイツへ戻ったのです。
　「みんな後悔しました。」カールは振り返ってこう語って
いました。「戦時中は全く色彩がなかったのです。すべ
てが灰色と茶色で、街はカモフラージュのために灰色、
緑色、茶緑色、灰緑色か茶緑色に覆われていたのです。
まったく色彩がありません。」
　カールは教師から体罰を受け、兵士に撃たれ、愛す
る父親はナチスのために戦うようにと徴兵された後、ロ
シアの捕虜収容所に収容されて何年間も姿を消したまま
だったのです。『はらぺこあおむし』の作者がまず最初
に飢えを経験したのです。
　23 歳で美術学校を卒業した後、カールはすぐさまア
メリカへ帰り、直ちに『ニューヨークタイムズ』に職を得
ました。印象派の画家に夢中になり（「色、色、色」）、
朝鮮戦争時にはアメリカ軍に服役、戻ってくるとすぐに広
告業へと転職しました。
　たぶん、こうした経歴のおかげで、『はらぺこあおむし』
のシンプルで響きの良い言葉の使い方を身につけていっ
たのです。2019 年の『はらぺこあおむし』50 周年の際、
マイケル・H・マーティン教授が NPR に語ったところでは、

『はらぺこあおむし』の記述は幼児が数字や曜日といっ
た概念を理解するのに有効だとのことです。（「月曜日、

【Ⅲ】
【解　答】　（15 点）

21 ① 22 ③ 23 ⑥ 24 ⑨ 25 ④
（3 点×5）

（18）	June	 1	 to	November	 30 の 前 に 入る語 句 で
す から⑤ from が 入ります。from	 June	 1	 to	
November	30「6 月1日から11 月30日まで」

（19）	前文でハリケーンの発生時期を説明し、それと対
比する形で台風発生時期に言及しています。⑦
on	the	other	hand「一方では」が正解です。

（20）	the	months	 of	May	 and	October の 前 に 入
る語句です。and がありますから、between	A	
and	B の形になります。between	 the	months	
of	May	and	October「5月と10月の間の期間に」
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【Ⅴ】
【解　答】　（15 点）

30 		②　　　 31 		④
32 		①　　　 33 		⑥
34 		①　　　 35 		②

（複数択一）（3 点×5）

【解　説】
（30）（31）
	 	How	many	times	do	I	have	to	scream	your	

name?
	 	How の後に many	 times が続くところに注意して

ください。
（32）（33）
	 	Do	 you	 have	 any	 information	 about	　　	

the	person	who	will	replace	him?
	 	the	 person の後に関係代名詞の who が続く点

に注意しましょう。
（34）（35）
	 	I	would	like	to	have	a	pizza	delivered	here	

by	noon.
	 	would	 like	 to~という表現の理解とhave+目的

語 + 過去分詞の構文理解が要点です。

彼はリンゴをひとつ食べました。でもまだはらぺこでした。
火曜日、彼はナシをふたつ食べました。でもまだはらぺこ
だったのです。」）
　マーティン（the	Beverly	Cleary	Endowed	Professor	
for	Children	and	Youth	Service	at	the	University	of	
Washington）は NPR にこの本は歩き始めの幼児を優し
く未知の言葉へと導いていきながら読み書き能力を築い
ていると解説していました。例えば、土曜日になって、は
らぺこあおむしが「チョコレートケーキをひときれ、アイス
クリームをひとつ、ピクルスひとつ、スイスチーズひときれ、
サラミひときれ、ペロペロキャンディーひとつ、チェリーパ
イひときれ、ソーセージひとつ、カップケーキひとつ、スイ
カひときれ」を無茶食いした場面では、アイスクリームや
ペロペロキャンディーにはすでに馴染みのある3 歳児に
とっても、サラミやスイスチーズは新たに触れる言葉かも
知れないのです。
　カールは友人ビル・マーティンJr. による1967 年出版
の子供向けの本『くまさん、くまさん、なに見てるの？』
のイラストを手がけたのが最初ですが、幼稚園入園準
備中の子どもたちにとって、『はらぺこあおむし』が文学
的な繭の役割を果たすようにと願っていました。小さな子
どもたちが家庭のぬくもりと安全から離れ、学校へと向
かう準備をする際に、自分たちを美しく羽ばたく蝶と同一
視するようにと意図されていたわけです。
　「希望に満ちた本だと考えています。」カールは 2019
年にペンギン・ランダム・ハウスから発売された記念ビデ
オの中でこう語っています。その時、89 歳でフロリダの
自宅で引退生活を送っていた彼は、生き生きとしたその
まなざしにぴったりの黒のズボン吊りと青色のシャツを着
ていました。「子どもたちには希望が必要です。小さな
取るに足らないあおむしが美しい蝶へと成長し、才能と
ともに世界へと羽ばたく可能性があるのです。ぼくにでき
るかなですって？もちろんできますよ。これがあの本が訴
えていることなのです。私は分かっていますよ。何はとも
あれ、私があの本を書いたのですから。」
　2002 年、カールと彼の 2 番目の妻バーバラは、日本
訪問中に見て回った絵本博物館に触発され、マサチュー
セッツ州アマーストにエリック・カール絵本芸術博物館を
創設しました。バーバラ・カールは 2015 年に他界。妹
と最初の結婚でもうけた二人の成人した子どもが彼の遺
族となっています。

【解　説】
（26）	第 3 段落で He	didn’t	get	started	on	that	path	

until	he	was	nearly	40.「40 歳近くになって初め
てその道に進んだ」とあります。②が正解です。

（27）	第 4 段 落 で 昔 の 思 い 出 を 語 って いま す。
The	 e lder	 Car le 	 po inted	 out 	 foxholes ,	
spiderwebs	and	bird	nests,	 opening	his	 son’s	
eyes	 to	 the	 beauties	 and	mysteries	 in	 a	
child’s	 landscape.	「父親は狐の穴、蜘蛛の巣
や鳥の巣を指差し、子どもの見る風景の中にある
美や神秘へ息子の目を開いてやったのだ。」③が
正解です。

（28）	第 10 段落にCarle…wanted	The	Very	Hungry	
Caterpillar	 to	 serve	 as	 a	 literary	 cocoon	 for	
children	getting	ready	 for	kindergarten.「幼
稚園に向けて準備している子供たちにとって、　	

『はらぺこあおむし』が文学的な繭の役割を果た
して欲しいとカールは願っていた」とありますから、
⑨が正解です。

（29）	最後の段落で Barbara	Carle	 died	 in	 2015.と
あります。Eric	Carle は 2021 年に亡くなっていま
すから⓪が正解です。

【解　答】　（20 点）

26 ② 27 ③ 28 ⑨ 29 ⓪
（順不同ＯＫ）（5 点×4）
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