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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。しかし駿台だけは例
外。予想通りいつものように難しい。ガツーン、と一発かまされた予備校生たちが最後の踏ん張りに精を出す起爆

tttt剤となっている。１９９４年度にはセンタｰ試験全国平均点が９６．３点ということもあった。

リストを外した出題！駿台らしい けどやることは一緒…第１問

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わずか５語。A 発音問題

５／１６＝ このうち★印のついた頻出重要語が１語だけ。駿台らしさの出た出題。本予想的中率３１％！
番ではこんなことはあり得ない。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！

の発音。 の だけが の発音。後は全て 。 「ガラガラヘビ」問１ ③-a- / / /ei/ rattle snakerattle ¢ cf.
の発音。 だけが 。後は全て と発音して伸ばしている。問２ ④-oo- /u/ /u:/hook
の発音。 だけが と。他は全て で は黙字で発音しない。問３ ③-st- /st/ /s/ tabstract
の発音。 だけが 。後は全て と発音する。 「シリアル」とは発音が異なる。問４ ④-c- / // /s/sugar cereal¸

今回出題された１５個の単語中、８個がリストに載っている単語である。B アクセント問題

８／１５＝ である。そのうち★印が２語。予想的中率５３％！
第２音節( )を強く読む語を探せ。 が正解。 はアクセント注意！問１ ②compare effect robot

第２音節( )を強く読む語を探せ。 が正解。問２ ①« 難 » contagious distribute
第３音節( )を強く読む語を探せ。 が正解。問３ ①comprehensive confidential

※ は「 」の出題。注意せよ！brake, hook, Christmas, cereal, series, access, robot カタカナ語

ひたすら量をこなせ！第２問 《難》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」

「激しく雨が降る」は 。 は不定詞だから動詞の原形が続く。基本問題だけれど問１ ④ rain heavily to
も紛らわしくて迷う。

「今後１０年で解かれなければならない問題が幾つかある」という意味にするには、未問２ « 難 »

来のことなので 。③ to be solved
「～するのに忙しい」という熟語を知っていれば秒殺の問題。 が正解。問３ ④be busy V-ing

「もう２年かかる」は 正解は 。問４ ②another two years
「 」 。 「 」。問５ ③子供は 着席させられる のだから でなければならない は他動詞 着席させるseated seat

～「～を受けやすい」という熟語を知っているかどうか。 が正解。問６ ④« 難 »be subject to
「成人する」という熟語を知っているかどうか。 が正解。問７ ②« 難 »come of age

「Ｖするように忠告される」という意味が分かれば何とか解けるのではないか 「Ｖ問８ « やや難 » 。

するよう注意して下さい」 が正解。①

「～という観点で」の意味の熟語 を問う問題。 が正解。問９ ④in terms of～
「遅れると分かっていたならどうして電話してこなかったのか」 が時制問１０ you are going to be late

の一致で になっただけ。 が正解。were ③

★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 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「傘を持ってこなかった」直後に「しばらくここにいましょう。たぶんやむでしょう」と言っ問１

ているから 「私も持ってきませんでした。どうしましょうか？」が正解とわかる。①
直前に「理解に苦労した」直後に「本当ですか。それを聞いて安心しました」と言っているので慰め問２

になるような発言が予想される。 「私だって時々ついていけないことがあります」が正解。②
直前に「予約番号をお持ちですか 「いえ持っていません」と言っているので、 「持っている問３ ①」

ことになっているんですか」を選ぶ。

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

い！１問１分で！時間をかけ過ぎて深入りすることなかれ！
問２、問３ 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

it reminds you of what does it問１ «やや難 »元の形は □である。□の部分を問う疑問文にしたら、
does it remind you ofremind you of?となる。 ＜ ＞正解

骨組の の「それが唯一の考えだ」がまずできることが重要。で、その問２ «難 » that's the only idea
名詞に で「私が思いつくことのできる」という のついた文章。苦手な人がI can come up with 後置修飾

that's the only idea I can come up with多い。 ＜ ＞正解
元の形は強盗 「強盗が莫大の額の現金を銀行問３ «難 » robbed ofthe bank a huge amount of money

から強奪した」である。それを受け身にすると ( 強盗)the bank was robbed of a huge amount of money by
となるはず。このように文法的に元の形に戻して考えることができれば 。まぐれであうことは絶対OK

the bank was robbed of a huge amount of moneyにない。 ＜ ＞正解

理詰めで読もう！語彙力･速読力が重要第３問

本文中に必ずその説明あり！ それを見つけるヒントは？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 だから を見ればよい 「人々はお互い助け合うことになっており、そのため問１ 真ん中 直後 。

にお金を使っているのだ、と答えた」とあるので彼はどんな人か？第２文・第３文も大きなヒント。当

然 が正解。③

下線部は だから を見ればよい 「負けたことを責めているのでない。腹の立つのは全力問２ 最後 直前 。

を尽くさなかったことだ」と言っている 「期待・要求されたほど良くなかった」という が正解。。 ③

《難》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
｢エコツーリズムにつ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。今回は選択肢がわかりにくく難しい。いてディスカッション」

I think if lots of people become ecotourists, it will help promote awareness in the general２９ «難 »

が意見。旅行者だけでなく一般大衆の考えpopulation of how important it is to take care of the environment.
方にも影響を与える。その言い換えが 。①

Ecotourism might sound like some kind of ideal approach to tourism, but in reality the presence of any３０

kind of tourist in a natural area inevitably causes harm to the environment./ the more ecotourists there are, the
旅行すればするほど環境に悪影響がある、 が正解。more they will interfere with natural ecosystem ①



I read somewhere that the aim of ecotourism isn't only to conserve nature, but also to help３１ « 難 »

revitalize local economies./ However, as far as I know, ecotourism isn't usually very beneficial to the local
communities near where most ecotours take place./ I believe that in order to give local communities
opportunities to profit from ecotourism, it is necessary to involve them in both the planning and operation of

エコツーリズムの目的が語られ、現時点では経済的な目的は果たしておらず、この目的のたecotours.
めに成すべきことを述べている。その内容は である。①

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！C
In the early twentieth century, , male and female children's clothes began to differ boys started３２ however ―

「違い始めている」が「しかし」でつながってwearing pants, while girls remained clothes began to differ
いるので の中には「同じ」という意味のものが来るハズ。 「特定の色が男女に割り当てられてい３２ ②

なかった」が正解。

The reason was that pink, being a stronger color, was considered more suitable for the male, while blue,３３

ピンクが男性に、青being more delicate, was thought to be prettier and therefore more suitable for the female.
が女性の色だった理由が述べられている。当然その事実を書いた が入る。④

と「それで、神のご加護３４ «難 »so baby boys were dressed in blue in the hope of such divine protection
を期待して男の赤ちゃんは青い服を着た」とあるから、当然神のご加護の内容を書いた文章を選べば良

い。 「邪悪なものを払ってくれる力を持つと信じられた」が正解。②

□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 （探し物⇒検索）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

The reason is that the birth rate is still low because of the turmoil after the downfall of the Soviet Union問１

後半に書いてある死亡率のand the death rate is likely to remain high compared with that of other countries.
高さが選択肢の 。②

In some developing countries in Africa and Asia, like Congo, Ethiopia and Bangladesh,問２ «難 »

より人口が飛躍的に伸びているのはimprovements in medicine will lead to dramatic increase in population.
Ａ、Ｃ、Ｄである。 で１５ ６４歳が２６in both Congo and Ethiopia by about 126% compared with 2010 -
％伸びているのはグラフよりＣとＤ。したがって正解はＣとＤの 。④

However, now there are more and more immigrants from other parts of the world Africa 29% , Asia問３ ― ( )

27.2% , Central America 22.2% and so on and many of them don't speak French, so people in Quebec( ) ( ) ―

「フランス語を話す人々が減る」という内容の が正解。正誤判定may have to reconsider their identity. ①

に時間がかかる。

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 「 」
．．．．．

広告の最初のところにクラブハウスを訪問できる（ホームゲームのないときは）とある。これの問１
言い換えが 。正誤判定に時間がかかる。③

。 。 。 。問２ 料金表より６５歳の祖母は＄１０ ４５歳の父は＄１８ 母も＄１８ １７歳の子供も＄１８
１３歳の子供は＄１０。したがって合計 ＄７４払うことになる。正確に数字を追いかけること。③

最後の集団料金表より特別料金は月曜日から金曜日とある。つまり土・日は割引対問３ « やや難 »
象外ということ。この言い換えが 「週末に行かないことで得をする」正誤判定に時間がかかる。②

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！

First of all, I really liked the cleaning activity we had every morning. On the問１ < > < >Takeshi Yumi
に気がつけば簡単。 「清掃活動」が正解。other hand, the cleaning activity every morning was very fun. ③

不満を述べ問２ there weren't many exchange students, so I was unable to talk with as many as I had hoped
ている。 「交換留学生と十分交流できなかった」が正解。②

「自然と無関係の活動が多すぎる」問３ There were just too many activities that were unrelated to nature
という が正解。②

I especially remember Mark, who told me about the natural beauties of Australia. Now I can't stop問４
留学生マークから刺激を受けた。 が正解。正誤判定に時間thinking about visiting Australia some day. ③

がかかる。
Still, I did meet one girl who is a wonderful artist. I was really impressed with her drawings. I'm問５

から ユミがやったことは 掃除 と 絵learning to draw/ the cleaning activity every morning was very fun 、 「 」 「

画 。 が正解 「サイクリング 「釣り 「カヌー」はタケシ。」 。 」 」④

「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

「証拠は当てにならない」こ問１ Now most scientists think the evidence found in the rock is quite weak.
れの言い換えが 。このように正解は本文の だ。③ ｢言い換え｣

If your right fingertips represent the time when life first began on Earth, then your left had is reached that問２

… 「人間はまだ歴史mammals first appeared. Then, at your fingernails, the first early form of human appears.
が浅い」がその趣旨。 が正解。②

It =the brain has enabled us to dominate our planet by making it possible for us to build machines that問３ ( )

fly through the air, move under water and even reach out into space, something no other species on Earth can
「脳のおかげで世界を支配」正解は 。do. ③

Modern life and human relations are very complex, and answers to the difficult problems we meet問４ «難 »

難問には対処でin our daily lives are often hidden, but we still tend to look for quick and simple answers.
きないこともある、という が正解。①

「人類は比類無き存在で、特別な意味を持ち、それに気づくべき」が趣旨。正解は 。問５ ②«難 »

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

( ) 「生命の可能性低2 As for all the other planets, the chance of life on them is even more remote
①い」 6

3 But it isn't until your left hand is reached that mammals first appeared. Then, at your fingernails,( )
④the first early form of human appears. 「人間の存在の短さ」 6

( ) 「脳が大4 The human brain is one of the most remarkable phenomenon in the known universe.
②仕事」 6

5 As we have seen, almost all the species that have ever existed are extinct, and extinction is likely( )
③to be the fate of humans as well. 「絶滅も人間の運命」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 を参照山下りょうとく
http://blog.livedoor.jp/get9wari/「 」 。 。解き方 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


