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高２ １月進研模試英語見直しプリント There is no royal road to learning.（学問に王道なし）
松江北高英語科２年部

※3年生を直前に控え、相当難度が上がっている。模試を受けるには「準備」⇒「本番」⇒「見直し」のローテションが重要。しっかり準備をして、本番に１００％の持てる力を出し切り（そのためにも「健康」は大切）、しっ
かりと見直しをして振り返る。これの繰り返ししか向上の道はない。「英語は絶対に裏切らない」のだから、地道に「コツコツ」やるしか手はない。3年生０学期、すでに戦いは始まっている。しっかり「見直せ」！
★いろいろな面で「やりっ放し」が北高に蔓延している。成績が落ちるのは当然のこと。志望校を書くのなら、それに見合う努力をせよ！競争率は約５倍だ。

リスニング ～準備して「待ち受け」ができるかどうか？

リスニングが苦手なのではない！単語を知らないのだ！単語力を磨け！

１ リスニング問題 かなり差がつく！《相当難》
リスニングで大切なことは「待ち受け」である。始まるまでの数分間で選択肢に目を
通して頭に入れておくだけで、ずいぶんと理解が違ってくる。余白にチョットメモし
ておくのも効果的。 （メモの例）Part1 No.4 ア最高点でない イ最高点 ウ改善しない エ悲しい

<Part 1> 放送が流れ始めてから選択肢を読んでも間に合わない！
No.1 「青色が似合う」「ファッション雑誌」「青いシャツ」と言っているので「洋服屋」と分
かる。イが正解。
No.2 レポートを出せないのはコンピューターが故障したからだと言い訳するのに対して、い
つも故障しているのね、と文句を言っている場面。ウ「疑っている」(questioning)が正解。
No.3 The garbage bag must be heavy. Let me help you. ゴミ出しを喜んで手伝っている。イが正解。
No.4 《難》 ２つしか間違わずにいい点だったが、クラスの半分が満点だったので、前よりよ
くなったとは思えないと言っている。ウが正解。

<Part 2> 選択肢の先読み ⇒ 長文の聞き取りはメモを取りながら
No.1 ジョーンズ先生が辞めることになり送別会を開いてあげようと話しているのだ。これは
簡単！
No.2 《難》「いつから料理が上手になったの？」と皮肉を言い、あの塩辛いクッキーだけは勘
弁してくれ、と苦情を言っている。料理の腕を信用していないから、アが正解。
No.3 《相当難》 同じ物を持って行かないように注意しないといけない―正解
pot-luck partyが難しいが、めいめいが食べる物を持ち寄るパーティーと説明される。同じ料理
を持ってくる人が多いので、重ならないように注意しなければならないのである。

<Part 3> 選択肢の先読み ⇒ 長文の聞き取りはメモを取りながら ｢消去法｣も有効
No.1 《難》slippers with dusters （ほこり取りのついたスリッパ）と冒頭に言っている。「それを
はいていると床を掃除できる」と言っているので、イの「モップスリッパ」が正解。

No.2 《難》日本人は周りをきれいにするのが好きで外国人には驚き。エが正解。
No.3《難》仏教では掃除によって自分を向上させることができる、という教えがある。イ×「日
本をきれいにすることを話題」ウ「学校制度はきれいな環境と無関係」エ「世界のマスコミに
ほめてもらいたいので自分のシートを掃除した」 × ×

筆 記

３ 文法・語法問題 知識を問う問題 とにかく覚えよ！
． ．

やりっ放しにしない！

Ａ 語法問題 『ヴィンテージ』の毎日の自習を大切に！なぜそうなるのか？を常に意識だ!

１ press「押す」基本単語「１のボタンを押す」=push
２ calm「落ち着いた」 stay calm「落ち着いている」 not A but B「Aではなくて B」も重要。
３ while (it was) crossing a river「川を横切っている最中に」walkingなら in/acrossが必要。
４ 《難》talk ＋人＋ into V-ing「人を説得してＶさせる」という熟語の知識。センター試験
にも出題されて全滅した。反対は talk ＋人＋ out of V-ing ｢人を説得して Vをやめさせる」
５ 「貧乏な子供時代にもかかわらず」という意味が分かれば前置詞 Despite を選べる。poor
と richの対立を見抜くこと。アの Although（接続詞）はＳ＋Ｖが必要。
６ 《難》on either side of the street 「通りの両側に」アを選んだ人が多いが、bothだと sides
と複数形になるはず。either（両方の）の用法を覚えておこう！センターにも出題。

Ｂ 誤文訂正問題 知識が問われる
１ 《頻出》make oneself heard「自分の言っていることを人に聞こえるようにする」※自分自
身は「聞かれる」から過去分詞の heardが正しい。cf. make oneself understood（自分の言うこ
とを人に理解してもらう）も同様の熟語で一緒に覚えておこう。
２ 《難》one は「a + 数えられる名詞」の代わり。the wind を受けるのは thatでなければならな
い。ウの集合名詞 the crew areは乗組員一人一人を受けて複数扱いなのでＯＫ(familyなどと同様）。
３ look up to～「～を尊敬する」という熟語の知識。受け身にしても is looked up toとならね
ばならない。next toは almost（ほとんど）の意味の熟語。一緒に覚えておこう。
４ 《基本》visitは「～を訪問する」という他動詞だから、前置詞の toは不要！

★ここはきちんと覚えておこうネ

４ 長文読解問題～物語文《難》 状況が分かりにくいので非常に読みづらい！

問１ to ～以下を指す it の用法。「父が魚釣り旅行に出かけて妊娠した妻を家においておくこと」
問２ 《難》普通説明問題の答えは後ろを見るが、So（それで～）とあるので理由は前に書い
てある。ポイントが３つ。(1)赤ちゃんは８月まで生まれない。(2)卒業プレゼント。 (3)ニジ
マス釣りにより息子と男の絆を築いておきたい。この３つを含めてまとめる。
問３ impatience は「（赤ちゃんが）いらいらして我慢していられない気持ち」だが、ここでは
赤ちゃんが今にも生まれそうになることを指す。したがってアが正解。
問４ 《難》her backup chauffeurと chauffeurが driverの意味であることが分からないと、難し
い。それは次の文「代わりに自分で運転した」から推測できる。大変そうなので our neighbor
（近所の人）が運転しましょうか、と言ってくれたのだ。
問５ "looked out the window and saw sign of hope on the horizon"（地平線に希望の印）"Across the
sky" "Not one, but two arches" ここから「虹」のことだと当たりがつけられれば、話の最後に
「二度と二重の虹を見ることはなかった」と出てくるので、double rainbowが正解と分かる。
問６ 《難》「何もかもがうまくいくだろう」とは、二重の虹（双子の赤ちゃんの象徴）を見て、
自分の双子も無事に生まれてくるはずだ(the babies would be born safely)、と予感したのである。
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問７ 《難》話の冒頭で「双子」(twins)が生まれそうだとある。we babiesから自分は赤ちゃん
である。そして最後の部分で「女の子」(two baby girls)と分かる。自分は○○ポンドの体重が
あり、McKenzie は○○ポンドだと言っているので、自分のお姉さん［妹］のことだと分かる。

５ 長文読解問題～評論文 《難》 差がつく！
＜テクノロジー＞

問１ 《難》「改良には科学技術自体から生まれてくるものもある」Some problems were solved
through automation. Other aspects of cars and driving were standardized through the long process of
international standards committee前半をまとめておけばよい。「問題点が自動化によって改良され
た」 ＜標準化＞
問２ ハンドル、ブレーキ、クラッチ、アクセルが同じか右か左かと直後にあるので「場所」
が問題になっていると分かる。イ「位置」が正解。
問３ 《やや難》標準化のおかげで、いったんある車の運転を習得すると、世界中のどこでも、
どんな車でも運転できる、と言っている。ア「学んだことを応用できる」が正解。
問４《相当難》「国際的に受け入れられる標準を決める過程は骨が折れる」とは becomes a long,
political issueとある。長時間かかるし、政治的な問題も伴う。
問５ 《難》Each step is complex.（それぞれの）ステップは複雑だ）と言うためには、各ステッ
プが説明されていないといけない。①→②→③と順に国内・国際組織の手続きを説明して、④
に入れると筋が通る。
問６ その直後に、メートルとイギリスの計量法、車の左ハンドルか右ハンドル、という複数の

規準が出ている。イ「いくつかの異なる基準」が正解。

問７ 「２つしか違いはない」(only two differences)→（１）反時計回りに針が動く
(counterclockwiseが難しいが a backward clockと説明がある） （２）「１２時」の場所が動い

ている この２つの条件を満たすイラストはエのみ。
問８ 《難》「なぜ時計の標準化が必要か？」の答えとなるのは、最終文「そのような標準化が

ないと、時間を読むのがより難しくなる。対応づけを理解しないといけないからだ」(clock
reading would be more difficult...)をそのまま使って Because clock reading would be more difficult
and you always have to figure out the mapping. と書けばよい。ここに気がつけば簡単だが…。

６ 英作文問題 《難》 上位と下位で相当差がつく問題

Ａ 語句整序問題 《やや難》 ※下記の８つのセットが組めるかどうかが基本 選択肢を見て「ど

ういう意味になるか？」をまず推測する ヒントは（ ）の後ろ・前に転がっていることが多い

１ 《難》「どのバスに乗るか」を which bus to take(=which bus I should take)と並べる事が出来
るかどうかがカギ。⑦より to take I'm not sureは簡単。 《正解》sure which bus to take
２ 「助動詞＋完了形」の基本問題。⑥より should have taken take a close look at～「～を
じっくり見る」という熟語。 《正解》should have taken a closer look at
３ 分詞構文の問題。意味は「洋服に給料の大半を使ってしまうので」As she spends most of her
salary on clothes ④②より of her salary そしてこれを分詞構文にすると「消す消すing」で

《正解》Spending most of her salary on
４ 《相当難》主語 a week の動詞は passes となるのは分かる。問題はその後である。without
appearing on「テレビに出ることなしに」（⑤より）そしてその appearing の意味上の主語が her
である。her が appearing の前に来るのが難しい。「彼女がテレビに出ない週はない」の意味。
④より on TVと続く。 《正解》passes without her appearing on

■ 「語句整序問題」の着眼点８つ ＋これに「熟語の知識 」 ※最後に意味の検算も！

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

★主語を見たら動詞を決めろ！三単現の-sにも注意！

②「所有格(one's)＋名詞」のセット （例：his bookなど）

★所有格を見たら相棒の名詞を探せ！

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

★冠詞を見たら相棒の名詞を探せ！

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

★前置詞の後は名詞が来る！

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

★前置詞の後はing(動名詞）！

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

★助動詞を見たら動詞の原形を探せ！

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

★toを見たら動詞の原形(不定詞）を探せ！

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）
★接続詞・関係詞を見たら主語＋動詞を探せ！

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」を暗記！
（１）《難》「くつろげる」が難しい。make oneself at home/ relax/ feel at ease/ be comfortableが
浮かぶかどうか。A home should be a place for children to relax./...a place where children feel comfortable
（２）「していいいこと」「していけないこと」は what you can do/ what you cannot doでよい。
主語は親であるから they should teach children what they can do and what they should not do
（３）《難》「どれほど嫌われようとも」→たとえどんなに嫌われたとしても however much you
are disliked 「親としての務めを果たす」→「親としてしなければいけないことをする」と読み
替えれば簡単に書ける。 we would like to do what we should do as parents however much we
are disliked / I want to play my part as a parent no matter how much my children hate me.

Ｃ 自由英作文問題 まずは日本語でポイントを押さえろ！ 差がつく問題！
(1)どちらが好きかを明示する I like newspapers / I like television

I like to read the news in newspapers/ I like to watch the news on TV
(2)その理由を１つか２つ述べる。
＜新聞＞ ⇔ ＜テレビ＞
・詳しく分かる ・手軽にみることができる
・自分のペースで読める ・映像で見ることが可能
・どこでも持ち運べる ・特定の時間しか見れない

・生中継で最新情報が入手可能

★予告★ 今回は発音･アクセント問題が出なかったが（読解重視）、次回２月の｢進研早期対
策マーク模試」では必ず出題される。これは「センター試験」のリハーサル試験。さあ本番を意
識して何点取れるかな？最低でも６割を超えないと国公立大学は苦しいゾ。


