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高３ ７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３年部

※「やりっぱなし」が一番たちが悪い（キーワード）。「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。まずは進研の｢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？「待ち受け」だ！
（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。毎日少しずつ聞け！

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！コツ、コツ！

１ リスニング問題 大きな差がつく！

<Part 1>
No.1 but I'm on a tight budget（予算がきつい）が聞き取れれば簡単。１が正解。
No.2 he didn't want to be an employee（人に使われたくない）。１がその「言い換え」

<Part 2>
No.1 I've already paid for the rental car and I don't think I can get my money back at this point. レン
タカーをすでに前払いしていて返金も難しいのだ。１が正解。

No.2 I'd like to be promoted to manager next year. 昇進がかかっているので週末勤務を断れない。
４がその「言い換え」
No.3 I'm sure you two would make great friends いい友達になれそうだ。そのままだから、すぐ
３とわかるね。

<Part 3> 《難》 ★スクリプトを読んで分からないものは聞いて分かるわけがない！
No.1 We should consider bringing a similar program to our city.（私たちの町にも同様のプログラ
ムを誘致したい）４が正解。
No.2 it's a great opportunity for exposure because more than 5 million people ride the subway each
day（多くの人に見てもらえる）２が正解。
No.3 It's a win-win for the artist and the public（芸能人にも大衆にも両方にとっていい）４が正解。

<Part 4> 4が《相当難》のディクテーション

筆 記

３ 長文問題 ≪やや難≫

「記述力 」と
「センター力」
のバランスを取
って勉強せよ！

問１ （ア）...,which don't actually explain at all（それは実は何の説明にもなっていない、とあ
るので、phoneyは２の false（誤った）の意味。

（オ）But don't ever be lazy enough― defeatist enough, cowardly enough― to say "It must be
supernatural" or "It must be a miracle." Say instead that it's a puzzle, it's strange, it's a challenge that
we should rise to.（『超自然現象に違いない』『奇跡に違いない』などと言うほど、怠惰であって
―いや敗北主義的に陥ったり臆病だったりして―はならない。その代わりに、難問だ、こんな
ことは初めてだ、うまく対処すべき難題だと言いなさい」とあるので、正面から向かい合えと
言っている。したがって２の「直接」が正解。

問２ do so（そんなことをする）の内容は、「指示語は直前を見よ」の鉄則にしたがって mention
magic or miracle or the supernatural（魔法、奇跡、超自然的なもの、と述べること）を指す。

問３ 《難》he was in New York the evening after the murder was committed in London would have
a perfect alibi（ロンドンで殺人があった晩にニューヨークにいたというのは完璧なアリバイだ）
claim otherwise（そうでないと主張する）とは上の逆で「ロンドンで殺人のあった晩にニュー
ヨークにいることができる」と主張することである。

問４ 実現するものもあるだろうがしないものもある、という意味だと想像できる。３「大部

分は実現しないだろう」を選ぶ。

問５ Either it didn't really happen（the observer was mistaken)「（本当は起こっていない。見た者
が間違っている）―５と一致（見た者が間違った）または we have exposed a shortcoming in
present-day science（現代科学には欠点がある）―３と一致（現在の科学には弱点アリ）
問６ 謎の正しい答えが見つかるまでは、ただこう言うのがよい、とあるのでその部分：This is
something we don't yet understand, but we're working on it.が言いたいこと。
問７ 《難》If present-day science encounters an observation, or an experimental result, that it cannot
explain, then we should not rest until we have improved our science so that it can provide an
explanation/ Science has its own magic: the magic of reality.＝科学の力で解決できる ４が正解。

４ 和訳問題 ※次の各ポイントが読めているか？
（ア）(1)seeの目的語が間接疑問文（どこからそれはやってくるのか）

(2)itは前文の the prettiest music I have ever heard in my lifeを指す
(3)that's when～「その時～」

私が今までに聞いた中で最も美しいその音楽がどこから聞こえてくるのかを確かめるためにあ
たりを見回した。そしてその時、動物が全てかごから出てしまっているのに気がついた。

（イ）(1)stop V-ing（Vするのをやめる）―基本事項
《難》(2)the magicの内容（まるで石にでも変わったかのように床にただ座っていた）

(3)the magic was broken（魔法がほどけた）
オーティスがギターの演奏をやめると、その音楽によってまるで石に変身したかのように床の
上でじっとしているという魔法がとけてしまった。
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５ 要約問題 ≪難≫ ※要約は読解問題の最高峰！今回のテーマは「遊
び」
（第１段落）子どもと遊び―子ども時代は自然に遊びを覚えるが、大きくなるにつれて不要な

ものと考えられるようになる。【出だし三文】

（第２段落）学校の遊び―学校は学ぶことから楽しさを排除しており、遊びを通じて創造性を
奨励せずに脅している。【instead of fueling creativity through play, schools actuall
y kill it】
（第３段落）職場の遊び―職場でも遊びは不要とされ真の探求につながる遊びを創造出来ない
企業ばかり。【最初の一文、最後の一文】
小さい頃に自然に覚えた遊びも、大きくなるにつれて不要なものと考えられるようになる。創
造力の源である想像性豊かな遊びが奨励されない学校では、学びの楽しさが失われている。さ
らに職場でも、探究につながるような遊びの風土が培われていない。 （１１５字）

※自分の志望校に要約問題がある場合には日頃の評論文を使って練習！

６ 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 《基本》「傘をなくした」のは過去。｢買った｣のはそれより前だから had boughtと過去完
了にしなければならない。基本問題。 ３が正解。

２ 「よく似ている｣という意味になるはず。lookの後は形容詞が入るから、look alikeが選ば
れる。正解は１。

３ 《難》「何について笑っていたのか分かりますか」という意味になるはず。後ろの about が
キーワード。４ whatが正解。早トチリして２の how come （なぜ）を選ばないこと。
４ 「毎晩夜遅くまで起きていた」stay up late （副詞）１が正解。
５ 後ろに than があるのがヒント。「そんな不正なやり方でお金を得るよりも貧乏でいたい」
would rather V1 than V2を使う。４が正解。

６ 「残念ながら来ないと思う」I'm afraid (she is) not (coming to the party).を短く言ったのが
I'm afraid not. １が正解。

Ｂ 誤文訂正問題

１ 「欲しい人にあげろ」で wantsの主語になるのだから whomever(目的格）ではなく whoever
（主格）でなければならない。

２ 《頻出》「ほとんどの彼の時間」は most of his timeであって× almost of his timeではない。
almostは副詞で名詞ではない！これは頻出の語法。
３ 《難》「私が滞在していたホテル」は the hotel I was staying at。 cf. stay at the hotel
４ 《頻出》「ヒトカコブンシモノイングの法則」より、主語が物(spelling)のときは confusing
（混乱させるような）であって confusedではない。

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

問１ 「どうでもいい」は makes no difference「彼がハンサムかどうか」whether he is handsome or
not ★ makes no difference whether he is handsome or
問２ 《難》｢私たちに愉しむチャンスを与えてくれる」と読み替えられるか。give us a chance

to enjoy「はつらつとした演奏」their lively performance ★ give us a chance to enjoy their lively
問３ ｢ペットを飼うこと」having a pet 「高くつくことがわかった｣ turned out to be expensive
「思った以上に」than I had expected ★ Having a pet turned out to be more expensive than
問４ ｢オリンピックの準備」preparations for the Olympic Games ｢進んでいる｣ are going on
「ハイピッチで」at a rapid pace ★ preparations for the Olympic Games are going at a rapid
問５ 「彼女の父親は気前よく」it was generous of her father to buy her an expensive watch
★ generous of her father to buy her such an expensive 人 物

■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？まずは意味確認から

Ｂ 《難》和文英訳問題 簡単な英語でいかに処理するか？
（１）「ねらいとした」intended to V/ aimed at V-ing 「選挙制度改革」a major/big reform of the
election systemをどう表現するかがポイント。
It was a major reform of the election system, intended to encourage young
people to participate in the election.

（２）「あまり選挙に行かない」few young people go to the polls/ participate in elections ｢投票に
行くようになるでしょうか」I wonder if more young people will go to vote 「この改革で」as a
result of this reform/ because of this reform
It is said that few people in their 20s participate in elections, but I wonder if
more young people will vote because of this reform.

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！

夫婦でハイキングに出かけたところ、（１）途中で家族連れが食事しているところに出くわし
た。（２）帰り道で、そこにゴミが散乱しているのを発見した。（３）各自がゴミを持ち帰るよ
うに気をつけなけらばならない（or 環境に配慮）。この３点を過不足なく盛り込んだ答案に。

A man and his wife went hiking in the mountains and met a family enjoying
their lunch on a hill. On their way back home, the couple found a lot of
garbage scattered there. When we go hiking, we must be careful to bring back
the garbage of our own.


