
松江北高英語科３年

第１問 発音・アクセント問題は出る単語は決まっている！
「頻出語リスト」をやれ！ココは満点（14点）を狙う箇所

Ａ 【発音】今回出題された１２語の発音問題のうち、センター対策本「発音頻出語リスト」に載っているのが

８語。的中率６７％！そのうち★印のついた重要語が６語。ここは満点を取りたいところ。
問１ ［母音］-ei- ② receiveだけが[i:]の発音。他は全て[ei]。vein（血管）は覚えておこう。
問２ ［母音］-our- ② journeyだけが[«:]の曖昧母音の発音。他は全て[¤:]。
問３ ［子音］-s- ① dimensionだけは[s]と読んでいるのに対し、他は全て「ジ」[d¾] と発音。
Ｂ 【アクセント】今回出題された１６語の単語中、なんと１３語が「アクセント頻出語リスト」に載

っている単語である。的 中 率８ １ ％！である。そのうち★印が９語。「出る単語は決まっている！」
と断言してよい。したがって、リストに掲載された単語をきちんと全部押さえている人は満点が取れる
ということ！徹底的にやれ！ここは満点を狙いたい！ 「積小為大」（小さなことを積み重ねると大きな

．．．．

ことが為し遂げられる）「微差大差」の精神が重要。万全の対策をして臨め！何もやらずにぶっつけ本
．．．．

番で解いている人は、成績上位の人でも結構取りこぼしている問題です。
問１ ①③④は第一音節を強く読む。② consumeだけが第二音節を強く読む。
問２ ①③④は第一音節を強く読む。② endeavor(=try)だけが第二音節を強く読む。
問３《やや難》①②③は第一音節を強く読む。④ religiousだけが第二音節を強く読む。
問４《やや難》①②③は第二音節を強く読む。④ voluntary だけが第一音節を強く読む。

【知っておきたいアクセントルール】 calculate「あぶる朝へと合図」(-ateは２つ前が強い）authority
「渋いから痛えの法則」(-ityは１つ前が強い）religious, memorial「ヤンヤンヤスヤントヤリティの法
則」（-ious, -ialは直前が強い）なお「解答・解説」p.16の傾向を知る！センター試験を熟読せよ。参考になる。

★本番では必ず出る「カタカナ語」 今回はweight, course, source, program, comedyには要注意！！
「カタカナ語」リスト参照のこと。何度も何度も音読せよ！ジェーン先生のＣＤ（２枚組）あり。
『重要問題演習（筆記）』の音声ダウンロードサービスも利用せよ。

第２問 知識を問う問題 ひたすら演習と暗記を繰り返せ！
～知っているか、知らないか？考えてもできない！

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。 ★ 文法 á 語彙・語法 へ変化傾向

問１ allow + 人 + to V「人がＶすることを許す」 to Vが来ているのがヒント。
問２ 《やや難》「どうしても～しようとしなかった」（過去）の意味の wouldn't。cf. The door won't open.
（ドアがどうしても開かない）助動詞の知識です。
問３ 「ヒトカコブンシモノイングの法則」にしたがって主語は most students（人）だから V-edで satisfied
と過去分詞になる。なぜこの法則のようになるのか、その理由（他動詞）も押さえておきたい。
問４ 付帯状況の＜with＋Ｏ＋修飾語句＞の用法。「赤ちゃん」は「眠っている」のだから sleeping。
動詞の形決め問題の原則。前の名詞と動詞の関係をチェックする。～している→ V-ing ～された→ V-ed
問５ on time「時間通りに」という基本熟語。cf. in time（間に合って）
問６ 《基本》「副詞節ルール」の問題。副詞節内では、未来のことでも現在形を使う。
問７ look down on「軽蔑する」(=despise)反対は look up to「尊敬する」(=respect) なぜ前置詞が異な
るのか？も考えよ！最近授業でも出てきた頻出表現。このようなイディオムは必ず出題される。
※ここから３問が２カ所の（ ）に入れる《新傾向問題》
問８ be known for～「～で有名な」／「輸出されている」で be exported。
問９ 《やや難》run「経営する」が盲点。ひっかかるとしたらココ。／お店の「客」は customers。

★今年のセンター（筆記）本番平均点は１１９点 リスニング

他の「客」も整理しておこう！頻出事項！「センター対策本」p.43参照。
問１０ 《盲点》「持って行く」は take。「持ってくる」は bring 。この区別に注意！ここは「傘を持っ
て行け」だから take ／ go out for a walk「散歩に出かける」という熟語。
★演習の「質」より「量」がモノを言うジャンル。たくさんこなせ！語彙に関連性（反意語・同意語・

接頭辞・接尾辞・品詞の転換等）を持たせて多面的に増やすこと！狙われやすい頻出分野あり！

Ｂ 直前・直後のセリフに大きなヒントがあるのでしたね。ココは満点を狙え！
問１ 「まず見て回りたい」6「□ 試着をされたいときはお知らせください」という流れだから「ど

うぞごゆっくり」が入る。それは③。

問２ 「鎌倉を案内したいと考えている」6「□ 伝統的な日本文化に興味がある。そこには多くの

お寺や神社がある。喜んでくれるよ」と賛成している。That's a good idea.（それはいい考えだ）③が正
解。

問３ 早退を勧められて「大阪駅に木村さんを迎えに行かなければいけないので帰れない」に対して「大

丈夫。□ 」6「ありがとう。じゃあ僕は帰るよ」という流れで、③「君の代わりに僕が喜んで行っ
てあげるよ」が正解。帰れるようにしてあげる、を探せばよい。

●語整序はまぐれで合うことはない！（１２０通り）練習あるのみ！
C 最低１問は難しいものが入れてある(今回は問１)のが特徴。二つのポイントを含むのが普通。
問１ 《難》where to get the bus「どこでバスに乗ったらよいか」。ask that man「あの人に聞く」に気が
つくかどうか。that（あの）の用法をうっかりすると間違える。接続詞の thatではないことに注意！

＜正解＞ that man where to get the bus
問２ 《頻出》 make it easy to V「Ｖすることを容易にする」というＳＶＯＣ。itは to以下を指す形式目
的語。まずこの部分で間違えないこと。 for usは意味上の主語となる。carry it outは「実行する」と
いう頻出イディオム。代名詞を中にはさんで使うことも頻出事項。× carry out it この語順も頻出！

＜正解＞ it easy for us to carry
問３ There is no V-ing「Ｖすることはできない」という基本構文。There is no accounting for tastes.（た
で食う虫も好きずき）という諺で覚えておこう。what he will do next「彼が次に何をするか」

＜正解＞ is no telling what he will
★「小さくつないで大きくまとめる」が鉄則！目の付け所は８つ！あとは熟語・構文力。「センター

対策本」p.74

第３問 段落を理詰めで読もう！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？ 下線部とヒントの位置関係

問１ The raise is only $1000 a year.「昇給は１年でたったの１０００ドル」「その□額であまりにも多
くの新しい責任が生じる」6「君は断るべきだ」したがって「わずかな」の③が正解。
問２ 直後に「だから毎朝でも立ち寄れる」6「すばらしい。以前は行くのに３０分かかっていたん
だから」 近所（neighborhood）に越してきたことがわかる。③が正解。

Ｂ 「仲間ハズレ」を見つける！ 《新傾向問題》 ★テーマはただ一つ！
． ． ． ． ．

与えられた英文のテーマは最初に提示されることがほとんど。冒頭をチェック！

問１ 『紙飛行機の歴史と効用』がテーマ。紙飛行機と関係ないのは②（＝紙の性質について述べている）。
問２ 《難》『ガラス瓶入りの水の携帯人気』がテーマ。④を削除。④はガラス瓶の重さと費用を述べている。
問３ 《難》『病院職員の服装規定と目的』がテーマ。ここに気がつけば④を削除できる。「患者は医者
が白衣を着ているのが好きだ」はテーマに関係ない。

Ｃ 注目すべきは最初と最後 間に根拠が示される 選択肢を読み違えるな！
３２ Meanwhile, we will lower our monthly electric bill, I calculated that we'll be able to recover our purchase
and installation costs within five years.「５年で設置費用の元が取れる」これの言い換えは②。
３３ 《難》They build roof structures over the parking lot and install on top of themより、「覆いをつけた



駐車場による恩恵」④が正解。理由は(1)屋上庭園、(2)雨の日の駐車、(3)夏の暑い日の駐車 をあげる。

３４ 《難》We can promote ourselves as a forward-looking, environmentally-friendly company. セールスポ
イントとして「環境にやさしい会社」として売り込むことができると言っているので、②が正解。

■段落要旨問題の目の付け所はココだ！～「最初」と「最後」に注目
主題文【序論】 支持文【本論】 まとめ文【結論】

主張 根拠・具体例 主題文の言いかえ

＜しっかり読む＞ ＜サラっと読む＞ ＜しっかり読む＞

第４問 《難化傾向》 情報検索能力」を試す読解問題
～あくまで主役は本文だ！英文をしっかり読み込んで情報処理！

Ａ 図表・グラフ●最近難化傾向 頭がゴチャゴチャして時間もかかるゾ！本番でも難しいと予想せよ！
問１ Workers can use these days throughout a year.（有給休暇を一年間自由に使える）とあるのがヒン
ト。いつでも休暇を取れる①が正解。
問２ In France, they receive 30 days.からＡが「フランス」と決まる。Some countries like Malaysia, require
16 days. Singapore and Vietnam require 14 days.からＣが「マレーシア」と決まる。もうこれだけでも答
えは決まるのだ。念のために、In some EU countries, including Finland, France, Spain, and the United
Kingdom, workers receive even more paid vacation.から Bが「英国」と決まる。キーワード検索の練習。
問３ 有給休暇と公的祝日の数の各国の違いを比較・対照している。したがって①「異なる地域での休
暇と祝日を比較する」が正解となる。
問４ 《新傾向問題》《難》今年度から始まった新傾向問題。正答率極めて低し！「文化の違いが公的祝日

と有給休暇の数の違いに与える影響」とあり、前者は詳しく述べられている。この後は後者（＝有給休暇へ

の影響）が記述されるはずである。それを述べたのが③。最終段落の「Ａ＆Ｂ」に注目する習慣をつけよう！

(Cultural differences help explain differences between numbers of public holidays and paid vacation days
★グラフ特有の英語表現（例：増減・程度・比較・調査・目的・結果など）も押さえておこう！この問
題を苦手とする人のほとんどがここでつまづいている。 「センター対策本」pp.98-99を参照のこと。

Ｂ 広告読み取り 探したいものを頭に入れてそれだけを素早く探そう！
問１ 食糧雑貨類１ドル＝１ポイント。ギフトカード１ドル＝２ポイント とポイントが２倍になる。

それを述べた②が正解。どこにどんな情報が書いてあるかザッと把握しておこう。
問２ ＄１２５の食糧雑貨で１２５ポイント。＄５０のギフトカードで２倍の１００ポイント。セント
は切り捨てだから、両方で２００ポイントがたまっている。２００ポイントで２０セントの割引。獲得
ポイントは次の月まで有効（３月→４月）だから②が正解。１カ所を見て即解答！とはならないから注意。
問３ 《やや難》中ほどに「ガソリンスタンド加盟店で」(at a participating gas satation)とあるので④が
正解。気がつきにくいかも。選択肢ごとのキーワード検索がポイント。

第５問 要領は第６問と同じ！絵は文字情報とビジュアル情報の一致
～「原文典拠の法則」で！ここに○○と書いてあるので×○

問１《やや難》ついうっかり②を選んでしまわない。後半は書いてない。But Gus was part of my life for a
long time, so I can't get him out of my mind. I know it's silly, but I think he's close by. 身近に感じると言っ
ているので④が正解。
問２ He barked softly when you feed him./ But then she heard Lucky barking softly when she fed him. That's when she
realized Lucky might be Gus.とあるので、エサをやると穏やかな鳴き声をするのが特徴。①がその言い換え。
問３ My parents brought Gus home for my birthday six years ago, when he was a puppy. I'm twleve years
old now, so we grew up together.ここから１２－６＝６で、６歳の誕生日に家にやって来た（②）ことが
わかる。
問４ 《やや難》In April of last year, Mira and I found a black dog in the woods. He wasn't wearing a collar,
and his right front leg was badly hurt. He was covered in mud, so we thought he was a stray dog.首輪をして

いなかったので飼い主が分からず、迷子の犬と思ったのだ。③が正解。
問５ 《易》本文より条件は、（ア）片目は緑、もう片方は濃い青色 （イ）犬の色は黒 （ウ）セー
ターを着用（大晦日）の三つ。これに当てはまる絵は③。これは簡単！

「原文典拠の法則」 設問を先に読むのは常識！ 正解は「言い換え」
第６問 本文の該当箇所を発見するために語彙力が必要！

★ 「同一内容異表現の法則」で「言い換え」を探す！頼りは「キーワード」

問１ In others, such as the U.S., many students take classes outside their majors during all four years. For
example, U.S. English literature majors must take several classes in subject like math, science, or sociology.
Math majors must take several classes in subjects like art, economics, or history.とあるので、専門分野以外
の授業を取ることがわかる。「社会学」専攻の学生にとって専門分野以外は？と考えて④が正解。

問２ 《やや難》Interestingly, growing numbers of foreign students have accompanied changes in U.S. general
education.と外国人の数の増加に伴い、一般教育も変わってきたとあるので、④が正解。
問３ They offered an "elective system", in which students chose what they studied. In other words, students began to
have majors or primary areas of study. This allowed students to focus on modern subjects like law and medicine that
are very specialized.選択科目の導入によって専門科目を持つようになった、とあるので④が正解。
問４ Some professors worried students would focus on non-academic classes that were not serious. like
ladder-climbing in the gymnasium.「はしご登りのようなまじめでない授業に学生が専心するのを心配す
る教授もいた」とあるので、①が正解。not serious = sillyの言い換えに注意。
問５ 《難》Today, universities in many countries are changing the classes they offer. They are also changing their
policies about general education./ As a result, their policies must be suitable for students from many different
backgrounds. 「異なる背景を持つ多くの学生に適したものでなければならない」とあるので④が正解。

★段落指示のある英文の中に必ず解答の根拠はあるのだから、落ち着いて探して満点を狙え！
問６ 《やや難》各段落の要点をまとめる。各段落の最初と最後に注目せよ！問１～問５の正解も大き
なヒント！一段落読むごとに、「一言メモ」を余白に書いておくとよい。も

第１段落 大学のグロ－バリゼーション化

第２段落 一般教育の概要 ⇒③

第３段落 一般教育の最近の変化 ⇒④

第４段落 選択科目制度の誕生・導入 ⇒①

第５段落 選択科目制度の問題点と変化 ⇒②

第６段落 結論 大学と今日の世界

第６問に必要な力はコレ
リスニング 頑張って３０点以上を取るべし！

●例年は第２問題と第４問題が平均点低し！

★まずは解答・解説のスクリプトを読んで正解が
理解できるか? を確認しよう 〈基本対策〉

第１問題･第２問題をガッチリ取れることがリスの基本！

★分からなかった単語全てを確認して覚えよう！
○「知らない単語は聞き取れない！」(当たり前)がリスニングの原則

※授業で行う「リスニング演習」を本番のつもりで取り組むこと！毎日聴く習慣をつけること！

★第１問 問６、第２問 問９、第３問 問１７、第４問 問２２ が難しい！スクリプトを読んで理
解できるかどうか確認せよ！これで分からなければ聞いても無理。始めの方に答えが来る問題は正答率
は低い！

(1)正確に英文を読み解く力
３節文をキチント読む力

(2)本文と選択肢を比較する
力 該当箇所を発見する力

(3)根気強く上の２つを続
ける集中力 読解のスタミナ


