2021 東京大学（前期）英語 解答例

1 (A)

若者の気質の一時的な悪化と改善は、親と子の両方が認める。評価の度合いは親の
方が厳しい傾向にあるが、それは双方の評価基準の違いと親子関係の変化による。
(74 字)

(B) (ア)

(1) g (2) h (3) c (4) a (5) d

(イ)

do little more than play with form

2 (A) ［解答例１］
I think that the most important feature an ideal city should have is the color green.
This means that there should be parks and trees everywhere. This is because it
has been proven that people can relax when there is a lot of greenery. If many
species of trees are planted in cities, birds and insects will increase and nature will
once again become a part of our lives. People can live with less stress if our cities
become greener. (80 words)
［解答例２］
The ideal city for me would have a convenience store on every corner, so that all
people could easily walk to the store nearest their home to buy all the things they
need. Today convenience stores sell almost everything we need, making cars and
other forms of transportation unnecessary. Many elderly people cannot drive or
travel far to go shopping, so convenience stores are the most important feature of
city life. (71 words)
(B) But learning a foreign language is just like learning to ride a bicycle. While
learning, you may find it difficult. Once you become able to ride, however, you may
wonder why you ever found it difficult. All you have to do after that is keep riding.
3 (A) (6) b

(7) a

(8) e

(9) a

(10) e

(B) (11) d (12) b (13) c (14) c (15) c
(C) (16) e (17) a (18) d (19) d (20) c
4 (A) (21) e (22) d (23) c (24) c (25) d
(B) (ア) もし我々が考えていることすべてを声に出して明らかにすれば、話し手のみなら
ず、話し手と聞き手の両方（あるいはすべての当事者）が時折、非常に気まずい
思いをしたり、面子をつぶされるように感じたりするだろう。
(イ) 従って、口に出される事柄もあれば、口に出されない事柄もあるのだ。
(ウ) 言語の主要な機能は、自分の考えを隠すことにあり、他者の注意をそらして自分
が考えていることを知られないようにすることである。
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5 (A) レストランのテーブルの塩を補充したり、乱れた売り物の服を整えたり、ATM 内の
現金を補充したり、ホテルのタオルを取り替えたりといった、物事のあるべき状態を
維持するために人知れず繰り返し行われている仕事のこと。
(B) 筆者が誕生日にボーイフレンドから貰ったレインコートと帽子は、彼は東京の特別な
店のものであると言っていたが、実際には梅田でも売られていたのだから、彼は一点
ものであるという女性店員の言葉に騙されて買った可能性があるということ。
(C) whose task it is to sort the pieces
(D) (ア) (26) h (27) g (28) a (29) e (30) c (31) d
(イ) (32) d
(ウ) (33) b

