
松江北高英語科

※昨年100点を割った人たちは模試を受けてもやりっぱなしであった。「やりっぱなし」が一番たちが悪い。見直
．．．．．．

しをして初めて、実力がついてくる。失敗とはつまずくことではない、つまずいたままでいることだ。

第１問 リスト通りの出題！ ここで取れない人はアウト！
～出る単語は決まっている！～

A 発音問題 今回出題された１６語の発音問題のうち、渡したリストに載っているのが１４語。１４

／１６＝予想的中率８８％！ このうち★印のついた頻出重要語が５語。「狙われる単語は決まってい

る」リストを音読して準備を怠らない。正しく読めるまで音読を繰り返せ！

問１ «易»-ei-の発音。weighだけが/ei/。後は全部/i:/。これができないようでは困る。
問２ -ou-の発音。sourceだけが/¦:/。後は全部/u:と発音している。これも簡単。
問３ « 難 » めちゃくちゃ難しい！ conquer は/k«:/。他は全て/kw/。これは難しくてできないだろう。
問４ decreaseだけが/s/。後は全て/z/と読んでいる。これはできないといけない。

B アクセント問題 今回出題された１５個の単語中、１１個がリストに載っている単語である。

１１／１５＝予想的中率７３％！である。そのうち★印が４語。代表的なルールは押さえておこう！
問１ 第２音節を強く読む語を探せ。disturbが正解。
問２ 第１音節を強く読む語を探せ。nutrition は「三味線語」から、pioneer は｢双子の｣法則」から分
かる。counterpartは counter+partの複合名詞で「前の名詞が強い」ということを応用して考える。
問３ 第３音節を強く読む語を探せ。anticipate は-ate で終わる語、beneficial は「ヤンヤンヤスヤントヤ
リティの法則」から、community は「渋いから痛え」の法則から判明する。spiritual は注意しておきたい
語で最初にアクセント。

第２問 《難》知識を問う問題 ひたすら演習と暗記を繰り返せ！
～確実にして引き出しに入れた量がモノを言う！最後の最後まで粘れ！

A 第２問題の出来が総合得点の「バロメーター」となっている。今回は駿台らしくかなり難しい問題。

問１ « 難 »at large「逃走中で」などという熟語はどうでもよいと思うのだが、駿台らしい出題。知
らないでしょ、という問いかけ。

問２ « 難 »「その人の助けがなかったら」という意味にするには without whose helpが正解。without my
coach's helpがアタマに浮かべば出来る問題。
問３ 「子供がそれに手が届かないようにするために」という意味が分かればso that S + won'tをす

ぐ選ぶことができる。in caseと間違えないこと。

問４ if she comesの意味で if she does。未来のことでも未来形にならないのは｢副詞節｣だから。
問５ « 難 »do you thinkを挿入するときには疑問詞のすぐ後に、が鉄則。be (most) likely to Vも押
さえておきたい。したがってisが必要である。正解はWho do you think is

問６ 「何か、誰かがどのような人物か述べる」ことを「描写する」＝ describeが正解。

問７ «難 »「もう何分待たねばならないか」の意味。more hoursは manyで muchではない。
問８ « 難 »but に気がついたかどうか。「高く評価されている」の反対は｢歌手として評価が低い」。それほ
ど評価されていない､という意味にするには less so（より少なくそうである）が正解。
問９ «難 » ｢ボタンがシャツからとれた」という日常よく使う表現だが、英語でなかなか出てこない。

これはいい問題。came offが正解。
問１０ «難 » ｢一行おきに｣が英語で言えるか。every other lineと言う｢四年おきに｣は every four years
だったね。

★知らなかったらできないので、飛ばして次へ！がただし戦略
B 《やや易》「直後（または直前）のセリフに注目すればすぐ分かる」でしたね。逆算せよ！
問１ « やや易 » 直後に「これで最後にするから」と言っている。直前は「またかい」したがって｢もう何

千回も頼んだじゃないか」が入る。これは簡単。

問２ 直後に｢海の風が顔にあたって気持ちがいい｣「私も。待ちきれない」と言っているので、提案に賛成

していることが分かる。I'm all for that.。反対は against。修飾語の allにだまされないこと。
問３ «やや易 »直前に「ファーストフードに弱いんだ」と言い、直後に｢その通りだ。やってみるよ。」
と応答している。「ファーストフードを控えないと」が正解。これも簡単。

★語彙力のない人は「流れがつかめない」→「間違える」という悪循環

C 《難》小さくつないで大きくまとめる！ 語整序はまぐれで合うことはない！今回はめちゃ難しい！
．．．

例年は１～２問難しいものが入る。今回は問１～問３が全て難しい。力のない人は全部間違える。「８

つのセット」と「熟語」がカギを握る。

問１ «難 »something to carry these oranges（オレンジを運ぶ何か）の最後になぜ inをつけないといけ
ないかがわかるかどうか？ちゃんとその後に「はい、かばん」と言っている。かばんの中に入れて運ぶ
のだ。 ＜正解＞ something to carry these oranges in
問２ «難 »refer to him as "Superman"（彼をスーパーマンと呼ぶ）が基本として分かっていないとい
けない。himが前に出て受け身になり、referred to as "Superman"。それに知覚動詞をドッキングさせて
hear him referred to as "Superman"が完成する。＜正解＞ hear him referred to as
問３ «難 » 「世界で三番目に多い」the world's third largestが分かるかどうか。producer of riceと書
きたいところだけれど、同じ意味で rice producer。 ＜正解＞ world's third largest rice producer

★知らなかったらできない知識問題。分からなければ飛ばして次へ！

第３問 理詰めで読もう！語彙力･速読力が重要

A 本文中に必ずその説明あり！ それが見つけられるか？
問１ « やや難 » その直前に「彼はとても過敏な人で、生徒はいつも彼を怒らさないように努めてい

る」とあるのがヒント。「自分の名前の発音を間違えたなどという取るに足らないことでよく 」

｢怒る、立腹する｣という意味だと分かる。
問２ 最後に例として「砂が熱いので足をやけどした。砂の温度を調節すべきだ」「そんなことでなん

で文句を言うんだろう」が大きなヒント。馬鹿げたこと、という①が正解。

★下線部とヒントの位置には関係がある.アタマに入れて本文を読む 重要
段落冒頭á段落の最後 段落中央á下線部直後、段落最後 段落末á下線部直前



B 注目すべきは最初と最後 間に根拠が示される 言い換えの選択肢を探せ！
まず問題文の日本語の指示文をよく読むこと。これが大きなヒントになるのだ！｢ある高校の図書委員 4
名が貸し出し図書の返却の遅れの問題」を話し合う。

２９ I think it's necessary to impose some kind of penalty, like late fines, or maybe the suspension of the
right to check out books.とあるのがケンの意見。罰金や貸し出し中止の罰則が必要と主張している。そ
の言い換えが選択肢③。

３０ Imposing penalties would end up discouraging them from coming to the library, or worse yet, from
reading. I think a word of warning from a librarian or homeroom teacher would be enough.がアヤの意見。罰
則には反対。司書・担任から警告で十分だと言っている。その言い換えが③。

３１ So, for those repeat offenders, I do think some penalty is necessary.と I think suspending borrowing
privileges is a much better idea.がユウタの意見。何らかの罰則は必要であり、貸し出し中止がいい､と言
っている。その言い換えが④。
３問とも I thinkの後に自分の意見を述べている。主張を述べる時に特有の語が存在する。

C 《難》 理詰めで解く ヤマカンではダメ！ 文と文のつながりを見抜く力だ！
水は山から小川、川、海へと流れていく。しかし、３２。と言っているので正反対のことが入る。上か

ら下ではないものが入ることが予想される。①が正解。

１％だけが３３ し、９５％は材料を加工処理するのに使われる。残りの４％は放送とラベル貼りに使

われる。当然、飲み物に使われるのは１％ということ。④が正解。

イスラエルやクエートといった乾燥国は水の大部分を輸入している。もっと驚くべきことに３４ とあ

るので、雨の降る所でも水を輸入している、となるはず。

第４問 《難》満点を狙う！「情報検索能力」を試す読解問題

A 図表・グラフ問題

問１ three age groups, with 12 individuals in each group / Each donor slept for five nights in the same
unscented t-shirt containing underarm pads １２人の３グループだから被験者は３６人、それが５日間着

替えることなしに実験をしたのだから３６枚。

問２ 本文によれば老人は｢加齢臭｣という言葉とは異なり、臭いが少なかったとあるので、最も少ない

ＣとＦが該当する。

Interestingly, evaluators rated body odors from the old-age group as less intense and less unpleasant than odors
from the other two age groups.

問３ « 難 » it is possible that other sources of body odors, such as skin or breath,
may have different qualitiesとあるので､脇の下以外の部位の臭いは調べていない。
したがって③が正解。

B 広告問題
問１ « 難 »部屋の General Appearance（一般的外観）の評価は最低の１とひどい。実際の部屋の清潔
度は５、室内装飾は３とまずまず。思ったほどひどくなくて安心した、②が正解。
問２ 他の Hospitality Motel Courtに泊まったことがあるか？と聞いているのでチェーンホテルだとわ
かる。そして一番下から本部はニューヨーク州アルバニーにあることが分かる。しかし今回泊まった場
所がどこかは記述がない。したがって④が正解。
問３ « 難 » ２５点÷８項目＝平均３．０１ これが平均４になるのは４×８＝３２点が必要。あと
７点が必要になる。それには③の条件が適する。

第５問 《やや難》文字情報とビジュアル情報の一致

※ヒントの箇所を本文で探すのが一苦労。
問１ Applicants had to send a draft and a recording of their speech to the Foundation by April 9./ Finally, just
one day before the deadline, I submitted my application materials.から４月８日に応募書類を送った事が分
かる。④が正解。

問２ Japanese people worry too much about what people from other countries think of Japan. I don't think we
should. 人がどう思うかを気にしすぎだと言っている。③が正解。

問３ It holds 800 people!/ The hall was about 80 percent full. ８００人定員で８割埋まっていたから約６
４０人という②が正解。

問４ The final contestants were three men, and five women/ In the remaining time, all but one of us practiced
our speechesとあるので、くじ引きの後も練習していたのは７人ということになる。②が正解。

問５ «難 »(I'm a university student from Saudi Arabia) ... I was relieved to see I'd be fifth ５番目
All but one of the women wore ethnic costumes from their countries, and the one who didn't, an American,
wore a kimono.という記述からアメリカ人以外は民族衣装を着ていたことがわかる。韓国人は
the Korean, who got the audience involved by having them repeat Japanese dialects with flip cards カードを
使って という２箇所がキチント押さえられて④が正解と分かる。

「原文典拠の法則」 設問を先に読むのは常識
第６問 本文の該当箇所を見つけるために語彙力が必要！

ヤマカンでやるな！

第６問題は「原文典拠の法則」にしたがって、本文中に「…だから○」「…だから×」と確証を求める。

ヤマカンで解答するから間違える。次に示す各段落の下線部分が解答の根拠となる。その言い換えが正

解選択肢となることに注意。本文に下線を引きながら「思考の痕跡」を残せ！

問１ But scientists now say there is evidence that we are born shy./ 15 to 20 percent of babies behave shylyと
ある。これの言い換えが④。このように正解は本文の｢言い換え｣だ。

問２ threatening behavior by the older brothers or sisters made the younger children become shy.とある。こ
れが原因。ならば③がその言い換え。

問３ The study's authors said the difference can be explained by Japanese and Israeli opinions about failure.失
敗に対する考えの違いが重要とある。それの言い換えは①。

問４ Activities such as buying groceries or filling up a car at the gas station once required social interaction./
As a result, people are losing daily practice in the fundamentals of conversation.昔は八百屋やガソリンスタン
ドで会話を磨いたが今はそれがないということ。①が正解。

問５ To overcome severe cases of shyness, scientists say there are certain steps people can take.幾つかの段階
を踏めば克服できるというのが科学者の意見。その言い換えは③。.
問６ 段落の要点は｢最初か最後｣が鉄則。下記の部分がその要点。

(1) Do you feel nervous when you meet new people?....they do have some interesting ideas about why we are
shy →④
(2) As a result, many scientists now believe that shyness is genetic. →③
(5) As a result, people are losing daily practice in the fundamentals of conversation. →①
(6) To overcome severe cases of shyness, scientists say there are certain steps people can take. First of all,...
They should ask themselves... Finally, .→②...


