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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）！今回からベネッセ（上

位層が欲しい）と駿台（受験者数を増やしたい）が手を組んだ出題に。今回は簡単だった！！♠♠♠

★今年のセンター試験筆記の平均点：１２４点

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《易》 今回出題された１２語の発音問題のうち、八幡の「センター対策本」のリス

トに載っているのが１１語！１１／１２＝予想的中率９２％！！ 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８語ある。「過去出題語」リストからの出題（「お色直し」）は１２語中８語（６
７％）ある（behavior, damage, label, breath, leather, dessert, permission, professional、アミカケは複数回
出題）。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。４種類の「頻出語リスト」をチェルシー先生の CD を使ってひたすら音読せよ！重要
今回は《易》なので絶対に満点を取らなければいけない。ここが取れない人は明らかに「準備不足」だ。

問１ 《やや難》母音aの問題。behavior, label, laborは全て「エイ」、② damageだけが「ェア」の発音。日
本語の「ラベル」「ダメージ」ではないから注意！こうした「カタカナ語」が狙われる。

問２ 母音eaの問題。bread, breath, leatherは全て「エ」、③ featureだけは「イー」。breath/e/（1997
本・2008本と２回出題）, breathe/i:/は頻出語。
問３ 子音ssの問題。 [¸]/[z]の区別の問題。permission, pressure, professionalはシ（ュ）[¸]、① dessert
だけは「ズ」。dessert（デザート）と desert（砂漠）の区別も重要。

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（お色直し）多し！

今回出題された１６個の単語中、９語が「対策本」のリストに載っている単語であった。９／１６＝予想的
中率５６％！ そのうち８語が★印のついた頻出重要語。「過去出題語」リストからの出題は１６語中８語（５

０％）ある（network, interval, museum, obvious, volunteer, competition, disadvantage, elevator）。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」をチェルシー先生の CDを使ってひたすら音読せよ！

問１ network, plastic, textbookは全て第１音節が強い。③ reviewだけは第２音節が強い。日本語の｢レビ
ュー｣ではないので注意。「イクイクルール」（-ic，-icalは１つ前が強い）から plasticは分かる。
問２ 《やや難》engagement, eternal, museumは全て第２音節が強い。② intervalだけは第１音節が強い。日本
語の「インターバル」｢ミュージアム｣ではない！「カタカナ語」には要注意！

問３ microwave, obvious, specialistは全て第１音節が強い。④ volunteer（2003本・2010追と２回出題）だ
けが第３音節が強い。「双子の法則」（-ee-, -oo-はそこが強い）から volunteerは分かる。
問４ 《やや難》competition, disadvantage, electronicはすべてが第３音節が強い。④ elevator（2003
追・2010 本と２回出題）だけが第１音節が強い。「エレベーター」ではない。４音節語は当然難しくな
る。｢三味線語｣（-tionは１つ前が強い）から competition、「イクイクルール」（-ic，-icalは１つ前が強い）
から electronicは分かる。
★《対策》 正解選択肢の大半が過去出題語である。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！成績上位者もかなり落とす！「当たり前のことをバカになってちゃんとやる」（ＡＢＣ）
姿勢が重要！ damage, label, dessert, pressure, network plastic, review, textbook, interval, museum, specialist,
volunteer, elevatorは全て｢カタカナ語｣の出題。日本語読みしてはならない！最近復活傾向なので注意せよ！
センター対策本のリスト参照。重要

第２問 総点と相関強し！Ａを磨け！過去問が最高の予想問題！
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 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。勉強の仕方

問１ worth V-ing「～する価値がある」という熟語を知っていれば簡単。 ③ が正解。

問２ 《頻出》「午後のほとんど」most of the afternoon almost（ほとんど）は副詞なので間違い。要注意！
問３ advise＋人＋ to V「人に～するよう忠告する」undergo a kidney transplantは「腎臓移植手術をする」
問４ 《やや難》「彼の両親もそうだ（＝訪れたことがある）」so have her parentsと倒置(V+S)になることに注意。
問５ be aware of～「～に気づいている」という熟語の問題。ofを取るものを探す。
問６ 《難》「公共交通機関では近づけない」という意味が分かるかどうか。《難》accessible（接近可能な）
問７ 《難》「違った方法で見ようとすれば」in a different way 意味が分からないと難しい。
問８ ｢来年オリンピックが始まるまでには新しいサッカースタジアムが完成しているだろう」という意

味が分かれば簡単。by the time S+V（～するまでに）未来完了の受け身 will have been completed（完成
されてしまっているだろう）

問９ 《やや難》まずは so～ that （あまり～なので）～の中の語順は「so＋形容詞＋ a＋名詞」とな
ることが大切。「サッチャーと早慶」の問題。詳しくは『2017年英語センター対策本』の解説を参照。

問１０「一番良い道具はあなたのウェブサイトだ」という強調構文 It is～ thatを見抜く。

Ｂ 語句整序問題 まず英文の意味を類推せよ！＋文法・語法 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。今回は問３。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 これでＯＫ！重要

＜ヒントは下線の前後＞ （８つのセット＋熟語）

問１ 「２時間以上もかかることはなかっただろうに」という仮定法過去完了の意味。over は「～以
上」 wouldn't have taken over two hours to
問２ 《やや難》「彼に君にメールするようにしてあげるよ」 使役動詞 get ＋人＋ to V（人に～させ
る） send＋人＋物（人に物を送る）の語順に注意。

I'll get him to send you an e-mail
問３ 《難》｢何が当初の締め切りまでに原稿を終えることを困難にしたか？→どうして当初の締め切

りまでに原稿を終えることができなかったの？」という無生物主語構文。S+V+O+Cは高校生が苦手ダ。
What made it hard to finish

S V O C
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
第３問Ａがなくなったためにこの問題が長文化！□の前後（文脈）をしっかりと把握する。

問１ 「会合の時間を２時から２時半に変更してくれるといいな」(A)→(A)→(B)
問２ 「目が覚めるように目覚まし時計をかけておくべきだったのに」(B)→(B)→(A)
問３ 《難》□の部分の意味が取れないと難しい。「他には何も出来ないので、今日が最後の日だとい

うつもりで今日を生きるべきだ」(B)→(B)→(B)

第３問 理詰めで読もう！語彙力･速読力が重要 正確に文章を追
． ． ． ． ． ．

う読解力が試される！

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、それを外してみて前後がうまくつながるかどうか「検算」も忘れない。重要

問１ 「バイリンガルとコードスイッチング」がテーマ。①だけが「母親がスペイン語を学校で教えた」

と母親の仕事でバイリンガルとは関係のない文。②→③→④

問２ 「何もしないことは時間の無駄か？⇒休憩時間の効用」がテーマ。③が休憩時間とは関係なく流れを止めている。

問３ 「ダウンジャケットの利点」がテーマ。③「冬が終わると必ず洗濯しなければならない」は効用と関係ない。

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（「レストランのスタッフが話し合いをしている場面」）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！重要
３０ What if we made our own restaurant mascot related to our local area and used it for the menu?/ So using
a mascot connecting to that would be good.（マスコットを作るのがよい、それを料理に関連付ける）と言
っているので、②「特別なスタイルで飾り付ける」が正解。

３１ We can stimulate people in another way, like putting effort into ingredients.（材料を工夫）/ Why not
make a meal that includes one day's worth of vegetable nutrition?と言っているので、①「我々が食べるもの」が正解。
３２ 《難》それぞれの主張をまとめると、ジュリー＆エイミー＝マスコット作成 ウィリアム＝材料

の工夫 デブラ＝健康的なメニュー ジョシュア＝ＳＮＳでの宣伝 アンソニー＝ターゲッ

トを絞る全員が一致しているのは②「何らかの方法でお客さんを印象づける」。この問題の

ように、複数の人物の発言の共通点を聞くのが最近の傾向。重要

第４問 「情報検索能力」を試す読解問題 ８分―５分で
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 魅力は...who often find yoga pants and sweatpants more comfortable than jeans（より快適）。それを述べた
のが、②「ジーンズよりも快適だ」comfortable=relaxingの言い換えを見抜く。
問２《易》A little less than half preferred jeans while staying home から（Ｃ）が「在宅」と決まる。Parties had
the lowest percentage in the survey.から（Ａ）が｢パーティ｣と決まる。The percentage rose above 60% for
daily activities like shopping.から（Ｄ）が「日常の仕事（買い物）」と決まる。This is reflected in 42% of
Americans who prefer jeans on days when they cannot change clothes for different activities such as work and
lunch with friends.から（Ｂ）が「洋服を着替えない」と決まる。このことから②が正解。★このようにグ
ラフ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３ 《難》they make jeans with flexible, stretchy fabric to help people move freely. Some companies sell jeans that
stay dry when it rains and include bright tape for bicycling at night.（蛍光テープ付き）を述べたのが④。
問４ 最終文に They are also wearing more jackets, shirts, and shorts made from the same fabric, which is called
"denim." Fashion experts have several different explanations for this change.とあるので、デニムが若者になぜ人
気なのかという幾つかの異なる理由が書いてあると考えられる。したがって①が正解。このように、ヒント

は最終段落の最終文にある。段落の最後をしっかりと読むことがポイントになる。重要

Ｂ先読みして見出し、記号を上手に活用して必要な情報検索を！全部を読むのではない！ ｢直接資料｣問題
問１ 《難》We ensure every posted job offers good working conditions and learning experiences.（優れた労働条件
と学習環境を提供）とあるので、①「仕事が学生たちにとってふさわしいものであるようにする」が正解。
問２ １週間に最低でも＄２００稼げる、午前中に働きたい(M)、の２つの条件を満たすものを探す。
したがってMountain Roboticsが正解。電話番号は④。
問３ 健康に興味／週末勤務(W)／給料なしでもよい(U)、が条件。これを満たすのは④。
問４ 《難》① Community Legal Clinic と Hope Medical Servicesは同一地域×。②は dentistがいるの
で×。③は毎週更新されるので×。④は The city's oldest radio station ... ○

第５問 物語文読解 ★設問を先に読むのは常識→設問の該当箇所を特定
～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｣ 重要

【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"Stephen's fears about the house"。Stephen was excited, but also frightened to visit his Aunt
Sara and Uncle Rick. Their new house reminded him of his favorite horror movie, Ghost House. ②が正解。
問２ 《やや難》キーワードは"fall asleep his first night at the house" He felt sleepy, so he turned out the
light instead of reading a horror comic book. Everything was quiet, and his fears were far away. ①が正解。
問３ 《難》The next morning, no one else said they had heard these strange noises. "Stephen loves horror
movies and comic books about ghosts," his mother explained. 「気のせいだ」と言っている。①が正解。
問４ キーワードは "the piece of paper" On the floor, he found an old piece of paper with strange writing! Worst
of all, there were dark bloodstains on it. Something bad must have happened in the house!③が正解。
問５ キーワードは"the strange noises" "Maybe the tapping noises were small animals. There was a loud bang.
That was the window!" それを述べた①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。絶対に何となく選んではならない！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。

指定された段落内を全体検索し、「読みながら解きながら」が鉄則。

問１ This is important because culture is closely connected with nature. を述べたのが①「両者は切り離せない」
問２ 直後に they are things or places that people can see or touch and that anyone can understand. 具体的

に目に見えたり触ることができるものでないといけない。tangible（明白な、触ることのできる）②が
正解。このように｢語義類推問題｣は必ず下線部の前後に説明がある。しっかり読むべし！

問３ 《難》Overseas visitor numbers.../They bring jobs and cash to local communities. ②がその言い換え。
問４ 《難》Some countries struggle with the large numbers of visitors. Instead of being protected, sites come
under risk.（多くの観光客で登録地が危機にさらされる）その言い換えが②。①がまぎらわしいが「地
域社会の金銭負担」は書かれていない。

問５ If people all over the world work together to preserve these places, they can help to keep the earth's
treasures safe. 「国際協力」の必要性を説いた②が正解。このように英文の要旨を問うのが最近の傾向。
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。ほぼ第一文で明らか。重要 ヒントは「一行メモ」と問１～問４の正解選択肢

(1) 序論 à詳しい場合は必ず読むこと 今回は飛ばしてＯＫ

(2) ①２種類の保護を結合 ←Itfocused on the blending of cultural and natural conservation
(3) ③世界遺産がどのように選ばれるか ← In 2017,....The committee visits sites and checks..
(4) ④社会と経済への影響 ← Local economies and people ... can see profits
(5) ②世界遺産登録の危険性 ← it's not always good to be chosen as a W.H. site
(6) 結論

★今年のセンター本試験リスニング平均点：２３点
《リスニング試験》 《難》⇒ 第１問 問１ 問２ 問４ 第２問 問１０ 第３問A 問１６
第４問A 問２１

★２点で―９，５０４番の差 á ６点で―２８，６２１番の差 難関大は９割必須！


