
松江北高英語科
★模試ラッシュが始まって肉体的にも精神的にも辛い時期だが、ここを乗り切らないと頂上は見えてこ
ない。もう一歩踏み出せ！「人生は一歩一歩順を追って前進す」

１ リスニング スクリプトを読んで分からなければ聞き取れない！

※放送中の次の部分が聞き取れたか？

1. I'd dreamt of running a clothing store from the moment I sewed my first doll's dress, when I was seven.衣
料品店の経営が夢。

2. I had to repay the ￡ 25000 they'd lent me to set up the business― immediately. With no way of raising
the cash quickly, my only option was to close down. 借金が返せなかったから。
3. « 難 »My parents were both dead and I had no family to stay with, but a friend of a friend offered me a
mattress in her attic. 両親は死んでおり、身を寄せる家族もいなかった。
4. «難 »Four years ago, I lost everything I'd ever worked for./ At 46, I'd lost everything I'd ever worked
for. ４年前の４６歳の時に全財産を失ったとあるので、現在５０歳。
5. Despite everything, I never gave up on Mouse to Minx, and this summer I was finally able to restart it as
an online― only business. オンライン専用ビジネスを始めることができた。

.放送が始まってからページを開く人が多いが、これではダメ！素早く事前に選択肢を読んでおくだけ

でずいぶんと理解度が異なる。このことは、センター試験・二次試験（例：東京大学）のリスニングを

問わず、大きなポイント。心がけよ！

３ 文法・語法問題 基本をしっかりと！

A 文法・語法問題

１．« 盲点 »help with～「～を手伝う」 「help+人+with物」は知っているでしょう？
２．« 易 »far from～「～どころではない」=anything butも覚えておく。
３．« 基本 »「～すべきだったのに（しなかった）」should have gone 「助動詞＋完了」は頻出文法

事項！

４．neitherが前に出ると倒置（＝疑問文の語順）が起こり、neither has my cat（うちの猫も～ない）
５． « 難 »the site (which)(I believe) is perfect ※解答解説を熟読せよ！

６．It is suggested that S (should) V Itは that以下を指す。
７． « やや難 »..., I was told, ...「～と言われた」という挿入句
８． « やや難 »an ice-like substance consisting of～「～から成り立っている氷のような物体」 分詞は、

V-ing（～している）V-ed（～された）が原則！

B 共通語補充問題

１．aの be about to V「今にも～しそうである」か bの what A is all about「Aはいったいどのような
ものか」と cの strange about John「ジョンに関しておかしい」から aboutが分かる。
２．aの next door to～「～の隣」か cの next to impossible「ほとんど不可能」から next が分かる。

bの the week after nextは「再来週」の意味。

４ 評論文問題 下線部の前後にヒント有り！
～前後をしっかり正確に読め！

※英文和訳問題は、文章の「切れ目」を意識することが重要。(1)コンマの前後、(2)動詞の前後、(3)
前置詞の前後、に／(スラッシュ）を入れて読むとよい。小刻みに読んでいくのだ。

問１ Many species of shark need better protection 「～ということを」
多くのサメの種が よりよい保護を必要とする という目的語が前

to prevent their extinction within coming decades, に出てきている！
絶滅を防ぐために 来る数十年以内の

目的語＜警告した内容がコレ＞

researchers warned in advance of global conference on trade in threatened species.

研究者が警告した 世界会議に先立って 売買に関する 絶滅危惧種の

問２ It is estimated that between 6.4% and 7.9% of the world's sharks are killed each year,

～と推定される 世界中のサメの６．４％～７．９％が 殺される 毎年

leading to a decline in the numbers of some species.

減少へとつながる 数の 数種類の種の

※このような分詞構文は「そしてその結果…」と処理するとよい。《ポイント》

問３ Sharks grow slowly and take years to reproduce （サメはゆっくり成長し、繁殖するのに何年もかか

る）とある。それが sharks simply can't keep up with the current rate of exploitation and demand（乱獲と需

要の現在のペースについていくことができない）の理由。「成長が遅く、繁殖するのに年月がかかるこ

と」（正解）

問４ «難 »there is a great deal of momentum behind the latest bid

大量の勢い？ 最新の案？

その直後に、the proposal had broad support across developed and developing countries and campaigners（先

進国・発展途上国で提案は広く支持を集めている）とあるのが大きなヒントになる。サメの保護には支

持が集まっている。

問５ A simple 'yes' vote to support their listing could turn things around（単にイエスの投票で事態は好転

する）その直後に Countries should seize this opportunity to protect these top predators from extinction.（こ

の機会をとらえてサメを絶滅から守らねばならない）と言っていることが大きなヒントになる。

問６ (a) add up to～「合計で～となる」 (b)protect A from B「ＢからＡを保護する」

(c)on the increase「増加して」 (d)like ～「～のような」 ※熟語はしっかり覚えよう！

問７ 本文の趣旨は「サメを殺すあまり危機に瀕している」ということ。Humans have mounted an

unrelenting assault on sharks, and their numbers are crashing throughout the world's oceans.（人類はサメに容



赦ない攻撃をしかけ、その数が激減している）

５ 評論文問題 下線部の前後にヒント有り！
～前後をしっかり正確に読め！

問１ « 超難 »get to be so great at what they do get to be so great at（～がそれほどできるようにな
る）

問２ All three groups spent the same amount of time― over fifty hours a week― participating in
music-related activities.（週に５０時間以上みな使っていた）「練習に費やす時間はほぼ同じ」の（ウ）
が正解。。

問３ grandmasters typically spend an extraordinary five thousand hours
名人はたいてい５０００時間もの途方もない時間を過ごしている

almost five times as many hours as intermediate -level players
中級レベル選手の約５倍の時間

studying the game by themselves during their first ten years of learning to play
１人でゲームを勉強して 最初の１０年間 チェスを覚える

「spend + 時間+studying」を理解する。単語が分かれば簡単。
問４ « 難 » When you practice thoughtfully and carefully in this way

よく考え慎重に練習しているとき このようにして

you ① identify the tasks or knowledge that are just out of your reach
技能や知識を認識している ほんのちょっと手の届かない（＝自分よりちょっと上の）

② strive to upgrade your performance, ③ monitor your progress and ④ revise accordingly
出来を向上させようと努力する 進歩の度合いを確認する 応じて修正する

「①②③ and ④」の並列をきちんと理解しているか？がポイント。

問５ « 難 » 説明問題は直後を見るのが鉄則。「集中訓練を一人でするのが一番の理」を探す。その

直後に It takes intense concentration, and other people can be distracting（ものすごい集中力が必要で他人は
じゃま） It requires deep motivation, often self-generated.（強力な動機付けが必要で、多くの場合自分で
生み出すもの） it involves working on the task that's most challenging to you personally（最もやりがいが
ある仕事に取り組める）を字数内でまとめればよい。

問６ « 難 » 集団の中では、you're the one generating the move only a small percentage of the time（あな
たが動きを生み出していることはめったにない）→人に言われてやっている その内容を表しているの

は（エ）。

６ 作文問題 簡単な英語で読み替える技術

A 語句整序問題 苦手とする人多し！
１．付帯状況の with A + B（ＡをＢした状態で）の問題。with her hair blowing in the wind（髪をなびか
せて）

２．「だます」が take inを知っているか？「だまされる」ならその受け身で was taken in 「見かけの

親切」は apparent kindness

typically: 典型的な
extraordinary: 並はずれた
intermediate: 中級の

３．«難 »make sure that～「～を確実にする」リスクが利益を上回らない the risks don't outweigh the
benefits outweigh A「Ａにまさる」も難しい動詞。

４．«やや難 »「その法律に従わない」を無生物主語を使って failure to obey the law がカギ。 lead to
～「～につながる」

B 部分英作問題

１．「あなたは昨日テストで満点を取った｣ you got full marks [a perfect score] on the test yesterday

｢～ということにはならない」 it doesn't follow[mean] (that)....

２．such a kind man that he drew a map showing how to get to the nearest station

波線部「最寄り駅までの地図」が意外と難しい。drawは線画、paintは「絵の具で描く」

C 英作文問題 いかに簡単に読み替えるかがカギ

（１）「外国に暮らすようになって まず直面する問題は」を次のように読み替える。

→ 外国に暮らし始めたとき あなたが 最初に 持つ問題

when you begin to live abroad, the first problem you have[ face]
「相手の話が聞き取れない」you can't understand what other say[are saying]

（２）｢周りにつられて笑ってしまう」が難しい。「周りの人たちが笑っているので」と読み替える。because
all the people around you are laughingと簡単に書ける。「パーティの席では」は at the party/ at parties
「わからない冗談」the joke you don't understand 「～に笑ってしまう」は laugh at

さあ、次は
「全統マー
ク模試」だ！


