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※同じ駿台でも、前回の「駿台プレ」に比べかなり易しい(難しい問題が入れてあり高得点が出にくくなってはい
るが…)。きちんと得点できたか？本番並みの出題ダゾ。

ほとんど全てがリスト通りの出題だ！第１問
過去の模試問題を振り返れ！

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１６語A 発音問題

（ は で収録 。１６／１６＝ このうち★印のついた頻出consciously conscious ） 予想的中率何と１００％！
重要語が９語。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！渡されたリストを

全部音読できるようにしておく。音声ＣＤもアリ。

の発音。 だけが の発音。後は全て 。 が難しい。問１ ①の-ea- /i:/ /e/creature endeavor
の発音。④ だけが 。後は全て と発音している。問２ « 易 »-ow- / / /ou/knowledge ´
の発音。 だけが と発音している 「ホース」ではない(盲点)！他は全て 。問３ ③«やや難 »-se- /z/ /s/hose 。

の発音。① だけが ス(チョット難しい単語 。後は全て シュと発音する。問４ «やや難»-sc- /s/ / /ascertain ） ¸

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

派生語で何がついてもアクセントの移動はなし！（ ）。successfulは で収録 ※success 《重要ルール》

１５／１５＝ である。そのうち★印が１０語。予想的中率これまた１００％！
第１音節( )を強く読む語を探せ。① が正解 はよいか？問１ 「f1・2 f2・1の法則」comfort differ 。

第１音節( )を強く読む語を探せ。① が正解。 で終わる語は２つ前が強い。問２ accurate educate -ate
第２音節( )を強く読む語を探せ。③ が正解 はよ問３ 「子チビ母チビの法則」comparative immediate 。

いか？ （比較できる）がよく出題される語なので覚えておく。comparable
※ は「 」の出題。注意せよ！sweater, control, hose, loose, event, machine, delicacy カタカナ語

できるだけたくさんひたすら量をこなせ！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」

「影響する」という意味の 正解。問１ 。①がaffect
「土地不案内だ」という意味の の使い方。 が正解。問２ ③stranger

人 「人に～するように忠告する」 が正解。問３ ①advise + + to V
問４ 過去 過去より前 過去完了くしゃみをしたとき( )にはもう１０分間演奏をしていた( ）のだから、

で が正解 「１０分間」がなければ も可能。① had been playing 。 was playing
「距離はどれくらいか」という日本語につられて間違えてはならない 「距離は何？」と問５ « 難 » 。

聞く。 が正解。 What is the population of Tokyo?④ cf.

Because I had seen the film問６ 「 」 。 、２回見たことがあったので という意味の分詞構文 書き換えると

Havingtwice, I didn't want to see it again.となる。 が正解。③

「 」 。問７ « 相当難 » その人たちのために作られている の名詞が前に出たit was built for the workers
「人を中に入れる」という意味の熟語。 が正解。問８ ②« 難 »let in人

と複数形で受けられるのは のみ。問９ ①drivers both

「津波警報が出るといけないから」という意味にしたい。基本熟語で が正解。問１０ ②

「 」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
「 」「 。 」問１ 直前に 彼女が出ていくのを見た？ いいえお手洗いに行っただけだと思います なので□と思う

の流れだから 「じきに帰って来る」が正解とわかる。②
直前に「川沿いに歩道を歩くか、大通りをまっすぐ歩いていくかのどっちかだ」と言っている。当然問２

「どちらでも行ける」が正解。④
直前に「締切に間に合うと思う？」直後に「あー、大変。先生に待ってもらうよう言うべきだったの問３

に」と言っているので、締め切りを過ぎていることがわかる。 「実は昨日が締め切りだった」が正解。③

語整序はまぐれで合うことはない！１２０通り。１問１分で！時間をかC 小さくつないで大きくまとめる！
．．．

け過ぎて深入りすることなかれ！空所の両端をよく観察せよ１
苦手とする人多し。今回は非常に簡単 「 」と「 」がカギを握る。必ずひっつくも。 ８つのセット 熟語

のをつないで、選択肢を減らしていく（ 。選択肢減らしの術）

の後に続くのは当然動詞の 。 がその目的語。 が補語。多く問１ «難»don't think any of them worth V-ing
の受験生が苦手な の構文だ 「～を聞く」は 。 が最後に残ることに注意。「Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｃ」 。 listen to to

think any of them worth listening to＜ ＞正解
あなたが一番したくないこと は これは の問題 ～問２ 後置修飾「 」 。 。「the last thing you want to do 「 」

you want to do is buyです」は 。 ～「不必要なものを買うことだ 。 ＜ ＞is buy 」 正解
の否定で をその前に置く。最初の は 以下を指す。これは簡単。問３ «易 »occur to me never It that

never occurred to me that＜ ＞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

田中さんは最近□だ。下線は段落冒頭なので、 に注目する 「それは数百万円の価値問１ 段落の最後 。

がある。すぐ保険を掛けるべきだ」とある。１０００円で手に入れた絵画が非常に高価なものだったこ

とが分かったのだ。当然 「とても幸運だった」が正解。④

下線部は最後だから を見ると 「彼はいつもそのようなことをすると言ってばかりいるが、問２ 直前 、

絶対にしない」とあるのが大きなヒント。口だけで実行が伴わないので 「偽りの勇気」が正解。③

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
｢スポーツが私たち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。テーマを頭に入れてから英文を読み始めること。の生活にもたらす影響」について

I've learned from soccer that teamwork can help people achieve goals they could never achieve on their２９

own. Soccer has also taught me that failure is an important part of life, and that even very hard work can still
「チームワークの大切さ。努力しても失敗することもある」ことを学んだ。これの言いresult in failure.

換えが 。選択肢中の （逆境）が難しい。でも が分かれば何とかなる。② setback working together
Nowadays the emphasis is just on winning, and athletes are no longer admired for trying hard./ and３０

「勝利至上主義にunfortunately a lot of people believe they must put winning before fairness or anything else.
なっている」が発言の趣旨。 「まちがったことに重点を置きすぎている」がその言い換え。④

But sports help the economy. / Even so, I think the best thing about sports is the excitement of watching３１

「 」「 」 。 。them スポーツが経済を助けること 一番のだいご味は観戦の興奮 である それを述べたのが④
（⇒ ） （⇒ ）社会全体 個人



理詰めで解く ヤマカンではダメ！ 段落内部の構造を見抜くC

文と文のつながりを見抜く力だ！ か のか？「そのまま」 「ひっくり返る」
「 」３２ 空所の直前に 世界に約６０００の言語があるThere are about six thousand languages in the world.

Not even the most linguistically gifted person could read complex literary texts in so many languages.直後に

「語学の天才でもそんなに多くの文学作品を読むことはできない」とあるので、 「そのうちの約１０②

００が書き言葉を持つ」を選ぶと前後がスムーズにつながる。最終文でも「１０種類の言語が読める人

でも９９０は読めない」とあるので、ここで１０００という数値を導入しておかないと筋が通らない。

空所が最初にある場合、次に「 」なしで続く場合はほとんど の内容だ。空所の直後は３３ つなぎ語 ＝

Translation expands our ability to explore through literature the thoughts and feelings of people from another
「翻訳は文学を通じて別次元の人々の思考や感情を掻き立てる能力を増進する」society or another time.

と翻訳の重要性を述べている。それと同じ 「翻訳がいかに不可欠か」が正解。③

One of the many３４ つなぎ語 ＝空所が最初にある場合 次に なしで続く場合はほとんど の内容だ、 「 」 。

reasons writers write though certainly not the only one is to communicate with and affect us as many― ―

「書き言葉の存在理由は意思の伝達であり、できるだけ多くの人に影響を与えることpeople as possible.
だ 」その言い換えが 「読者層の大幅な増加 。。 」③

空所 が段落の最初にあり、 次の文が「つなぎ語」なしに続くときは、ほぼ空所と次の文は
《重要ポイント》イコール＝関係にある。

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

「情報検索能力 （探し物⇒検索）を試す読解問題第４問 」

使われる語彙に特徴アリ！頻出語を押さえること 苦手な人多しA 図表・グラフ問題

１９９０年は３８，２７６，０００台、２００９年は４４，６３３，０００台だから、問１ « 易 »

－ となる。単なる引き算問題。 が正解。44,633,000 38,276,000 = 635,700 ③

A in the case of China the number of automobiles has問２ «やや難 »車の台数の数字から がドイツ。

より が中国。 よincreased four time since 2000 B in China and India, ...more and more people are buying cars
。 、 （ ） 。 。り がインド ならば 残る と がアフリカ諸国 エジプト・南アフリカ となる 理詰めで解くC D E

there are still few car owners, but the number of automobiles will increase in the future as roadway問３

「まだ車を持つ人は少ないが、インフラ整備が進めば将来車の数infrastructure is expanded and improved
は増大する」その言い換えが 「道路ができるとより多くの人が車を持つ 。④ 」

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 広告問題
．．．．．

最後の電話の予約の箇所に 「クレジットカードを手元にご準備」とあるので が正解。問１ ④、
まず夜の＄１５の切符でないといけない。老人は２０％引きとあるので＄１２。上映の問２ « 難 »

最低でも３日前に予約すると＄１引きとある。したがって が正解。④
注意書き( )から５歳以下の子供は も も入場できない。したがって４歳の子問３ « 難 » NOTE R PG-13

供が見れるのは６時開始の映画だけ。⇒したがって６時前に来なければいけない、という が正解。①

第４問と何ら変わらない単なる内容一致問題 満点を狙う！第５問
～設問のキーワードを頼りに本文検索！

。問１ but something came up and he had to cancel...but then thought about inviting Yukiとあるのがヒント
父は行けなくなったのだ。 が正解。①

― 「ベ問２ Yuki was quite pleased when we got to our seats in the second row, right behind the third base
ースのすぐ近くの座席で喜んでいる」 が正解。③

in the bottom of the fifth, we scored three runs. Unfortunately, just after that it started raining./ In fact, I問３

was probably poor company as we walked back to the station. And to make things worse, it started raining
「５回裏」と「帰り道」で雨が降っている。 が正解。again ③

We ended up losing when the Rays scored four runs in the top of the last inning and weren't able to catch問４
「最終回逆転の敗戦にがっかりしている」ので が正up. As you can imagine, I was pretty disappointed. ③

解。
Jeff enjoyed the sandwiches, which I was glad to see, and he even bought a hotdog too. / When the Blue問５

の絵が相当する。Sox scored in the fifth inning, the spectators leapt to their feet and cheered. 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。第６問は「 」が原則！一段落を読みその設問を解く。読みながら、解きながら

★今回は前回「進研プレ」第３問Ｃと話題が全く同じで読みやすかった。こんなこともある。

This is because the bright glow from artificial lighting has hidden the weaker light coming from the問１

「人工の照明が星の明かりを隠してしまった」その言い換えが 。stars. ①

Business in the remote areas where Dark Sky Parks are located already benefit from the money star-gazers問２

bring with them when they come to enjoy the night skies, but that is just the beginning. This「経済効果」

means the dark sky movement could even increase the energy security of many nations. In addition, it is not too
「環境への影響」の２つmuch to imagine that reduced energy use could even help reduce global warming.

が書かれている。 がその言い換え。②

Some people are worried that with less street lighting, cities would become more dangerous.問３ «やや難 »

「通りが暗いと危険だ」が主旨。 の「みんなが賛成しているわけではない」がその言い換え。③

In the near future we may be able to light the streets and still enjoy the beauty of the starry night問４ «難 »

この言い換えが 。これは難しい。sky. ②

「ダークスカイ運動」がテーマ。その有益性について述べた文章。 が正解。問５ 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 But in the last fifty years, star-gazing has become more and more difficult in industrialized( )
②countries. 「星を眺めるのが益々難しい」6

「暗い夜空( )2 Recently a movement has emerged that is trying to "bring back the dark night skies"
④を取り戻す運動」6

5 In reply, the IDA says that business and city governments can save money, but that this will not( )
endanger citizens. They cite examples such as the English city of Watford, which decided to switch
off its street lights between 12 midnight and 6 am. After a year, the local police reported there had

①been no increase in crime. 「危険にさらすことはない」6
6 Advance in technology, however, may soon eliminate such concerns while still allowing us to( )

③have darker skies.「科学技術の進歩がもたらす恩恵」 6

、 （ ） 「 」 。◆各大問の迫り方の解説は 先生 河合塾 のブログにある を参照山下りょうとく ビデオ特別講義
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

この講義の中にはセンターの解き方のノウハウが全部詰まっている。ＨＰの もオススメ。各種ファイル


