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★力のつかない人の共通点は｢やりっ放し｣。テストは見直すことで初めて力がつく。「やりっ放し」の人は同
じ事を何度も間違える。この差が大きいのだ！「賢者は歴史に学ぶ」（ビスマルク）

第１問 「出る単語は決まっている！」この準備をしっかりと！
知っているか、知らないか？の世界→チェルシー先生のCDを音読せよ！

A 発音問題 今回出題された１２語の発音問題のうち、八幡の最新「対策本」のリストに載って

いるのが１０語！１０／１２＝予想的中率８３％！ 間違いなく狙われる単語がある！このうち★印の
ついた頻出重要語が９語ある。対策としては、頻出の発音理解と、頻出語の確認がカギ！狙われる発音
の綴りは限られる！勉強しただけ点の取れる問題だ。逆に何もしない人はいつまでもとれない！「子音」
１題と「母音」が２題が通例の出題。

問１ 《頻出》chの問題。「チクショー」（t¸, k, ¸）と３つの発音があります。architect, chemical, stomachは
「ク」、machineだけが「シ」の発音です。moustache（シ）も覚えておこう。
問２ oo[u]/[´]の区別の問題。 cook, foot, woolは[u]、floodは[´]。ooを[´]と発音するのは「血の洪
水」で blood, floodの２語が頻出。「コック」「ウール」とカタカナ読みは×。
問３ ea[i:]/[ei]の区別の問題。creature, disease, stealは[i:]、steakは[ei]。eaを[ei]と発音するのは
「大きなステーキを壊す」で great, steak, breakの３語。「ステーキ」とカタカナ読みは×。

B アクセント問題 ここで差がつく！対策を怠るな！！過去問の再出題多し！

今回出題された１６個の単語中、１５語が「対策本」のリストに載っている単語であった。１５／１６＝

予想的中率９４％！やはり出る単語は決まっている！ その１５語全部が★印のついた頻出重要語。基本的
ルールの理解と頻出語の確認がカギ！「頻出語リスト」をひたすら音読せよ！

問１ certain, effort, honestは全て第１音節が強い。① careerは第２音節が強い。「双子の法則」（-ee-, -oo-
はそこが強い）から明らか。「キャリア」とカタカナ語で読んではならない。

問２ delicious, electric, museumは全て第２音節が強い。③ energyだけは第１音節が強い。「イクイクルール」（-ic
は１つ前が強い）「ミュージアム」「エネルギー」とカタカナ読みは×。

問３ benefit, criticize, imitateは全て第１音節が強い。② continueだけが第２音節が強い。
問４ 《やや難》 additional, environment, majorityはすべてが第２音節が強い。④ operatorだけが第
１音節が強い。「オペレーター」とカタカナ読みは×。「渋いから痛え」(-sive, -ityは１つ前が強い)

★《対策》machine, cook, wool, steak, career, museum, energy, operatorは「カタカナ語｣の出題！！（近
年減少傾向）八幡「２０１７年英語センター対策本」にある４種類の頻出語リストを、チェルシー先生

の CD（２枚組）についてしっかり音読するのが一番の対策。出題されるのは基本語で「変なヤツ」。
ここは今追い込む事で一番伸びる分野。何もしない人は得点できない！

第２問 知らないモノはできない！割り切ってスピーディーに！
～確実にして引き出しに入れた量がモノを言う！最後の最後まで知識を増やす努力を！

A 文法･語法問題《難》 第２問題Ａの出来が総合得点の「バロメーター」となっている。近年

は語彙・語法の出題への移行傾向あり（文法問題の復活も）！演習量がモノを言う世界。①イディオム

②動詞の語法 ③単語問題（類義語を含む） ④時制 ⑤代名詞 が頻出分野。『ヴィンテージ』を

繰り返せ！「きりはらの森」（http://kiriharanomori.jp/）で八幡の『TREND17』のアプリをダウンロードして
（無料）、１９９０～２０１６年の本試・追試をクイズ形式で仕上げろ！演習した数がきわめて重要。

問１ 「apologize to人 for物」の語法を問う問題。③が正解。
問２ 「何か書くもの」（筆記具）「○○を使って書く」から withが必要。「紙」（上に書く）の場合は on。

問３ 《難》「入ることができなかった」admitは「入場を認める」の意味の他動詞。①が正解。
問４ 「～に慣れる」get used to V-ing ②が正解。

問５ 「ボリュームを大きくする」turn up。turn down, turn off, turn onの意味もそれぞれ確認しておく。
問６ 「面白かったので」⇒ interesting。
問７ 「決心を絶対に変えない」⇒「頑固だ」stubborn
問８ 《難》「search＋場所」「search for＋探している物」の区別が難しい。
問９ 《難》「もし彼女がチームに入れば試合に勝つだろう」仮定法なら If she joined our team, we would
win the game.なら OKだが、それに相当する選択肢はない。したがって直説法で書く。④が正解。
問１０「小川に釣りに行くといつでも(whenever)幸せだった子供時代を思い出す(be reminded of」(B)の後
ろに ofがあるのがヒント。④が正解。

Ｂ 語句整序問題 《難》 まず英文の意味を類推せよ！差がつく問題！
いいか、語整序はまぐれで合うことは絶対ないのだ！ （注）６×５×４×３×２＝７２０通り

．．．

例年は１問難しいものが入ることも知っておく。あまり深入りして時間をロスしないように。「８つ

のセット」と「熟語」がカギを握る。苦手な人はひたすら問題数をこなして慣れよ。考え方を記す。

【鉄則】 まずはどんな意味になるかをチェック → つなげる → 検算

（８つのセット）

問１ 「最後に会ってから１０年以上になる」more than ten years（１０年以上） since I saw you last
（最後に会って以来） It's = It hasだから beenが続く。
問２ 「トランペットを吹いている女の子の一人が私の娘だ」girls playing the trumpetが後置修飾。
問３ 「昼食を食べた後は一息入れたほうがいい」had better V（～した方がいい） take a rest（休む）

Ｃ 応答文完成問題 ※「意味の流れ」を考えるのが一番のカギ!あり得ないものも消去
問１ 「ますます多くの人がオンラインで英語のレッスンを受けている」these people は前にそれを受
けるものがないので、主語は more and more people。「授業をオンラインで受けている」で are taking
問２ 「何かが調子が悪い」something is wrong with～という熟語を知っているかどうか。
問３ 《やや難》「どこにあるか知らない」という意味が分かるか？ I don't know how to makeとなりそ
うだがその後に続くものがない。同じ意味の I don't have any ideaと続ける。

第３問 理詰めで読もう！語彙力･速読力が重要
． ． ． ． ． ．

A 会話文問題 「直後（または直前）のセリフに注目すればすぐ分かる」でしたね。文脈を逆算せよ！
この種の会話文問題には、❶文脈型、❷｢決まり文句｣型、❸文法型 の３つがある。今回は全て「文

脈型」。意味がきちんと取れないと外してしまう問題。前後をしっかり読め！口語表現も覚えよう。
問１ ２７→「北京です。万里の長城から約２時間です」場所を聞いているので、③「２番目の写真

はどこで撮られたのですか？」

問２ 「でもまだバッテリーがフル充電していなかった」→２８ → 直後に「それをするためにカフェに

行った」当然充電をするためだ。④「だから充電しなければいけなかった」

Ｂ 不要文指摘問題 「テーマ」を考えると、「仲間外れ」が見えてくる！
★目の付け所は「文脈」「つなぎ語」「指示語」の３つ

●《正解への迫り方》 第１文または第２文で「テーマ」が示される。選択肢の①～④をざっと見てみる。明らかにテーマ

に外れたものがあればそれが正解。これで分かれば次へ進む。分からなければ最初から英文を読む。「テーマ」の仲

間ハズレを見つけるのが目標。「指示語」がある場合は指す内容を押さえて！仲間ハズレが見つかったら、それを外

して見て前後がうまくつながるかどうか「検算」も。

問１ 「トルクメニスタンのメロン」がテーマ。④だけが一般メロンの生産説明で×。

問２ 「心臓の大きさ」がテーマ。④だけが「ヒトデのように心臓がない動物もいる」と心臓の大きさ

とは関係がない。①～③はいずれも心臓の大きさを表す文。



問３ 「シンゲッティという町」がテーマ。①だけが砂の生成に関する記述でシンゲッティの町とは関

係がないので×。

Ｃ 意見要約問題 ※問題文の日本語の説明が大きなヒントに！

注目すべきは最初と最後 間に根拠が示される 言い換えの選択肢を探せ！
. 問題文の日本語で書かれた説明（「休みのありかた」をテーマとして、ある学校で行われた授業）は、これ
から読む文章の大きなヒントになるので必ず読むこと！そして発言の最初と最後をチェックするのだ。＜主題文
→支持文→まとめの文＞という段落内構成を確認せよ！

３２ We didn't know why the fares were so high until my host family told me about Obon. Fare increases are
rare in Australia, possibly because people take holidays at various times. （価格上昇はオでは起こらない）オ
ーストラリアの休日システムの方を日本のシステムを好む理由は？②「旅行の費用がより妥当に」が正解。

３３ Thanks to this, it's easy for us to have time together as a family. 家族と一緒にいる時間を持つこ

とができる⇒②「身内の人々と過ごす機会を与える」が正解

３４ Ayano: That said, I think the typical character of Japanese people leans toward the set holiday system.
Kazuya: ..but the system in use in Japan today may better suit Japanese people. アヤノとカズヤの２人の発
言の共通点を探す。③が正解。この複数の人物の発言の共通点を聞くのが最近の傾向。

第４問 「情報検索能力」を試す読解問題
ビジュアル問題頻出表現は確認したか？これを知らないと英文が読めない

A 英文情報とグラフ情報の対照 「間接資料」問題 この問題苦手な人多し！原因は語彙にアリ！
問１ Worldwide, almost half of the emoji used during this time were happy faces. 「絵文字のほぼ半数は笑顔」
から(A)は「笑顔」 People used sad faces just a little more often than hearts. より(B)が「悲しい顔」（C)が「ハ
ート」 Hand gestures were used about half as often as hearts. より（D)が「手」。 ★項目決定のヒントが出て

くるのは「中盤以降」重要

問２ For example, 86% of all emoji used by French people show happy feelings. Also, they use hearts 55% of
the time, or twice as often as happy faces. By contrast, people in Malaysia use emoji which show happy feelings
about 60% of the time. They use heart emoji only 4.8% of the time. フランス人>マレーシア人 ②が正解。

問３ Over the past few years, Japanese-style emoji have become popular with cellphone users everywhere.
Worldwide, people have used emoji in billions of tet messages and social media posts. Emoji are also a popular
cultural phenomenon in many Western countries. They have appeared in newspapers, magazines, paintings, and
even novels and short stories 「絵文字が世界でどのように使われているか」がテーマ。
問４ So the global interest in emoji may soon begin to drop. Several new forms of visual communication may
soon become more popular in Japan and Western countries. 「人気低下」⇒「新しい形の視覚コミュニケ
ーションの可能性」⇒当然この後には、新しい形の視覚コミュニケーションの説明が来るものと思われ

る。段落の最後をしっかりと読むことがポイント。

B 先読みして見出し、記号を上手に活用して必要な情報を！全部を読むのではない！ ｢直接資料｣問題
問１ 《やや難》Executive card では表より＄１０ごとに５０ポイントつくので、＄４０のシャツを買
えば、２００ポイントがつく。それに来店ポイントが１０ポイントつくので計２１０ポイント④が正解。
問２ 《やや難》２時間半駐車するために必要なカードは Premium card。しかし下の注記に＄１０以上
買い物した人はもう１時間無料になるとあるので、彼女は＄１２の食事をするので、Standard cardで２
時間カバー、それに特典の１時間を足してこれで駐車料金は無料になる。したがって正解は②。
問３ 中ほどに The yearly membership fee for the first year is FREE for all member types.とあるので、④
「キャンペーン期間中に会員になると最初の１年は年会費無料」と一致する。④が正解。

第５問 物語文読解 ２０１６年度より復活 ★設問を先に読むのは常識
～正解は本文の言い換え→「言い換え」を探す ＝ ｢同一内容異表現の法則｣

【鉄則】 設問のキーワード ⇒ 本文中に探す（同一or言い換え） ⇒ その近辺に答のヒント

■普通の長文問題と同じ。本文中から根拠を探して、その「言い換え」を選ぶべし！下線部分がヒントに。

問１ キーワードは"an old family recipe"。"What's your secret? "It's an old family recipe" I answered. "I learned it
from my grandma." I didn't mean to lie, but the words came out before I could stop them. I couldn't admit I'd bought
the cookies instead of making them. Lying felt easier.嘘をつくつもりはなかったが、ついこう言ってしまった。
②「友達に誤った情報を与えた」が正解。
問２ キーワードは After the dinner party。I felt terrible about lying, so I wanted to call Tomo and tell him
the truth. But when I picked up my phone, I felt too embarrassed. I told myself everyone would forget about my
cookies. So I put the phone down.謝ろうと思って電話を取ったけれど、思い切れなかった場面。①「真
実を告げようと思ったが、できなかった」が正解。
問３ 《やや難》キーワードは Rebecca's grandmother。 But she loves to play jokes on the people she loves,
so she'd laugh if she heard the story I told my friends. 冗談を言うのが好きな人で、この話をしたら笑い
飛ばすことだろう、と祖母の人柄を語っている。②「ユーモアのセンス抜群」が正解。
問４ 《やや難》キーワードは make cookies herself。One day, I noticed a small sign in the bakery near Aunt
Judy's house. It said the bakery was closed for the month June.クッキーを買ったパン屋さんが１ヶ月休業し
たのだ。自分で作るしかなくなったのである。④が正解。
問５ キーワードは the end of the story。最後の心情を聞いている。One day, I'll tell them the full story.
But I'm still too embarrassed to do that now.いつかはすべてを話すことになるだろうが、今はまだできな
い、というのが彼女の心情。それを言い換えたのが③「まだ友達に真実を語るのをためらっている」

評論文問題 「原文典拠の法則」 ★読みながら､解きながら
第６問 本文の該当箇所を見つけるために語彙力が必要！ ここに

20分以上は残せ！「見た目は違えど中身は同じ！」

第６問題は「原文典拠の法則」にしたがって、本文中に「…だから○」「…だから×」と確証を求め必ずその痕

跡を残すこと！何となくヤマカンで解答するから間違える。次に示す各段落の下線部分が解答の根拠となる。その
．．．．

言い換えが正解選択肢となることに注意。｢同一内容異表現」のものが正解となる。「読みながら解きながら」が鉄則。

問１ For example, studies show that exercise helps people manage stress. Taking just 30 minuets to run or swim helps that
brain produce chemicals that fight stress. 運動が脳がストレスと戦う化学物質を作り出す。それを言い換えた

のが②。

問２ 《やや難》At one time, fewer people lived in cities, and more people lived near forest, mountains and
open fields「しかし時計を逆戻りさせることはできない」とは昔は都市人口は少なかった ③が正解。

問３ Recent studies show that even small green spaces in cities help people reduce stress. 狭くても緑の空間
は人々のストレスを減らすのに役立っている。①が正解。

問４ Therefore, it is important to fully understand how our bodies and minds respond to city life. More studies
are needed to understand the unique environmental stresses felt by city residents, the effects of these stresses
over time, and how green spaces can help. In turn, better knowledge of these issues will influence the design of
cities and improve our well-being. 研究の必要性を訴えている。③が正解。
問５ 第六段落に Lots of evidence already suggests city resident benefit from green spaces.とまとめられて
いる。都市居住者のストレス軽減の必要性がテーマ。

問６ 各段落の第一文が大きなヒントになる。「一つの段落で言いたいことは一つだけ」の鉄則

●各段落の要旨は次の通り。第一文で明らか。

(1) 都会環境におけるストレス

(2) ストレス軽減の簡単な方法 ←運動（走る・泳ぐ）チョコレート、瞑想、ペット

(3) 都会における自然地域の不足 ←都会の人は自然地域から遠く離れて住む

(4) ストレス軽減に緑空間の影響 ←緑空間がストレス軽減に役立つ

(5) 都会ストレス研究の重要性 ←さらなる研究の必要性

(6) 都市計画における緑の空間


