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●はじめにお読みください～収録データ一覧～
２０１８年５月

英語は絶対に裏切らない！
～英語センター･二次試験参考データ集Ver.3（増補改訂最新版）

【はじめに】 このＣＤ-Rには、八幡が長年の教員生活、特に島根県立松江北高等学

校の英語指導で作成・使用した次のファイルが収録されています。大幅に増補改訂した

最新版です。著作権は全て八幡に帰します。生徒さんのために、そのままあるいは加工

してお使いいただくのは全く構いません。ただし商用に使われるのは絶対におやめ下さ

❤❤❤い。八幡からの心ばかりのプレゼントです。十分にご活用下さいね。

●記号の意味 E…エクセル I…一太郎 W…ワード P…PDF PP…パワーポイント

島根県立松江北高等学校 八幡成人
yawata@hb.tp1.jp

【第１問】 発音・アクセント問題

収録ファイル 形 内 容
式

発音問題過去出題語一覧２０１８ Ｅ 本試・追試の発音問題に出題された全ての語の

リスト（１９９０～２０１８年）

アクセント問題過去出題語一覧 本試・追試のアクセント問題に出題された全て

２０１８ Ｅ の分析リスト（１９９０～２０１８年）

アルファベット順発音・アクセント問題 Ｅ 本試・追試に出題された全語のアルファベット

過去出 題語（本試･追試） 順リスト（１９９０～２０１８年）【三重県鈴

鹿高校中川右也先生提供】 ※八幡が追加

アクセント問題頻出語一覧２０１７ 本番的中率抜群の予想リスト

発音問題頻出語一覧２０１７ Ｉ 本番的中率抜群の予想リスト

カタカナ語頻出語一覧２０１７ 本番的中率抜群の予想リスト

センター試験出題語２０１７ 過去に出題された語リスト
（センター対策本所収）

発音演習問題 Ｗ 頻出演習問題

アクセントルール（最新改訂版） Ｉ 八幡の薦める代表的アクセントルール

センター試験発音・アクセント問題に複 Ｅ 本試験に複数回出題された単語一覧

数回 出題された語一覧（～２０１８年） 基本語で変なヤツが狙われる！

※ALTがこのリ
ストを音読したC
D「チェルシー先
生、お願いしま
す！」（２枚組）
も作成（品切れ中）

センター試験の発音・アクセント問題に Ｐ センター試験の出題語と八幡作成のリストの

出る単語は決まっているか？ 検証資料 ２０１１年北高研究紀要所収

発音・アクセント問題の攻略法 Ｉ ２０１３年に自費出版した発音・アクセント

攻略本のデータ収録

「お色直し」を検証する！ Ｐ 過去５年間（２０１４～２０１８）の「お色

直し」を検証

【第２問】 文法・語法・語句整序・応答文完成

２０１８年度本試験第2問題Ａ過去問分 Ｅ 本試験全問題の分析と出題分野別一覧

析

語整序演習問題＆解説（５択）（６択） Ｉ 並べ替え練習問題をたっぷりと収録

第2問題Ａのチェック項目 Ｉ 文法・語法の頻出チェック項目リスト

第２問題Ａ最終チェック演習（～２０１８年）Ｅ 過去問をもう一度最初から演習してみよう

ヴィンテージの勉強の仕方 Ｉ 『VINTAGE』（いいづな書店）の取り組み方

『センター試験英語過去問題集 TREND Ｐ 中川右也先生による同書の紹介・解説
17 文法・語法頻出項目別演習』の特長

つなぎ語一覧 Ｉ 主な「つなぎ語」のリスト

頻出口語表現 Ｉ 代表的な口語表現のジャンル別リスト

あいづち語 Ｉ 知っておきたい代表的な「あいづち語」

【第３問】 不要文削除・意見要約

第３問題・第６問題頻出語いリスト Ｅ 品詞別重要単語リスト。まとめに最適！

第３問題A・B・Ｃの解き方（旧） Ｉ 松江北高フォロー講座資料

不要文削除問題の解き方 Ｉ 第３問Ｂの攻略法
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【第４問題】 図表・グラフ・広告読解問題

図表・グラフ問題頻出語一覧 Ｐ グラフ問題特有の語彙を整理。ココでつまづく！

第４問題Ａ・Ｂの解き方 Ｉ 図表・グラフ問題の解き方を解説

図表・グラフ読解問題の傾向（２０１８年）Ｅ どんな資料が出題されるのか？過去問の分析

後続文の内容推測問題を攻略 Ｐ 第４問Ａ問４の「解き方」

【第５問題】 長文読解問題～物語文

位置・形状に関する表現 Ｉ ビジュアル問題頻出の語彙を整理

センター試験で高得点をとるために Ｐ ２０１６年ラーンズ講演会資料

性格・心情を表す形容詞リスト Ｅ 主人公の心情を表す形容詞を押さえる

【第６問題】 長文読解問題～評論文
「八幡家の食卓」（裏技集） Ｉ 困ったときの奥の手の奥の手を紹介

英文読解八ちゃんの法則５０（最新版） Ｐ 英文読解のためのルール５０

第６問の解き方 Ｐ ２０１４年６月８日鳥取県立米子東高等学校授業

第４問～第６問の解き方 Ｉ 過去問を通じて解き方を解説

熟語⇒単語の主な書き換えリスト Ｅ 同意表現集

【その他】 教室で即使える資料提供を

センター試験過去問題 本試・追試（Ｂ４版）生徒配布用 １９９０年～２０１８年（I）
★松江北高演習バージョン。生徒のセンター演習にそのまま印刷してお使い下さい。

英語センター試験過去問レビュー用マークシート 演習提出用紙（E)
英語センター試験過去問レビュー自己採点集計表（E)

「センター試験英語」の勉強に役立つ資料（改訂版）Ｐ 演習を始める前にぜひ紹介

２００５年センター試験の解き方 Ｐ 実際の本試験の問題で解き方のコツを伝授

２００９年センター試験の解き方 Ｐ 実際の本試験の問題で解き方のコツを伝授

２０１２年センター試験の解き方 Ｐ 実際の本試験の問題で解き方のコツを伝授

センター問題別解法 Ｉ ２０１１年松江北高配布資料

【実践編】英語２０１６年度センター試験 Ｐ 本試験の「勉強の取り組み方」を伝授
の取り組み方
難関大合格者はココが違う！（最新版） Ｉ 成功する生徒と失敗する生徒は明らかに違う

英語センター試験参考書（最新改訂版） Ｉ 八幡イチ押しの最新センター試験参考書の紹介

英単語記憶法 Ｐ 英単語を覚えるために接辞を利用する指導例

接頭辞（１４個）の利用 Ｉ よく使われる接頭辞１４個

綴りを間違いやすい単語 Ｉ 松江北高での小テスト結果から選んだデータ

綴りを間違いやすい単語模範解答 Ｉ 上記テストの「模範解答」

英語センター試験｢勉強の仕方｣ Ｐ 最重要事項だけを厳選し勉強の心構え

受験上の最終注意《改訂版》 Ｐ 最後にこれだけは徹底！

賢者は歴史に学ぶ Ｉ センター試験当日の注意事項を先輩が忠告

センター試験対策計画表 Ｉ 月別重点指導項目計画表

センター弱点表 Ｉ 弱点分野が一目でわかるレーダーチャート

的中率を検証する Ｐ ２０１３年のセンター試験問題本番の検証

センター試験英語（筆記）ＭＡＰ Ｐ センター試験の時間配分の内容チャート

センター筆記・リスニングの極意 Ｐ ２０１６年９月ラーンズ札幌講演会資料の改
訂増補版（２０１８年）

英語は絶対に裏切らない！ Ｐ 生徒の「英語運用力」を磨く研究会（ラーン
Ｐ ズ講演会）資料 ２０１６年

センター好結果の理由を生徒が語る Ｐ 過去最高を記録した要因を生徒たちが証言

センター試験正解選択肢（最新版） Ｅ センターにおける正解選択肢の分布（～2018）

ＧＴＥＣのメリットについて Ｉ ＧＴＥＣの優れた点

ＧＴＥＣ自由英作文の書き方 Ｐ 松江北高授業の１コマ

センター直前設問別解答のツボ Ｐ 設問別解き方のツボと演習問題

センター試験本番の取り組み方基本戦略 Ｉ 何に気をつけなければいけないか？
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教科書復習プリント Ｉ レッスン後に配布する復習プリントサンプル

｢テスト直しノート｣の作り方 Ｐ 北高英語の伸びる秘訣はコレだ

センター試験演習 第１問～第６問 Ｐ 解き方を最新問題で解説

センター試験問題の分析とその解法 Ｐ 中川右也先生（三重県鈴鹿高校）提供(２０１
７年）

【リスニング問題】 毎日コツコツと

リスニングテスト受験上の注意！ Ｉ ２００９年松江北高配付資料

リスニング対策 Ｉ 第１問～第４問の概要とその対策

リスニングが出来ない理由 Ｉ 何が原因で聞き取れないのか

消える、つながる、変わる Ｉ リスニングのツボ～音のルール

センター試験｢解き方」の心構え Ｐ 筆記（第１問～第６問）・リスニング（第１問
＜改訂最新版＞ ～第４問）の解き方のポイント

第３問Ｂ＆第４問Ａ Ｉ 新傾向問題の解説

【二次試験対策】 松江北高で使っている教材より

評論文問題の読み方 Ｉ 評論文を読むときの心構えと必須知識

下線部和訳問題の解き方 Ｉ 下線部和訳問題の注目ポイントはココ

内容一致問題の解き方 Ｉ 内容一致問題を解くときにはココに注意

空所補充問題の解き方 Ｉ 空所補充問題を解くときにはココに注意

説明問題の解き方 Ｉ 説明問題を解くときにはココに注意

要約問題の解き方 Ｉ 要約問題を解くときの心構え

要約問題の取り組み方《１年生編》 Ｉ 上記の基本編版

自由英作文の解き方 Ｉ 自由英作文を解くときの心構え

自由英作文演習問題 Ｉ 演習問題

英作文の心構え Ｉ ２０１０年松江北高配布資料

未知語の推測 Ｉ 未知語推測のための幾つかのルール

２０１７年東京大・京都大志望校集会 Ｐ 松江北高での志望校説明会資料

志望校別集会難関大英語 Ｉ 大阪・東北・北海道・九州・名古屋・一橋・
東京工業・神戸大学問題分析

英単語の効果的な覚え方 Ｉ 英単語を効率的に記憶するためのテクニック１０

ＫＩＳＳの法則 Ｉ 英作文のコツ

英作文のコツ～学研模試作文 Ｉ 英作文の勉強の仕方

松江北高暗唱英文 Ｗ 松江北高１年～３年で必ず暗唱すべき英文

松江北高暗唱英文の解説 Ｉ 上記暗唱英文のポイント解説

大学受験英単語リスト Ｅ センター試験基本語リスト

大学受験英熟語リスト Ｅ センター試験基本熟語リスト

第１回イディオムコンテスト＆解答用紙 I 演習用

第２回イディオムコンテスト＆解答用紙 I 演習用

八ちゃんの英文読解ポイント１０ Ｐ 英文読解演習のコツを解説

３年生特別授業英作文 Ｉ 英作文二次対策演習

語源学習プリント（前半・後半） Ｐ 語根を活用した英単語学習プリント１５０枚

東京・京都特別講座＆その解説解答 Ｉ 松江北高英文読解演習と解説図解

英語の学力 Ｐ 松江北高の目指す英語学力

読解予習の仕方 Ｉ 年度初めにあたって徹底したい英語の勉強の
仕方

２０１７年特別授業英語演習 Ｉ １月～２月の松江北高英語読解演習プリント

２０１０年４月学研模試に見る英作文の Ｉ 松江北高授業の１コマ
「勉強の仕方」

英文読解演習＜難関大編＞ Ｉ 松江北高添削用読解問題

【模試対策】 松江北高校模試「見直しプリント」

模試の活用法～１粒で６度美味しい？！ 松江北高での模試の見直しの取り組み（Ｗ）

２０１６年２年生１月進研模試「見直しプリント」（Ｐ）
２０１６年２年生進研Ｍ試験早期対策模試「見直しプリント」（Ｐ）
２０１６年５月学研模試「見直しプリント」（Ｐ）
２０１６年６月進研Ｍ模試「見直しプリント」 （Ｐ）
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２０１６年７月進研模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１６年７月全統Ｍ模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１６年９月ベネッセ・駿台Ｍ模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１６年１０月全統Ｍ模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１６年１０月全統記述模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１６年１１月ベネッセ・駿台Ｍ模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１６年駿台プレテスト「見直しプリント」（Ｐ）

２０１６年全統Ｋ－パック「見直しプリント」（Ｐ）

２０１６年Ｚ会トライアル模試「見直しプリント」 （Ｐ）

２０１６年駿台青パック模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１６年代ゼミ直前予想模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１７年６月進研M模試「見直しプリント」 （Ｐ）

模試見直しプリントの反響（Ｗ） 全国の先生方からの感想

２０１７年７月駿台Ｍ「見直しプリント」（Ｐ）

２０１７年７月進研記述模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１７年７月全統Ｍ模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１７年９月ベネッセ・駿台Ｍ模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１７年１０月全統Ｍ模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１７年１０月ベネッセ・駿台記述模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１７年１０月全統記述模試「見直しプリント」（Ｐ）

２０１７年１１月ベネッセ・駿台M模試「見直しプリント」（P)

２０１７年１２月全統プレテスト｢見直しプリント」（P)

２０１７年１２月駿台プレ｢見直しプリント」（P)

２０１８年４月進研記述模試「見直しプリント」（Ｐ）

【「あむーる」】 英語通信＆学級通信

島根県立大田高等学校進路指導部ニュース「あむーる」No.1～No.43 ２００１年～

（Ｐ） 大田高校進路指導部長時代に毎週発行した進路指導部ニュース

「あむーる」 Ｎｏ．１～Ｎｏ．３１＋号外３ 松江北高英語通信 ２０１６年～２０１８
年（Ｐ） 松江北高校卒業生たちのアドバイスで生徒の心に火をつける！

「あむーる」 Ｎｏ．１～Ｎｏ．１３ ２０１１年松江北高１４Ｒ学級通信（Ｐ）
生徒をやる気にさせる学級通信の作り方の見本

島根県立松江北高等学校図書館「ライブラリー」４月号～３月号
図書部長時代の図書館通信 ２０１０年～２０１１年（Ｐ）

【特別オマケ】 過去の懐かしい資料から

松江南高校英語虎の巻（平成９年） 今から２１年前の懐かしい資料です(I)

１年生～３年生シラバス 島根県立松江北高等学校担任シラバス（Ｐ）ぜひご覧を！

『ライトハウス英和辞典』（第６版、２０１２年）の特徴（Ｐ）
英語のなぜ？ 「松江北高学問探究講座」配布資料（Ｐ）

保護者シラバス 高１～高３ 保護者の立場にたった年間シラバス（Ｅ）

進路保護者カレンダー １年～３年 平成１９年度島根県立津和野高等学校総務部長時代
の資料（Ｅ）

ＨＲ担任活用資料 ＨＲ活動で即使える種々の資料シート。大田高校進路部長時代に担任の
先生方に活用してもらうために作った資料集です。即使える物がたくさんありますよ。

偏差値とは何だろう 偏差値の意味を一目でわかりやすく解説（Ｐ）

松江北高１００選 松江北高図書館で生徒に薦める１００冊の本（Ｅ）

３年間の指導の流れ 島根県立津和野高等学校の英語指導 平成１５年度（Ｅ）

３年生英語指導年間計画 島根県立松江北高等学校 平成１７年度（Ｐ）
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広岡達朗の勝者の方程式 野球と勉強は共通点あり！（Ｐ）

授業力向上セミナー大阪配布資料 ２００９年５月（Ｉ）

生徒の英語の学力をいかにつけるか？ 愛媛県ベネッセ英語指導研究会
今治 ２０１０年７月３０日配布資料（Ｐ）

ＡＢＣ～英語の勉強は絶対に裏切らない！ Ｚ会講演資料 ２０１２年１０月（Ｉ）

英語は絶対に裏切らない！ 「生徒の「英語運用力」を磨く研究会」ラーンズ講演資料
２０１５年７月～８月（Ｐ）

鳥取県立米子東高等学校講演資料 ２０１４年６月８日（ＰＰ）

ラーンズ札幌研究会スライド資料 ２０１６年９月（ＰＰ）

岡山県立笠岡高等学校授業資料 ２０１７年８月 （Ｐ＆ＰＰ）

ラーンズ博多研究会スライド資料 ２０１７年７月 （ＰＰ）

松江北高２年生講演資料 ２０１７年３月（Ｐ）

松江北高１年生講演資料 ２０１６年７月（ＰＰ）

紙の辞書と電子辞書の長所・短所（＋）（－） 松江北高英語科編（Ｐ）

美食地図 平成１６年に作った島根・九州の八幡の通う美味しいお店（！）の紹介地図（Ｉ）

松江北高橋渡し教材 中高の橋渡し教材（Ｉ，Ｗ，Ｅ）北高で春休み・入学期に使用

英単語はアタマ・オナカ・シッポで攻略だ！（Ｐ） ２０１１年自費出版（現在絶版）

英語の尾びれ・背びれ 接頭辞・接尾辞・語幹（Ｉ）

松江北高土曜補習読解演習 平成２２年度１年生土曜補習教材（Ｉ）

【八幡最近の著作から】 高い壁でありたい…

LATELYとRECENTLYは同義か 『英語教育』２月号 １９８０年（大修館）

Forget＋V-ingの語法とその問題点 『英語教育』１０ １９８０年（大修館）

Dwight L.Bolinger―思想と業績 『研修』第１４号 島根県立平田高等学校
１９８１年

再びForget+V-ingの語法とその問題点～三浦新市氏の調査に答える 『英語教育』３
１９８２年（大修館）

誤った英語を教えてはいないか 『高校英語教育』No.22 １９８３年（三省堂）

英語研究法 『現代英語教育』３月臨時増刊号 創刊２０周年記念号 １９８４年（研究社）

現代英語の語法観察 『研究紀要』No.21 島根県立松江南高等学校 １９９６年

現代英語の語法観察（２） 『研究紀要』No.22 島根県立松江南高等学校 １９９８年

私の勉強法 『高英研』No.45 島根県高等学校英語教育研究会 １９９８年

語法ノートから 『啓林』高英編 No.148 ２０００年

生徒に英語の学力をつけるために 『高英研』No.48 島根県高等学校英語教育研究会
２００９年

ボリンジャー先生との出会い 北高学校だより「あかやま」第２６９号 ２００９年

現代英語の語法観察（３）『研究紀要』第４４号 島根県立松江北高等学校 ２０１０年

松江北高散策 『図書館報』第９８号 島根県立松江北高等学校 ２０１０年

師との出会い 北高学校だより「あかやま」第２９４号 ２０１１年

日本の高校生の間違いやすい英語 『研究紀要』第４６号 島根県立松江北高等学校
２０１２年

将来を見通した語彙指導 しまね学力向上プロジェクト教科リーダー養成事業研修成果
報告会（江津高校） ２０１３年

英語教員としての歩み 『先輩からの言葉～平成２５年度教科チーム要請事業に寄せて』
島根県教育庁高校教育課 ２０１３年

現代英語の語法観察（４）『研究紀要』第４９号 島根県立松江北高等学校 ２０１５年

移動図書館＋知の宝庫 カシオ計算機電子辞書の紹介チラシ ２０１７年

「The other dayの語法」 『ことばを編む』登田龍彦教授退官記念論文集所収
（開拓社、２０１８年３月）

八幡成人著作・活動一覧（最新版 ～２０１８年） 教員になってから今までの軌跡（I)
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