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「７月進研記述模試英語」を終えて～見直しのポイント～ 鉄は熱いうちに打て！
松江北高３年英語科

リスニング ※センター試験では５０点満点で出題（３０分）

１ リスニング問題～「待ち受け」ができるかどうか
～リスニングの力は聞いた英文の量に比例する！

鉄則 リスニング試験を受けるときの心構えは？
（１）先に選択肢に目を通し、何を聞取ればよいのか情報の仕込みをしておく。

（２）余白にメモを取って（特に数字）概要をつかむ。

（３）読んで分からない英文は聞取ることは絶対に無理。語い力・文法を鍛えよ

（４）英語の音に慣れるには聞く量（練習）を増やすしかない。

（５）日本人には聞き取りづらい音がある。＜消える＞＜つながる＞＜変わる＞

聞き取りの大原則は次の通り。

①｢知らない単語は聞こえない」 ②「自分で出せない単語は聞こえない」
③｢消える・つながる・変わる｣がカギ

Part 1 分量に圧倒されて話の展開についていけたか？

Part 2 センター試験の第４問題がまさにこのパターン。数字の聞き取りに注意！

Part 3 《難》 センター試験の第４問題のパターン。

対策 解答解説のスクリプトを読んで、理解できるかどうかをまず確認せよ！

筆 記 ★今回はかなり難しい内容！

３ 長文読解～説明文
問１ 自動車の警報音は l.3 に、携帯電話の呼び出し音は l.4 に、ゴルフカートの後ずさる音は
ll.10-11に書いてある。書いてないのは エ ジェット機の音

問２ song variety indicates maturity in male blackbirds, and female blackbirds prefer old guys（さま
ざまな鳴き声はオスのクロウタドリの成熟したしるしであり、メスのクロウタドリは年取った

オスを好む）とあるので、ここをまとめておく。

問３ 《難》｢人間の合唱団（＝騒音）が動物の使っている音域を drown out するとき､何が起こ
るか」という意味である。当然｢かき消す｣という意味になることが分かる。その意味になるの

はウ overwhelmのみ。

問４ He discovered that little greenbuls in the dense forest sang more often at lower frequencies than
their relatives living in open areas（深い森に住んでいるヒメアオドリは広々とした場所に住む同
種のものよりも低い周波数で泣くことが多いことを発見した）ここをまとめておけばよい。

問５ 「都会の騒音は（低い）周波数に集中する」

｢都会の低い周波数の音は鳥たちに（もっと高い）周波数を使うことを強いる」

European blackbirds are indeed switching to higher frequencies to be heard 前後の文脈から考える。

問６ have radically departed from their normal behavior of singing during the day. Now they sing
almost exlusively at night とあるので、「夜間」のイが正解。

問７ 《難》 「原文典拠の法則」が実践できたか？下線部分が根拠だ。毎日の予復習でも心がけ

ること！センター試験の読解問題の対策はこれが一番！

ア A male European blackbird was terrorizing the neighborhood. ×

イ had heard similar stories― but he wondered if such strange reports could be true ×

ウ Living among man-made noises, the blackbirds started adding human sounds to their repertory ×
エ As human noise enters nature― from freeway traffic noise to jets screaming over the rain forest―
scientists are starting to believe that the acoustic environment is far more complicate and fragile than
they ever imagined. ○
オ Animals ranging from blackbirds to whales are changing their calls or switching them to new
frequencies ×

カ in the dense forest...... sang more often at lower frequencies than ....in open areas ×

キ Slabbekoorn found that Eastern blackbirds are indeed switching to higher frequencies to be heard
○

４ 英文和訳問題
下記のように英文を区切って理解すれば、難なく読める！

(A) They had been brought from all over Europe,
銀貨 もたらされていた ヨーロッパ中から

at a time when Arkhangelsk was a great port city
時に ア～ 大港湾都市だった

People traveled there ① to live, ② to seek their fortunes
人々 そこに旅した 生活するために 幸運を求めるために

③ or just to stop briefly
ただちょっと滞在するために

on their passage through the great northern continent.
＜③にかかる＞ 旅の途中に ～を通って 北大陸北部

(B) She'd learned long before that she had no choice but to listen and obey
学んでいた ずっと前に （接続詞） ～しかなかった 聞く 従う

※熟語「～する以外に選択はない」が元の意味

p o r tは「運ぶ」
port 「港」
porter 「運搬人」
portable「携帯可能な」
import 「輸入する」
（←中へ運ぶ）
export 「輸出する」
（←外へ運ぶ）
transport「輸送する」
（←横断して運ぶ）
report「報告する」
support「支持する」
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５ 要約問題 《難》 ★各段落の最初の部分に段落「テーマ」が書いてある

【第１段落】 交渉の戦略は不満・疲れをもたらす

【第２段落】 穏やかな交渉・・・譲歩して不満を残す
厳しい交渉・・・・手詰まりになり関係悪化

【第３段落】 第３の交渉術・・・真価に基づいて解決
双方の利益を模索(公平な基準により) → 当事者には穏やか

（例）標準的な交渉術は不満な結果に終わることが多い。穏やかな交渉は相手につけ込まれる
し、厳しい交渉は関係悪化を引き起こす。新たな第三の交渉術は、双方の利益を公平な基準に
より模索するので、厳しくもあり穏やかだ。（１０１字）

６ 文法・語法問題 ※豊富な知識が問われる。量をこなせ！

Ａ 文法・語法問題

1 《難》 tomorrow morningとあるので未来の事を語る意味になっていること（進行形も近未来を
表す）、新車は配達される、ので受け身になっていること。この２つの条件を満たすものは進行

形受け身のイのみ。

2 《難》 If these results are taken together, these results tell a sad story.（これらの結果をまとめて受
け取られるならば、これらの結果には悲しくなる）を分詞構文にすればよい。｢消す消す-ing ｣
で Being taken together, these results tell a sad story.となり､文頭の Beingは省略できるので、
Taken together,となる。

3 ｢卵が冷蔵庫に１個もなかった」という意味にすればよい。nothing は単数扱いだから、were
と矛盾する。複数扱いできるのはウ noneだけ。

4 《難》 Mark is much healthier than he was (healthy) という省略を見抜けるかどうか？

5 ｢予約する｣ make an appointmentという熟語の問題。 cf. reservationとの違いは？

6 You are expected to show... で「～することを期待されている」の意味に。

B 誤文訂正問題

1 《盲点》 「西に沈む」は set in the westだった。同様に｢東から昇る｣は rise in the east 一年
生の時から注意するように何度も言ってきた語法。

2 自販機は「修理される」のだから repairedと受け身の過去分詞にしなければならない。

3 ｢注意深く研究されてこなかった｣という意味になるので carefulという形容詞ではなく､副詞

の carefullyが必要である。

4 《難》 意味がとれるかどうか？「ベストとは言わないまでも、ベストな１冊だ」という意味

にしたいのだから、if not（～とは言わないまでも）という熟語を使う。センター試験にも出題
された。 He's sure to win second prize, if not first.（彼は１位ではないとしても２位を勝ち取る
のは確実だ）

７ 語句整序・作文問題
A 語句整序問題 ※８つのセットを思い出せ！「小さくつないで大きくまとめる」
1 was unable to V（できなかった）と which plan to adopt（どちらの計画を採用するか）の２
つがポイント。unable to decide which plan to adopt

2 《難》 would rather S + V（～ならいいのに）を使う。動詞は仮定法だから wereを使う。would
rather that player were part of our team cf. I would rather she stayed.（彼女が残ってくれ
たらいいのに）

3 《難》 Little did I imagine という「倒置」が思い出せるかどうか？もう一つは「人におごる」
は「treat 人 to 物」の表現を使う。先日の期末試験に出たばかり。Little did I imagine he would treat

4 no matter how + 形容詞 S + Vに気がつけば､ no matter how busy you findまではすぐで
きる。それに目的語の yourselfを付けておく。No matter how busy you find yourself

5 help + 人 + V が思いつくかどうか。A little more concentration will help you solve

B 和文英訳問題 ※「読み替え」がカギ

(1)「人でも」を主語にする。Even people それに「日本文化に詳しい」を付けて who know a lot
about Japanese culture ｢知らなかった｣は didn't know ｢その言葉の正しい意味を｣ the right meaning
of the word ｢海外では｣は最後に付けるか、peopleの後に付けるかどちらか。

(2)「そのため」は「それゆえに」thereforeで十分。｢少なくないかもしれない」は｢多くの人が｣
と読み替える。｢イメージを抱いている｣は｢印象を持っている」または単に｢思っている｣でもよ

い。Japanese women are patient as well as polite は簡単。

C 自由英作文問題 ※できるだけ簡単な単語を使って短文で書くのがコツ！

グラフに書かれていることを読み取って、例えば

「高齢者が増加している一方で、赤ちゃんの数は減少している。このように少子化の問題は大

きな社会の問題である」くらいが書ければ OK。thusは「このように」の意味の副詞。

The number of old people is increasing, while the number of babies is decreasing. Thus, the problem
of fewer children is a big problem in our society.

※自由英作文が課せられる大学は決まっている。過去問で調べておこう！


