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※各業者最後の模試は本番に限りなく近い難易度設定で、かつ来年の予想問題的側面を持つ。したがって従来の模
試にも増して見直す必要がある。が、失敗する人たちは模試を受けてもやりっぱなし。見直しをして初めて、実力
がついてくるのだ。 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。この言葉をかみしめたい。失敗

やはり出るものは決まっていた！！第１問
～きちんと得点出来たか？満点を狙う！～

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１１語。１１A 発音問題

／１６＝ このうち★印のついた頻出重要語が１０語 【 がやはり予想的中率６８％！ 。 狙われる単語】

存在する。ちゃんとやれば必ず満点の取れる箇所だ。やるかやらないか、それだけ！

。 。 「 」「 」 。問１ ③の だけが と伸ばす 後は全て と は フード ウール ではないので特に注意smooth hood wool/u:/ /u/
の発音。 だけが 。後は全て と発音している。 が難しい。問２ ④«やや難»-ti- /t/ / / initiativeretire ¸

の発音。 だけが ときれいな音。他は全て のきたない音。 は超頻出語。問３ ③-ear- /a:/ / :/heart heart, heard, hurt¬
の発音。 だけが 。後は全て と発音する。問４ ④-sc- /sk/ /s/sculpture

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。B アクセント問題

１１／１５＝ である。そのうち★印が９語。やはり は存在する。予想的中率７３％！ 【狙われる単語】

第２音節( )を強く読む語を探せ。 が正解。問１ ④forget prefer
第１音節( )を強く読む語を探せ。 が正解。問２ ①opposite curious
第１音節( )を強く読む語を探せ。 が正解。問３ ①dictionary architecture

※ は でチェックのこと。hood, smooth, wool, initiative 「カタカナ語」

ひたすら演習と暗記を繰り返せ！第２問 知識を問う問題
～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！

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 の多い者が勝つのは当然。A 。「知識」

「 人 (原形)」の知識と 「記入する」の２つがポイント。原形の を選ぶ。問１ ①help fill out+ +V
「めったに～しない」の語彙の問題。① 「かろうじて～する」と混同しない。問２ ③ seldom barely
「 」「 」問３ « やや難 » もしパスワードを知っていたら教えてあげられたのに でも知らなかったんです

の意味が分かれば の過去形を選べる。簡単だが、ひっかかりやすい。①

「～しようとする試み」 が正解。問４ ④« やや難 »attempt to V
「いったん開けられると」の意味。 だから過去分詞の①openedを選ぶ。問５ 受け身

「違いはない⇒何ら変わらない」という熟語の問６ « 難 »make difference make differenceno / not any
問題。

「他のサイズはない」という意味。 が正解 「 名詞」は「何か他の～」問７ ② 。 any other+
時間 「Ｖして過ごす」という表現を知っているかどうか。 「ぶらぶら問８ spend hang out+ + V-ing

する」 の が正解。② hanging
「結婚しているかどうかと聞かれた」の意味が分かれば 「～かどうか」を選べる。問９ ① if

｢～が不足している、～を切らしている」という頻出熟語の知識。前回のベネッ問１０ run out of～
セ・駿台でも出題された問題だね。 が正解。②

★知らなかったらできないので、飛ばして次へ！が正しい戦略

「 」でしたね。逆算せよ！B 《易》直後（または直前）のセリフに注目すればすぐ分かる
直前に「若いですね 、直後に「７０才ですが毎日ダンスに通っています 。真ん中には 「それを問１ ③」 」

聞いたら喜ぶでしょう」が正解。
問２ ②「スーツケーを見ておいてくれませんか。あちらの店で買いたいものがあるので」につながるのは
「いいですよ。でも急いだほうがいいよ」

直後に「２時間か３時間しか寝ていない」と言っているので、 の「昨夜は十分休んだの？」が問３ ①
正解。

語整序はまぐれで合うことはない！１２０通り。今回はやC 《やや難》小さくつないで大きくまとめる！
．．．

や難しい！
問１、問２ つ例年は１～２問難しいものが入る。今回は が難しい。力のない人は全部間違える 「。 ８

」と「 」がカギを握る。必ずひっつくものをつないで、選択肢を減らしていく。のセット 熟語

「 」問１ 比較級＋and＋比較級«やや難 »③の は原形の④ とひっつくのは明らかbegan to find the job 。
で「ますます～」 。 「その仕事を魅力的に思う」というＳ＋Ｖless and less attractive find the job attractive

began to find the job less and less attractive＋Ｏ＋Ｃの基本が分かるかどうか。 ＜ ＞正解
の後には が来るはず。③の 。⑤の の後には原形が来るから②問２ 名詞 助動詞« 難 »in temperature will

の 。 「ＯをＶさせる」に気がつくかどうか。意味は「一般的に言って、温度がチcause cause + O + to V
temperature will cause bacteria toョットでも上がるとバクテリアは急速に増加する」＜ ＞正解

such that decided to spend問３ «易 » ～ 「あまりに～なので」が見抜ければ簡単。①の は直後の原形
lovely weather that we decided toと結びつく。 ＜ ＞正解

★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！スピード

第３問
理詰めで読もう！語彙力･速読力が重要

本文中に必ずその説明あり！ それが見つけられるか？A
重要★下線部とヒントの位置には密接な関係がある。それをアタマに入れて本文を読むべし！

段落の最後 下線部直後、段落最後 下線部直前段落冒頭 段落中央 段落末á á á

下線部は最後だから を見ればヒントがあるはず。その直前に「誰かがチョットしたミスをし問１ 直前

たりちょっとした細かい点を忘れたときに、そのささいな間違いを厳しく批判する」とあるのでマイナ

スの性格だとわかる。選択肢を見ると の「融通が利かず頑固だ」がよさそうだ。③

下線部は真ん中だから を見ればよい。彼女の厳しい態度に関して「彼女はあなたのことを文句問２ 直後
を言っているのではないのです。次の劇ではあなたをヒロインに抜擢することを考えているのでもっと頑張
るように励ましているんですよ」となだめている。 「落ち着いて、冷静に」が正解。① Calm down.

注目 言い換えの選択肢を探せ！B すべきは 間に が示される最初と最後 根拠
｢良い先生とはどんな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！

」である。先生か

having a good teacher allows you to feel positive about learning. If you've supportive teachers at school２９

がwho encourages you to work hard, you're more likely to go on to be conscientious in your university studies.
の意見。後は具体例。 「教える教科に興味を持つよう生徒を鼓舞する」が正解。Cindy ①



I think what teachers need most is to be interested in their students because that makes their students feel that３０

they really belong in their class. So teachers should never forget about their students. If they're only interested in…

「生徒中心であれ」という。その言い換えが 。the subject itself, they should be researchers instead. ③

teachers must follow a curriculum, but the government doesn't force them to teach in a certain way. That３１
means that teachers have room to make their classes interesting and they have to devise better ways to present

とあるから、工夫すべきが主旨。そのことを言ったのが 。the materials and teach them ②

身体C 《易》 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！
。 、 、 、を支えるだけでなく 直後には脳を保護したり 背骨は神経を保護したりする と述べているので３２

保護する内容を言った選択肢を選ぶ。 は簡単だった。３００本あった骨が，年と共に 。その結果④ ３３
大人になるときには２００本となっている。当然骨が少なくなる説明があるはず。 の「くっついてい②

３４く」が正解。骨のミネラル貯蔵庫としての働きを述べた段落。ミネラルが他の器官で必要な時には
だとあるので、 「骨から血液中に放出される」が正解。③

□が段落の最初⇒テーマ 真ん中⇒前後を吟味 最後⇒結論＆次の段落の橋渡し重要

「情報検索能力」を試す読解問題第４問 《難》

使われる語彙に特徴アリ！頻出語を押さえることA 図表・グラフ問題

( )より最大２０万円を切っているのが問１ « 易 »their maximum prices are under 200,000 yen Group 2
である。表を見るとＤとＥだけが２０万円以下である。したがって の が正解と分かGroup 2 ② D and E

る。これは簡単！

In terms of image types, 6 brochures have photographs on the cover, and 2 have other kinds of問２ « 難 »

illustration. non-photo In terms of theから６枚は写真 ２枚はイラスト したがってＧは と分かる さらに、 。 。

objects portrayed, 5 brochures have human figures as the main objects in the illustrations, 2 show mainly
scenery with no human figures or only very small ones, and the other has animals as the dominant image.(

Among the five brochures with human figures, one of the most striking characteristics is the absence of
より５人は人を撮したもの。Japanese figures, except for one front cover showing a young Japanese female.

したがってＹは「人」でないといけない。１枚は日本人を撮したものとあるのでＡがそれに該当するか

ら、Ｙは日本人以外でなければならない。したがって が正解。チョット吟味が面倒くさい問題。②

に気づけば問３ « 易 »Generally, the period around Christmas and New Year is the most expensive time.
秒殺の問題。 が正解。②

先に設問を読んで｢探し物｣を明確にしてから つまみ食い ！B «やや難 »広告問題 「 」
．．．．．

※今回は選択肢を一つ一つ真偽の確認をしていく作業が２問あり時間がかかる。
「約３０分」とあるので①は○。建物の激動の歴史を語るとあるので②は○。ロビーの問１ « 難 »

visit our live performance halls: either the Concert中から写真撮影可だから④は○。 により が×。消去法 ③
訪問できるだけ。参加はできない。Hall or the Opera Theater House

親子５人の料金は，料金表の から４人が＄６１。最後の注意書きに１人増えると１０問２ FAMILY
ドル増しとあるので、６１＋１０＝７１が正解。 となる。②$71

見出しタイトルから１月２日が水曜日とある。真ん中の表より木曜日は韓国語のガ問３ « やや難 »
イドは休みと分かる。１月３日は木曜日となるから、この日は韓国語のガイドは休みとなるので が正解。④

文字情報とビジュアル情報の一致 満点を狙う！第５問
～設問のキーワードを頼りに本文検索！

I recommend you visit the city =Venice if you join a tour to Italy. I advise問１ < > ( ) < >Toru Harumi
( ) に気がつけば簡単。 が正解。 それを述べた が正解。you to visit the city =Venice . ④ ①

I think ABC Travel Agency should have warned us ahead of time that we might not be able to see問２

と不満を述べている 「前もって知らせておいて欲しかった」と言うのである。そeverything on the tour. 。
の言い換えが 。③

a woman who joined one our tours last year had her handbag stolen while she was taking問３ «難 »
(バッグの盗難） (釣り銭のごまかし) 「お金pictures. / Another woman was shortchanged while shopping.

に注意」という が正解。②

I would like to take advantage of this occasion to apologize to the group and問４ ハルミの発言の最後に
Mr. Ogawa for not letting them know in advance that it was possible that they wouldn't be able to see the
church and the Blue Cave. this tour was really memorable for me because itと不手際をわびており、さらに
was my first tour as a guide and one female participant gave me a thank-you letter, which moved me very

。 「 」 。much.と思い出深く感動したとある したがって 少々の不手際はあったが満足している の が正解②

トオルの発言に( )ゴンドラ、( )美術館・教会、( )エビ・カニのアレルギーは心配不要、の３問５ 1 2 3
つが語られた。 とあThere was plenty of time for a trip in a gondola. / I visited many museums and churches
るのでゴンドラと美術館の が正解。②

「原文典拠の法則」 設問を先に読むのは常識
本文の該当箇所を見つけるために語彙力が必要！第６問
ヤマカンでやるな！思考の痕跡を残すのだ！

、 は「 」にしたがって、本文中に を第５問 第６問 原文典拠の法則 「…だから○ 「…だから×」と確証」
言い求める。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

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読み 「 」を残せ！設問順と換え 、 思考の痕跡
段落の順番は一致する 「 」が原則！。 読みながら、解きながら

But so far, a majority of Americans aren't even aware that most of the foods they are consuming are問１

「 」 。 。genetically engineered. 気づいてさえいない これの言い換えが このように正解は本文の だ③ ｢言い換え｣

No human health testing has been done. Early on, the Food and Drug Administration FDA decided問２ ( )

that genetically engineered foods are "basically equivalent" to non-genetically engineered foods and need no
「検査は実施されていない」 ならば がその言い換え。additional safety testing or labeling. ③

「食べたくない」それの言問３ polls show that a majority of Americans would prefer not to eat GM foods.
い換えは 。③

が正解。問４ ④«難 »The government requires wines to be labeled if they contain sulfites,

With so many health, environmental and ethical considerations surrounding genetically問５ 第１段落の

最engineered foods, it is wise to encourage labeling as a means of helping consumers to make informed choice.
Shouldn't the government also require labeling when the genetic structure of the food has been終段落にも

「 」 。 。changed? 問題があるので表示をして知らせること の必要性を述べた文章 この趣旨に沿っているのは③

段落の要点は｢ ｣が鉄則。下記の部分がその要点部分。 ～ が参考になる！問６ 問１ 問４t 最初か最後

(1) 6it is wise to encourage labeling as a means of helping consumers to make informed choices
②

2 Today, an estimated two-thirds of products on supermarket shelves contain genetically( )
③engineered ingredients. 6

④( )5 Labeling would protect people who have allergies. 6
6 Labeling would give people the option to choose whether or not to support the genetic( )

①engineering industry 6

◆各大問の迫り方の解説は 先生 河合塾 のブログにあるビデオ特別講義を参照 解、 （ ） 。「山下りょうとく
http://blog.livedoor.jp/get9wari/き方」のエッセンスが詰まった素晴らしい解説だ。こちらへアクセス。


