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There is no royal road to learning.第１回全統高２模試英語見直しプリント
松江北高英語科２年部

※「やりっぱなし」が一番たちが悪い 「賢者は歴史に学ぶ」のだ。愚者は失敗しないとわからない…。見直しをすることにより間違いなく力がつく、と先輩達は語っている 『学問に王道なし』だ。どれだけのことが反省でき。 。
．．

たか？これで次のステップが決まる！まず第一歩を踏み出せ！！ 全統模試は が詳しく分かりやすいのでじっくり読んでみよう！自分のおかした間違いを有効に活用して、進歩につなげることが大切だ。｢解答・解説｣

～準備して「待ち受け」ができるかどうか？リスニング

リスニング試験を受けるときの心構えは？鉄則
（１）先に に目を通し、何を聞取ればよいのか をしておく選択肢 情報の仕込み

（２）余白に を取って（特に ）概要をつかむ。訓練が必要。メモ 数字
（３） は聞取ることは絶対に無理。 も聞き読んで分からない英文 知らない単語

取れない。 を鍛えるしかないのだ！対策 語い力・文法
（４）英語の音に慣れるには （練習） しかない。毎日聞け！聞く量 を増やす

音読英単語ＣＤ、教科書ＣＤ、ＮＨＫ講座、等

＜消える＞＜つながる＞＜変わる＞（５）日本人には聞き取りづらい音がある。
これは しかない！毎日少しずつ聞くしか手はない！慣れ

１ リスニング問題
《難》Ｂ２、Ｂ３、Ｃ１、Ｃ３が

（ ） 。★ 会員の登録 無料 をして でもう一度聴いてみようKei-Net http://www.keinet.ne.jp/onsei.html

筆 記
「出る単語は決まっている！ 「頻出語リスト」を音読せよ！２ 発音・アクセント問題 」

Ａ 「頻出語リスト」の は９／１０（９０％）うち７語は★の重要語。【発音】 的中率
１． の の発音を探せばよい。日本語につられて「エンジェル」と読んでいる人にangel/ein-/ /ei/
はできない問題 「エインジェル」と読む。 が正解だが、これも「ラベル」と読んで。 label/leibl/
いる人は間違える 「レイベル」と読む。このような には要注意というのが試験。 「カタカナ語」
の鉄則！センター試験には毎年出題される。
２． の は で発音しない。これもよく狙われる。選択肢の中で を読んでいなsalmon l l「黙字」
いものを探せばよい。アの のみ。他は全部 を発音している。behalf l

Ｂ 「頻出語リスト」の は７／８（８８％）うち２語が★の重要語。【アクセント】 的中率

１．選択肢全部が日本語化した の出題。 それぞれ「カタカナ語」 adv ce, guit r, l ttuce, shampi a e oo
日本語読みすると間違える。 が正解。 は でそこが強い。ウ 「双子の法則」-oo-, -ee-
２． 難しい単語が含まれる。 の （構成す《難》 adv ntage, c nstitute, dec sion, po tica o i e constituteイ

-sionる だけが第１音節が強い 他は全て第２音節を強く読んでいる は で） 。 。decision 「 」三味線語
の前が強い。 は で の１つ前が強い。このようなアクセントルールpoetic 「イクイクルール」 -ic
を知っていると役に立つゾ。

発音・アクセント問題に出題される語は決まっている！鉄則
「カタカナ語」にも要注意！《超頻出》
アクセントルールを知っていると便利！⇒応用力につながる

※発音・アクセントの「頻出語リスト」は八幡「２０１５年度センター試験対策本～勉強の仕方 （自費出版、」
５００円）に収録

～物を言うのは知識の量だぞ！３ 文法・語法問題
鉄則は「 ）の直後のセリフが大きなヒント！」会話文問題 （

文法・語法・会話問題Ａ
１． は「～と結婚する」という意味の だから後ろに前置詞 が来るこ《頻出》 marry 他動詞 with
とはない。直接人のきている か しか正解ではあり得ない （ ）の前に と 動詞があるア ウ 。 is be
ので、 で と分かる。したがって が正解となる。be+V-ing 進行形 marrying
２．後ろの の が決め手。前半も で聞かねばならない。過while you were in Tokyo 過去形 過去形
去のことは過去形で表す。 が正解。ア
３． （ヒトが主語のときは 、物が主語の《頻出》「ヒト・カコブンシモノ・イングの法則」 V-ed

It =to see V-ing isときは ）の問題。 ( 以下）は物が主語なので後ろは となる。したがってV-ing
が正解。surprising

４． の問題。 （練習する）という動詞は後に を取る。これを《頻出》 MEGAFEPS practice V-ing
知っていれば、すぐ を選べるはず。イ playing
５． （話しかける）を受け身にすると ～で が正解。《難》 speak to be spoken to by エ

If you turn to the left, you will find６ の問題 左に曲がればレストランがある ＝． 。「 」（「 」分詞構文
）を「消す消す 」とやって、 となる。the restaurant. ing to the leftTurning

７． の問題。今のことを表すには （助動詞の過去形＋原《頻出》「仮定法過去」 「ジョカゲン」
形）という形を押さえていれば の が選べるはず。エ would be
８ 「車で」は も類例 「 ＋交通手段」の問題。． 。by car by train/ by bicycle/ by airplane by
９ （ ）の後ろで「ありがとう」と言っているのでその前で同意している事が分かる 「こ． 。

」 「 」 。 「 、 」こにとどまってもいいかしら に対して どうぞ を探せばよい もちろん いいですよイ
が正解と分かる。
１０ （ ）の後ろで「何のことで？ 「美術コンテストで優勝したと聞いたよ」とあるので． 」
の「おめでとう！」がふさわしい。ア

入れた知識の量で決まるＢ 誤文訂正問題

１． 「今月の終わりまでには」とあるので、時制部分は「とど《基本》 by the end of this month
まっていることになるだろう」と でなければならない( 。時制の基完了形 will have been staying）
本問題。
２．主語は （人々）と複数。それに気づけば ではなくて とならないといけないthose was were
ことは簡単。

暗記するのみ！Ｃ 熟語の知識の問題
１． （表す）に近い意味の語は （意味する）stand for～ mean
２． （切望する）に近い意味の語は （したい）long for～ want

occasionally sometimes３． （時々）に近い意味の語は 。もっと簡単に言えば《難》 at times
４． （連続して、ぶっ続けで）に近い意味の単語は （連続して）《難》 on end continuously

４ 英語表現問題

苦手な人多し！下の着眼点に目をつけて！Ａ 語整序問題
Once you have made a promise１． （いったん～すると）がポイント。Once S+V

was kept standing all the way２ 「立たされた」 「ずっと」． was kept standing all the way
not not to catch a cold you should be３．不定詞の打ち消しは直前に を置く。 「注意すべきだ」

should be careful not to catch a coldcareful
insist on his be involved４ 主張する ～ 彼が の意味上の主語は所有格の ～に関わる． 「 」 「 」 「 」《難》

on his not being involvedin on being not～ 前置詞 の後は動名詞で 打ち消しの はその前に置く。
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＋ ※最後に意味の確認も！■語句整序問題の着眼点は８つ これに熟語の知識

動詞を決めてから主語へ① 主格代名詞・名詞「 ＋Ｖ」のセット （例：He suggest など）s .

「 ＋名詞」のセット （例： bookなど）② 所有格(one's) his

「 (the/a/an)＋名詞」のセット （例： book/ book/ orangeなど）③ 冠詞 the a an

※前置詞の後には名詞が来る④ 前置詞「 ＋（代）名詞」のセット （例： the deskなど）on

「 ＋動名詞(V-ing)」のセット （例： goingなど）⑤ 前置詞 on
※前置詞の後には名詞が来る。動詞を続けるには （ ）にして名詞化-ing 動名詞

「 ＋動詞の原形」のセット （例： go, playなど）⑥ 助動詞 must can

※前置詞の と区別⑦ to「 ＋動詞の原形」のセット（不定詞） （例： goなど）to to

「 （例： など）⑧ 接続詞／関係詞／疑問詞 Ｓ＋Ｖ」のセット while whereS+V S+V

小さくつないで大きくまとめる！鉄則
． ．． ．．．

この文は何を言おうとしているのか？も押さえて

大切なのは「主語」と「動詞」Ｂ 英作文問題
１ 「見させてくれなかった」は の でもよいし 「許してくれなかっ． 、使役動詞 let + me + watch
た」と考えて、 としてもよい。allow me to watch
Yesterday my father didn't let me watch the baseball game on TV/ Yesterday my father didn't allow me
to watch the baseball game on TV

before dark/ before it is gets dark２ 「暗くならないうちに」は「暗くなる前に」と考えて [ ]．
left the park in order to arrive home before dark/ before it got dark
《難》３

「一つ一つの単語」 「から生まれる」 [ ] 「その言語の歴史や習each word come from out of
the history and customs of the language translate one慣」 「ある言語を」他の言語に翻訳する」

language into another it must be very difficult「非常に難しいにちがいない」

差がつく問題！苦手な人多し！語彙力で勝負が決まる５ 評論文問題
Graphic novels are a little different because they have a beginning, a middle, and an end all in問１

下線部分が正解。→１冊の本に冒頭・中盤・結末の全てがある。one book
publishers that make comic books need to know問２

① ②出版社 漫画を作る 知る必要がある

the things young people like to do or young people are interested in( )
こと 若者がしたい 若者が興味を持っている

《注意》 はともに にかかっている①② the things
it was difficult to find translated versions問３ 指示語は直前を見る「 」が鉄則だから その前の文、

を訳しておけばよい 「コミック書店で漫画の翻訳物を見つけるof manga in comic books stores 。
ことが難しかったこと」と書く。

どんな名前をつけているか。これは簡単。次の を抜き出す。問４ "scanlation"
（４）をはさんで になっていることを見抜く 「合法的デジ問５ 具体例(for example)《難》 。

タルコミックを容易に見つけることを可能にする方法を探している」→（４）→「コミックを
１冊買うときデジタル版に割引価格を提供している （具体例）」

《超難》問６
In spite of the progress made so far in converting comics to digital formats,
にもかかわらず 進歩 なされた 今まで 漫画を変換する デジタル様式に

hardcopy comic books are still by far the most popular format among fans.
漫画本 である まだ ダントツに 最も人気の形式 ファンの間では

《難》 ☆it remains to be seen（まだよく分からない）は頻出表現問７
It remains to be seen if digital sales will suddenly take off for comics
ままである 見られる かどうか デジタル売り上げ 突然 伸びる 漫画で

the way digital sales took off for music and movies
ように デジタル売り上げ 伸びる 音楽や映画で

が正解。※「伸びるかどうかはまだ分からない」という意味。したがってエ
問８ 「原文典拠の法則」…原文のどこかに根拠となるべき文章が。それに線を引く習慣を。
ア 記述なし

One thing that makes digital comics interesting to people is that the Internet makes different kindsイ

さまざまなコミックがインターネットで入手可能。of comics more accessible
ウ 記述なし

The people who do scanlation usually share their manga for free, so readers don't buy mangaエ
お金を失う。books. Writers, artists, and publishers all end up losing money because of scanlations.

オ 記述なし

(When, Where, Who, What, Why, How )６ 長文読解問題～物語文 対策 ５Ｗ１Ｈに着目する習慣を

を解くときのヒントは、設問文に含まれる を本文中に内容一致問題 キーワード（名詞・動詞）
する。正解の選択肢は全て だ。それを見抜く。スキャニング（情報検索） 「本文の言い換え」

問１
１ 学校で娘が父の職業をバカにされて落ち込んでいるときに父の取った行動を聞いている。

（現場Tomorrow's Saturday. Go to bed extra-early tonight and tomorrow you'll come to work with me.
を見に行こう）と提案している。

Next morning her father opened her window to let morning air into２ 翌朝娘の父は何をしたか？
her room. It was still dark outside. He picked her up out of bed. "Look Jodie," he whispered. "Most
People can't see this." Off in the dark distance, Jodie saw clouds slightly pink underneath. City lights

日頃見ることのない早朝のshimmered. The horizon line beyonde the river glowed blue and green.
景色を見せたのである。

There men and women were at work even though it was so early in３ トラック車庫の人々は？
the morning. Everybody was yelling and the truck engines were loud, but they seemed to be having a

喧噪の中で仕事を楽しんでいる姿が描かれている、good time.

"I'll get the big stuff. You get the little plastic bags and throw them in the truck.４ 娘と父は？
一緒にゴミを集めてトラックに投げ込んだ。

He showed her which buttons to push. So she pushed the buttons. The back of the truck rose until５
ゴミを捨てるためにボタンを押したのである。the garbage spilled out.

問２
Jodie was of two minds as she fell asleep. She was excited that he was going to take her to work, but

父の職場が見れるのでワクワクしたshe wasn't sure whether she wanted to see or touch garbage.
気持ちと、ゴミを見たり触りたくないという入り組んだ気持ちに揺れている 【 】。 正解ウ

"Now comes the best part of the job, Jodie. During the time almost everyone else is still working, I can
go home and then can pick you up at school. That's mainly why I like being a garbageman so much."
人がまだ働いている時に帰れるので、娘を迎えに行ける、これが大きな理由だ 【 】。 正解キ

Jodie gave her daddy a big kiss. Albert said, "You're a nice little girl, Jodie." When they got back to
the depot, Jodie gave him a kiss, too. ... Whenever someone asks Jodie what her father does for a

このliving, she says, "He's a garbageman! Everybody makes garbage, but my daddy takes it all away."
【正解ク】描写から娘が父の仕事に愛情を感じ誇りを持ち始めたことが伺える。


