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※ずいぶん簡単な問題。しっかり得点できたか？ 本番並みの出題ダゾ！高得点を狙う！

≪易≫ 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１５語。A 発音問題

１５／１６＝ このうち★印のついた頻出重要語が１１語。ちゃんとやれば必ず満予想的中率なんと９４％！
点の取れる箇所だ。やるかやらないか、それだけ！渡された を全部音読できるようにしておく。「頻出語リスト」

。 。 。 （ ） 。問１ ①« 易 »-ow- /au/ /ou/の発音 の だけが の発音 後は全て は超頻出語！ カラス は注意allow allow crow
の発音。 だけが 。後は全て と発音している。 ― も区別せよ！問２ ①« 易 »-se- /s/ /z/cease lose loose

の発音。 だけが と発音している。他は全て∂ 。 は何べん出たかわからないくらい頻出。問３ ③-ear- /a:/ / :/heart heart
と を対比させて覚えておこう 「心臓はきれいな血液( )、傷口は汚れた血液(∂ )」と記憶しておく。heart hurt 。 a: :

の発音。 だけが で発音しない。後は全て と発音している。問４ ④ 黙字« 易 »-gh- /f/through

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

１５／１５＝ である。そのうち★印が１３語も。予想的中率なんと１００％！
第１音節( )を強く読む語を探せ。 が正解。日本語の「イメージ」ではない！問１ ③volume image

第２音節( )を強く読む語を探せ。 が正解。問２ ④« 注意 » delicious sufficient
第２音節( )を強く読む語を探せ ( )は重要アク問３ 「オロジーの上」biology o o。 techn logy, psych logy, etc

セントルール。 が正解 「 で終わる語は２つ前の音節が強い」も頻出ルール。① communicate 。 -ate
※ は「 」の出題。注意せよ！必ず狙われるゾ！pearl, rough, volume, image, calendar 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 ≪易≫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」

「～はどうなったか」という意味の基本表現。 が正解。問１ ③What has become of ?～
「足りなくなる」という熟語の問題。 が正解。 [ ] ～問２ ②run out of～ cf. be run short of

「 したほうがましだ」という基本熟語。 が正解。問３ ③might just as well V( ) V
「～するといけないから」という基本熟語の問題。 が正解。問４ ①in case S+V

「長い間探してきたものだ」 が正解。問５ ② what
finishes問６ 副詞節ルール ③「 」 。 。副詞節の中では未来を表す時にも現在形 という の問題 が正解 ②は

と三人称単数になっているのが間違い。

with in問７ 付帯状況 (with A+B)« 難 » that dress on「 」 。その服を着ていると という の問題 前置詞なら

となる。that dress
「関係ない」という基本熟語。 が正解。問８ ②make no difference

「(今も)まだ～ 「まだここに住んでるの」 が正解。問９ ④still 」。

の の識別問題。 「想像力問１０ 「紛らわしい形容詞」 ③«頻出 » imaginary/ imaginative/ imaginable
」 。 。「 」 。に富んだ が正解 ３つとも意味が言えるか？代表的な形容詞は押さえておこう センター本 p.32

「 」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
直後に「本当？何時に彼は帰ってきますか」と言っているので 「今はいない」という意味のセリフ問１ 、

が入るはず。 「すみませんが、今外出中です」が正解とわかる。文脈型の問題。②
Here you問２ ②直前に 醤油を取ってくれませんか と言っているので はいどうぞ という会話文頻出の「 」 「 」

を選ぶ。会話表現を問う問題。are.
直後に「和食が食べたい」と言っているので 「何を食べたいか？」と聞くはず。 が正解。問３ 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）

「聞こえないふりをした」という意味が見抜ければ簡単。 と は の前に置く、とい問１ pretend to V not to
she pretended not to hear himう２つがポイント。 ＜ ＞正解

「必要より多くのお金をあげなかった」の意味。 と の位置が難しい。問２ «やや難» more money more
more money than was necessarythan is necessary「必要以上に」 ＜ ＞正解

depends on the weather of rice a問３ 前置詞 名詞「 」 。 。天気次第だ は簡単 の の後には が来るから を続ける

「お米がたくさんとれるかどうかは天気次第だ」の意味。good crop of rice
a good crop of rice depends on the weather＜ ＞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

直前には「しかしアメリカでは親は子供に「違うことがいいのだ」と教える」とある。前半に日問１

本人は同じことをしたがるとあるので、 「他人を模倣する」が正解。 （コピー）もヒントにな③ copy-
るだろう。

「 」 、問２ mustn't give up the solution through negotiation 交渉を経た解決をあきらめてはならない とあり

下線部は中央だから 段落最後を見ると とにかく何度も話さなければならない とあるので 議、 、「 」 、 「①

論する」が正解。

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
｢テレビゲームの子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。供への影響」について

I think playing video games too much is bad for kids. Studies show that it can cause increased attention２９

「子供によくない 「学校で注意力不足の問題が増大 （＝集中できない）とあるのproblems at school. 」 」

で、これの言い換えが 「学校で勉強に苦労」④。

Perhaps we just need to better teach or train children on how to use this type of entertainment without３０

「ちゃんと子供に使い方を教えるべき」が趣旨。その言い換suffering from the associated attention issues.
えが 「適切な使い方を教えれば問題ない」④。

Have you ever considered that those children who have attention problems simply like spending３１ «難 »

「集中力が続かないからテレビゲームmore time playing video games because of their short attention spans?
をやり続ける」それを述べたのが 「注意力持続時間が短いとゲームを長時間やる」①。

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！ 「そのまま」か「ひっくり返る」のか？
空所の直後に 「彼らは歯医者と呼ばれる」とあるから「彼ら」の説明が３２ They are called dentists.

当然 の中には入ることがわかる。それを説明したのが 「世界のほとんどの地域にはそれを治療す３２ ①

る専門の集団がいる 。このように に注目することで解ける問題。」 代名詞

直後に 「また、貝殻や木３３ Also, we may have used our teeth as a tool to open seashells and nutshells.
の実の殻を開けるのに歯を道具として使ったのかもしれない」と、摩耗、ひび割れの２番目の理由が書

かれている。当然 の中には歯が欠ける１番目の理由が書かれていなければならない。 の「食べ物３３ ③

がザラザラで、砂を含んでいた」がその理由となり正解。

「古代の人間は今より寿命が短かった」→当然のことながら 。 「寿命が短けれ３４ ３４ ②« やや難 »

ば短いほど、虫歯にはならない」→「しかしこの答えは満足のいくものではない、なぜなら虫歯は今の

若い子供たちにも多く存在しているからだ」虫歯にならない、という趣旨のものを選ぶ。

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

と問１ « 易 » .In fact, one out of every three bites of food we eat comes directly from honeybee pollination
あるから が正解。これは簡単。②

Soybeans rank below cotton. C The honeybee問２ 醤油« 易 » ここが読めれば の上が（ )綿花とわかる。

pollination of apples is on the same level with that of blueberries. Peaches, one-half pollinated by honeybees。

より が 。これも簡単。 が正解。B 桃 ③

より が 。したがって 「オレンジはブドウより問３ ブドウ ③Grapes take the lowest rank of the graph D
もミツバチの受粉に依存している」が正解。１つ１つ吟味せよ。

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
．．．．．

行きの表より６８８便は５時間半。１４３３便は６時間半かかる。 「少なくとも５時間はかか問１ ②
る」が正解。１つ１つ正誤判断をしなければいけないので時間がかかり面倒。

If you have a special membership of THE FLIGHT問２ « やや難 »６８８便は＄５５０。特別会員は
から１０％引きで＄５４０。荷物１つ追BOOKING. COM, you will get $10 discount from the regular fare.

加するごとに ＄２If you check in more than one bag, a $20 baggage fee per additional bag will be charged
０追加される。４個では＄６０( )追加される。したがってちょうど５４０＋６０＝＄６００で が20x3 ④
正解。１つずつ吟味するのに時間がかかり面倒。

ロサンジェルスに１２時までに着くためには最初の表から６８８便（１１時着）に乗ら問３ « 易 »
ねばならない。ニューヨークに午後８時半までに帰るために二番目の表から６６０便（８時２０分着）
に乗らねばならない。したがって が正解。これは簡単。③

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 ②I have lived all of my years here since my birth 生まれてからずっとここに住んできた が正解

Realizing this is a total waste of time, I decided to move to this town to cut down the time and cost of問２

commuting. I wondered whether to leave my hometown, but now I know I made the right decision. / you had
二人better not spend much time in commuting....so you shouldn't waste time just standing on the packed train.

とも大学の近くに住み通学時間は無駄という点で一致している。 が正解。②

In fact, the relationships among people are comparatively weak since these college students usually don't問３

value their association with their neighbors. Even though the average age is young, the town is far from lively
地域の人々と付き合いが希薄、というのが批判without interaction among people in the local community.

内容。 が正解。④
「土地の値段がちょっと高すぎ問４ My only regret about this town is that the land prices are a bit high.

る」がサトシの意見。 が正解。③
「公園は２つだけ」 「本屋は問５ this town has only two small parks / this town doesn't have bookstores

ない」 の絵が相当する。①

「原文典拠の法則」 設問を先に読むのは常識だ！
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

★今回は本文が短くて読みやすかった。

In any case, it's no fun being unemployed for months, or even years. In fact, it can make a person問１

「長い間失業すると精神的に滅入る 。その言い換えが 。depressed. 」 ③

「４問２ But once you hit 40, you can expect many programming and development jobs to start drying up.
０歳になると仕事がなくなる」 がその言い換え 「高齢になると仕事を続けるのが難しい」① 。

「最新技術を持たないと失業する」問３ If you don't learn the latest technology, you will lose your job.
この言い換えが 「最新技術は職を維持するのに重要」②。

「人を幸せに問４ Everyone must have a place which makes them happy. For many adults, that place is work.
してくれるのが仕事」 が正解 「働くことで人は心地よく感じる」④ 。

問５ 失業は自尊心を傷つける 高齢者は不利 高齢者は続けるのが難しい 失業で自信喪失 努力の⇒ ⇒ ⇒ ⇒

が本文の流れ。 「失業と不況は多くの人々を不幸にする 。必要性 ① 」

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４最初か最後

1 While not all of us value ourselves based upon our job, it can't help making up a part of our( )

①pride no matter where we are in life「 」⇒仕事はプライドの重要要素

2 Some people believe that older people are at a disadvantage in the hiring process. Older people( )

feel like they are often not hired because of their age, or perhaps because their greater skill requires a
③higher starting salary「高齢者は不利」 ⇒

5 Unemployment leads to poor self-image. You lose confidence when you don't fell worthy. If a( )

person goes for years without a job, and there's no one in their life to give them positive messages, it
②is very bad for mental health.「失業はみじめにつながる」⇒

6 The important thing is to find things you can do that may help, and get started on those as soon( )

④as possible. 「自分にできることを見つける」⇒

、 （ ） 「 」 。◆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。知識系の問題は山下先生のＨＰの
)をやってみるとよい。力が付くことを保証する。各種ファイル(http://ryoutoku.jimdo.com/


