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高２ ７月進研模試英語見直しプリント There is no royal road to learning.
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「進路だより」で語っている。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！！ 何が足りなかったのか、何が理解不足だったのか、等「自分自身との対話」で力がつくのだ。まずは｢解答・解説｣を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。国公立大学志望者はセンター試験で５倍強の競争にさらされる、ことを忘れないで。 ●したい人１０，０００人、始める人１００人、続ける人１人」（中谷彰宏）

リスニング ～準備して「待ち受け」ができるかどうか？
毎日少しずつでいいから英語に触れる、これが大きい

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

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

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

音読英単語ＣＤ、教科書ＣＤ、ＮＨＫ講座、VOA等
（５）日本人には聞き取りづらい音がある。 ＜消える＞＜つながる＞＜変わる＞

これは慣れしかない！毎日少しずつ聞くしか手はない！

１ リスニング問題 差がつく！
<Part 1>
No.1 try sitting in this chair and tell me what you think/ more comfortable/ it's a little expensive/
Let's keep lookingが聞き取れれば簡単。
No.2 《難》引き出しが閉められない、重要書類を机に出しておきたくない、がヒント。

No.3 I can relax here.が郊外に住む理由。
No.4 OK, then don't worry about it. I'll get another person to look at it.（別の人に頼むから）

<Part 2>
No.1 I just don't want you having a heart attack on the court/ if you want to play sports again, then
you ought to watch your diet, and also take up a little weight training instead of watching TV half the
nightが忠告。プレーするのに十分な健康ではないと考えている。
No.2 ウェイトトレーニングを始めるべきだ、とあったので「運動開始」。

<Part 3>
No.1 You'll need a comfortable sleeping bag. （寝袋）
No.2 《難》 the most important thing is to keep your load light and don't pack too much（荷物を軽
くして詰めすぎないように）が聞けたかどうか。（解答例）to keep their load light あるいは
not to pack too much

筆 記

３ 発音･アクセント問題 出る単語は決まっている！

Ａ 発音問題 知っているか、知らないか、それだけ！
１ machine /i:/と伸ばす音を探せという問題。エの techniqueだけが/i:/と伸ばしている。lively,
politeは/ai/、opinionは/i/だから違う。

２ post /s/と澄んだ音を探せという問題。アの basisだけが/s/の音。disease, residentは/z/と濁
り、insuranceは/¸/（シュ）で違う。
※八幡の最新リストで今回の出題語を検討してみると、１０語のうち９語出ていた。９／１０＝９０％の的中

率。うち３語は★印の重要語であった。

Ｂ アクセント問題 知っているか、知らないか、それだけ！頭でなく口を使え！
１ 《難》イの routineだけが２音節にアクセント。他は全て第１音節が強い。
２ イの essentialだけが第２音節にアクセント。delicate, general, innocentは全て第１音節に
アクセント。「デリケート」と日本語につられるな！
※八幡の最新リストで今回の出題語を検討した結果、８語中７語が出題されていた。７／８＝８８％の的中率。

うち６語は★印の重要語であった。このように狙われる単語は決まっているのだ。『２０１５年度版セ
ンター試験対策本～勉強の仕方』収録の「最新リスト」を読めるようにしておくことが一番の対策。
前ＡＬＴジェーン先生の読んだ２枚組ＣＤをアイポッド等に入れて反復練習せよ。

※machine, technique, athlete, routine, standard, talent, delicateは「カタカナ語」の出題。日本語読

みすると間違えやすい。センター試験でもよく狙われる。

４ 文法・語法問題 知識を問う問題 とにかく覚えよ！

Ａ 語法問題

１ May I ～?（～してもいいですか）という会話表現。May I have your name?で「お名前をお
聞かせいただけますか」― I'm Yuko Ito. アが正解。
２ 「今日の午後大聴衆の前でスピーチをする」という文脈の中で、彼女の今の心境は？ウの

nervous（緊張している）が選ばれる。
３ 「物」が主語の関係代名詞 which。thatは「人」「物」両方に使えるが、前にコンマ（，）が
あるときには使えない。エが正解。

４ 「世界経済に関して一連の講義」の意味だから onが正解（＝ about）。ウが正解。
５ 《難》「テレビゲームやスマホが普及して、公園で走り回る子供がますます少なくなってい

る」という意味が分かるかどうかがカギ。「比較級+and+比較級」fewer and fewerで「ますます
少ない～」の意味。イが正解。

６ 「ほとんど（→もう少しのところで）遅れそうになった」(almost)→「でも走って何とか
間に合った」アが正解。

Ｂ 文脈補充問題

１ 「ヒトカコブンシモノイングの法則」《重要》から、「スポーツを見ること」（物）が主語

だから、is excitingでなければならない。sportsの複数形につられて areとしないこと。
２ 「野球は中止になるけれども、サッカーやゴルフは大雨の中でもプレーされる」という文

脈を読み取れば、although（～だけれども）が選ばれる。
３ 《難》「現地の気候と何か関係がある」have something to do with～という熟語の知識。
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４ 「ラグビーとアーチェリーはどちらも雨で中止になることはない」２つの否定だから neither
（どちらも～ない）が正解。noneは３つ以上に用いる。

５ 《難》長文読解問題 ～物語文

問１ thatの指す内容は？指示語の問題は「直前を見る」のが鉄則。ジェンソンが私を見て「だ
まれ」と言ったことを指している。そんなことを言われるとは予期していなかったのだ。(解答
例）ジェンソンに声をかけたら、「だまれ」と言われたこと。
問２ その前に And now everybody was laughing at me.とある。みんなに笑われて恥ずかしかっ
たことがわかる。それで顔が燃えるように真っ赤だったのだ。エが正解。
問３ 《難》その前の文脈が読めていないと解けない問題。もし彼の隣に座ったら彼の人気の
なさが伝染するのではとおそれていたのだ。でも私には信頼すべき親友がいるから、少々人気
が落ちたところで何ともない、とある。ここをまとめればよい。(解答例）他の友達から嫌われ
るかもしれない／人気が落ちるかもしれない
問４ 前にある cheerfully や nice から「明日は収穫に出かけるのよ」と明るく言ったのだから
イの pleasantly が正解。他の選択肢 angrily（怒って）sadly（悲しそうに）suspiciously（疑い深
く）はいずれもマイナスの意味の単語。pleasantly（楽しそうに）だけがプラスの意味の単語。
「仲間はずれの法則」によりこれが正解。
問５ 「事態は好転しなかった」とは？「話しかけてくれたことには感謝するが、放っておい
てくれ」と言われ、思うように親しくはなれなかったということ。イが正解。
問６ 《難》その前文に「少なくとも人々は弟の隣に座る事を気にしない」とあるので、ジェ
ンソンよりもましだ、と言っている。「弟の隣に座ってくれる人がいるので」と答えればよい。
(解答例）Because some classmates sat next to Jaz.

６ 《難》長文読解問題

問１ 指示語は直前を見る。we don't sleep in such places in Britainとあるので、「そのような場
所」を指すものを明らかにすればよい。その前に public places（公の場所）とある。generally don't
sleep in public placesと書けばよい。
問２ 《難》その下のカールの発言に具体的内容が書かれている。People in Germany don't have
the custom of taking short naps in public places, so we don't have a German word for inemuri. So the
word inemuri has become a German word.（ドイツ人に公共の場で居眠りをする習慣はない、した
がってその単語もない。だから「居眠り」という単語がドイツ語となっている）という内容を
書けばよい。(解答例）ドイツには居眠りの概念そのものがないので、「居眠り」という日本語
がドイツ語になっているということ。
問３ 《易》「日本が１位で４５％、次が韓国、中国がダントツで少ない」に当てはまるグラフ
はウである。
問４ 《難》なぜ公の場で居眠りをするのかその理由は、（１）長時間働く→その結果（２）睡
眠時間が少ない（解答例）they work longer hours and sleep less
問５ 《難》１日に１回しか寝ないのが monophasic 数回に分けて眠るのが polyphasic。日本人
の伝統的睡眠パターンは polyphasic それを近代化・西洋化のために monophasic に変えようとし
たが部分的にしか成功しなかった。

問６ 《難》カールは文化･生活様式の視点から(Inemuri is one of the most famous characteristics
of Japanese culture/ They work harder and sleep less than workers in other countries)、マリコは睡眠
習慣の歴史から(sleeping patters can be divided into two types/ even though the social structure had
changed, it was difficult to change people's sleeping habits)論じている。

７ 英作文問題 差がつく問題
Ｃ 語句整序問題 ※下記の８つのセットが組めるかどうかが基本

１ 「彼の大きな努力が彼を医者にした」と考える。Hisに続く無生物主語構文。His great efforts
made him a doctor. make + 人+ ～(人を～にするという動詞 makeの用法。
２ so that S + would V（～するために） be in time for～（～に間に合って）という２つの熟
語の知識が必要。so that I would be in time for
３ 《難》there is no V-ing（～できない）と take place（起こる= happen） there is no telling what
will take place 助動詞 willの後には原形 Vが続く。

■語句整序問題の着眼点８つ ＋これに熟語の知識 ※最後に意味の確認も！（検算）

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

②「所有格(one's)＋名詞」のセット （例：his bookなど）

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

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

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

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

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

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

鉄則 小さくつないで大きくまとめる！
．．． ．．．

この文は何を言おうとしているのか？

Ｂ 和文英訳問題 簡単な英語でいかに処理するか？北高暗唱英文が役に立つ
（１）「言われている」は It is said that～または They say～ It is said that Japanese food is/foods are
good for the health.これは簡単！ Japanese food is healthyでもよい。
（２）《難》「人気の的である」をどう書くか、が難しい。「とても人気がある」と読み替えれ
ば簡単。このように日本語を書きやすいように読み替えるのだ。「～の間で」は前置詞 among(with
も可）を使う。「外国人旅行者」は foreign travelers[tourists]
Japan is very popular among foreign tourists. あるいは「多くの外国人が日本に来たいと思う」と
考えてMany foreigners would like to visit Japan.

Ｃ 《難》自由英作文問題 ポイントを押さえた英文で 差がつく問題！

まず平日会員になるか週末会員になるかを意思表示。I'll be a weekend[weekday] member
次にその理由を述べる。
【平日会員】 火・水・金の放課後がヒマ because I'm free after school on Tuesday.

料金が１０００円安い because the fee is lower
【週末会員】 日曜日はヒマ because I'm free all day on Sunday

平日はクラブで忙しい I'm busy with club activities on weekdays
プールが利用できる I can enjoy swimming in the pool

大切なのは自分の「予定」とフィットネスクラブの「チラシ」の両方の情報を参照しながら、「意
志」と「理由」を述べること。


