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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）駿台はやはり難しいな！

第１問 知っているか、知らないか？の世界 準備が必要！

A 発音問題 今回出題された１２語の発音問題のうち、「過去出題語」リストに載っているのが

わずか３語！駿台はこういう風にして外してくるから難しい。３／１２＝予想的中率２５％！ 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 oの問題。bone, colonial, ghostは全て「オウ」、ovenだけが「ア」の発音です。ovenは頻出語。
問２ 《易》sの問題。濁るか、濁らないか？ fasten, instead, sweepは[s]、Thursdayだけは[z]。
問３ earth, hurt, wormは[©:r]、warningは[¦:]。この曖昧母音は２０１８年センター初出題。

B アクセント問題 ここで差がつく！対策を怠るな！！過去問の再出題多いが駿台は…？

今回出題された１６個の単語中、５語が「過去出題語」のリストに載っている単語であった。５／１６＝予
想的中率３１％！ いつもと違う！ここら辺が駿台の難しさを象徴している。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！「狙われる語は決まっている！」

問１ 《難》 display, invest, patrolは全て第２音節が強い。② indexだけは第１音節が強い。「インデックス」
「パトロール」とカタカナ語読みすると間違える。「カタカナ語」には要注意！

問２ conference, estimate, propertyは全て第１音節が強い。③ inheritだけは第２音節が強い。「８の法則」（-ate
は２つ前が強い）から estimateは分かる。
問３ apparent, dramatic, provisionは全て第２音節が強い。③ funeralだけが第１音節が強い。「イクイクル
ール」（-icは１つ前が強い）から dramaticは分かる。「三味線語」（-sion, -tion, -cionは１つ前が強い）で provision
は分かる。「アクセント基本ルール」は押さえておきたい。

問４ 《やや難》appreciate, enthusiasm, intelligenceはすべてが第２音節が強い。③ influentialだけが第
３音節が強い。「８の法則」（-ateは２つ前が強い）から appreciateは分かる。
★《対策》 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！「当たり前のことをバカになっ

てちゃんとやる」（ＡＢＣ）が重要！過去問からの｢お色直し｣にも注意！（今回はあまり出ていないが…）

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があったが、文法問題へと回帰しつつある。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・追試をクイズ感覚で仕上げろ！！演習した数がきわめて重要。

問１ 《難》「十分に平均以上」の意味で well（かなり）の使い方を問う。「平均をかなり上回って」
問２ 「人間」の意味で human beingsを知っているか？
問３ 《難》「私の名前が呼ばれるのを待つ」の意味。wait for my name to be called（名前が呼ばれるの
を待つ）となる。単に calledだけでは×。なぜか分かるか？引っかかりやすい。
問４ 《難》「勝ち進む」の意味にするために、go forward into～（～へと前進する）

問５ 《頻出》「髪を洗っている最中だったので電話に出ることができなかった」の意味。過去進行形が
ふさわしい。was washingが正解。時制の基本問題。
問６ the one which I mentioned in my letter mentionの目的語となっているので whichが正解。
問７ 《難》「参加する」⇒ take part in～。目的語の the tea ceremonyはないので単に take partのみ。
問８ 「窓を開けてもよいかどうか訊ねた」の意味。「～かどうか」は whether ｢開けたら気にするか→
開けてもかまいませんか」と mindを使う。
問９ 「遅刻してきただけでなく、教科書も忘れた」Not only～ but...｡「～も」は as well。
問１０《難》｢万一(should)気が変わったら、知らせてね｣の意味。「let ＋人＋Ｖ」（人にＶさせる）だ
から let me knowは簡単。問題はなぜほぼ同じ意味の were toがダメなのか？後半が仮定法になってい
ないことに注意したい。

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。今回は３問とも《難》。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。今回は苦手な人は全問外すだろう。本番はこれほど難しくはない！

【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 これでＯＫ！

（８つのセット＋熟語）

問１ 《難》「私の知っている人たちがそれはとても面白いと言っていた」という意味が分からないと

絶対にできない問題。several people I knowという｢後置修飾｣と they found it very interestingという「Ｓ
ＶＯＣ」の語句整序の花形２つが取り上げられているので《難》。S V O C

I know said they found it
問２ 《難》｢最も高く尊敬されるジャーナリスト」が難しい箇所。one of the most highly respected
journalists respectedを修飾する highlyの位置が難しい。それに｢その国で｣を添える。in the country

highly respected journalists in the country
問３ 《難》「仕事を探すか、それとも病気の母の面倒を見るかどうか」の意味が読み取れるかどうか？

attend to～「世話をする」も難しい。 whether to find a job or attend to her sick mother
whether to find a job or attend A B

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 「演劇は退屈で、眠るのを我慢できなかった」演劇（物）が主語なので boring（「ヒトカコブン
シモノイングの法則」）。could hardly V（ほとんど～できなかった）keep from～（～を妨げる）fall asleep
（眠りに落ちる）その意味さえ分かればできたも同然だ。
問２ 「急がなくてもいいようにもっと早く起きたらどうだい？」の意味が分かれば簡単。Why don't
you V?（～したらどうだい）so that S+V（～するために）don't have to hurry(急ぐ必要はない）
問３ 《難》「君が詩を読むとは、ましてや自分で詩を書くとは思わなかった」の意味が分からないと
出来ない問題。much less（ましてや～ない）という熟語が重要。

第３問 理詰めで読もう！語彙力･速読力・文脈把握力が重要
． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．

Ａ 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」も忘れないこと。

問１ 「クモが何を食べるか？」がテーマ。④だけが人間がクモに食べられるのを恐れて

いる、でも大丈夫、というテーマと関係ない文。クモの食料源とは無関係。



問２ 「フランクフルトソーセージの語源」がテーマ。②はソーセージの別名や材料の話で関係ない。③の

These dackshund...は①の became known as "dachshund sausages."を受けていることに気がつけば②を取り除く
とよいことが確信できるはず。

問３ 《難》「weatherとclimateの違い」がテーマ。③④は「climateを研究する理由」だが、④→ By studying
climate, they can also put such cycles into...が不自然。③の Scientistsが theyを、cyclesが such cyclesとな
っていることを考えれば、④を取り除くとスムーズにつながる。

Ｂ 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（「ある高校で現代の読書事情について学生が話し合いをしている場
面の一部」）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！
３０ A portable little e-reader can carry an entire library wherever you go, which is great for travelers or
people who always want a choice of reading material（小型）/ you can read any book you want to read, anytime
and anywhere. You can read novels and stories for entertainment, or just to kill time, but you can also check
reference books for you studies（便利）と言っているので、①｢小さくて使いやすい」が正解。
３１ Sandi: Since e-readers have a search function, you can do things like arrange your books by the authors'
names and the publication dates.(検索機能による並べ替え）/ Kim: they provide a range of options for
changing the text size, the spacing of lines, and so on（文字の大きさ、スペース変更）を言っているので①
「電子書籍のデジタルデータ処理能力」が正解。

３２ 《難》Patty : いつでもどこでも読める／ Sandi : 検索機能が便利／ Kim : 文字を大きくしたり行
を短くしたりで紙より優れている／ Philip : It's an experience that makes life richer and more meaningful／
Aretha : They greatly adds to the pleasure of reading／ Yu : I've read how reading on paper instead of an
electronic screen is better for memory and focus 全員が一致しているのは①「読書が生活の質を向上して

くれる」このように、全員の発言の共通点を聞くのが最近の傾向。新傾向問題

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 the Netherlands (also down 0.9million, or -18.5%)から(B)が「オランダ」。There were also declines in the
number of arrivals from the United Kingdom and Spain (each down by 300000)から(A)が「イギリス」。The strong
15.0% growth in the number of tourists from the U.S. between 2015 and 2016 から(C)が「アメリカ合衆国」。
Brazilians,..., reduced travel to France for the second year in a row (by 11.3% in 2016)から(D)が「ブラジル」と
分かる。 ★このように項目決定のヒントが出てくるのは「中盤以降」だ！それを予測しながら読む。 重要

問２ 《やや難》「フランスを訪れる人の数の減少がそれほど深刻でなかった理由」は、The 3.8% decline
in European visitors was compensated for by growth in arrivals from other regions 他地域からの訪問者が相

殺してくれた。それを述べた②が正解。

問３ 《難》Brazilians, facing severe economic difficulties, reduced travel to France経済的に苦しかったこ
とが原因。それを述べたのが②「金銭的理由でフランス訪問計画を諦めたかもしれない」。

問４ 《難》第１段落に The number of Asian tourists was down only slightly from the record-setting number
that came in 2015.（記録的数字）最終文に There remains another region to consider, the one that has started
sending large numbers of tourists in recent years. 「もう一つの考慮すべき地域」とはアジアがこれに該当。①が
正解。段落の最後をしっかりと読むことがポイントになる。

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 Ceramics is a creative, relaxing way to create something unique/ If you are looking for an artistic
and healing activity, check out our ceramic courses.それを言い換えたのが②。
問２ 《超難》スミス氏は hand building course第１期に登録したのだから３２０ドル＋材料費５０ドル

（＝３７０ドル）。スミス夫人は wheel courseに登録後（５２０ドル＋材料費５０ドル＝５７０ドル）
２日前にキャンセルしたので返金なし。その後第２期に登録した（３８０ドル＋５０ドル＝４３０ドル）。
｢第１期の講座料の半分は第２期の申し込み代金として使える」ので、５２０ドルの半分は２６０ドル。
４３０ドル－２６０＝１７０ドル。したがって５２０＋１７０＋５０＝７４０ドル。二人分を合わせる
と３７０＋７４０＝１１１０ドル―③ これは面倒くさくややこしくて《超難》根気強く計算すること。
これが出来た人は自信を持って良い。計算問題は必ず出題されると思え。
問３ 《易》bowls/mugsを作るのはWheel Course。週末に参加できるのは Term1だけ。③が正解。
問４ This fee covers up to 1,000 cubic inches of clay. Additional charges for more clay. （それ以上になる
と追加料金が必要）それを述べた③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。
今回は割と易しい。太線波線部が｢キーワード」を言い換えた部分。
問１《易》キーワードは"first met the little girl"。when they ran into a little girl. The girl looked so sad, with tears
running down her cheeks. ①「涙した」が正解。これは簡単！
問２ キーワードは"the girl's initial reaction"。The girl looked suspicious.その言い換えが③。
問３《難》キーワードは"left the girl"。 It was not that she didn't love the girl. It was just that she was eager
for a life in a different environment, and therefore they had to separate for a while. 環境を変えたかったが理
由。そのことを述べたのが①「変化を必要とした」。
問４ with minute attention to detail（細かい所にも注意深く気を配りながら） minute ｢細かい；１分｣
問５ キーワードは"her desire to write to the doll" she listened with a happy smile on her face. The girl no
longer thought of the doll as per personal possession but as an individual that had it own will. During those
three weeks, the letters from "the doll" had cured the girl of her unhappiness. She asked him if her could help
her to write to the doll. ③「人形を祝福したかった」が正解。

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 《難》Newspapers are an important part of every community in a free society because readers trust them to challenge
authority and report the truth.（権威に挑んで真実を報道）それを言い換えたのが①。
問２ The new media are more convenient than the traditional media in several respects. ④が正解。
問３ Most news stories are followed by comment sections on which readers can post their comments and
respond to one another./ The letters-to-the-editor section of traditional newspapers serves the same function but
is not nearly as interactive. それを述べた選択肢が②。
問４ take on as many reporters as daily papers have done in the past（日刊紙が過去に take onしてきたと同じく
らいの数のレポーター）とあるので①｢雇う｣が正解と分かる。第２段落に Newspapers employ large staffs of
reportersとあるのもヒントになる。語義推測問題は必ず出る。前後の文脈を読み取る。
問５ 《難》結論はWe can't let newspapers die off while the Internet becomes a mass of brief mini-articles
and ill-informed personal opinion. We can use the technological advantages to become a better-connected, more
democratic society. ①｢適切に｣用いれば社会をよりよくすることができる」が正解。
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。各段落の第一文に注目することで明らか。

(1) 導入部

(2) 従来のメディアの重要性 ←伝統的メディアが長い間情報源

(3) 電子機器が我々に利益を与える方法 ←ニューメディアがより便利

(4) ニューメディアの議論促進の方法 ←重要な利点は活発な議論促進

(5) トピックについて多くの情報を入手する方法 ←多くの情報にアクセス可能

(6) 結論 ＜第１文の内容＞â


