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★今までの総決算の本番並みの模試。｢やりっ放し｣にしてきた人は結果が出せない。もう後はない。きちんと
学習した人には「英語は絶対に裏切らない！」 ★今年の「センター試験筆記」の平均点：１２３．７５点

第１問 「出る単語は決まっている！」対策準備をしっかりと！
「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「対策本」のリストに載っている

のが１２語！１２／１２＝予想的中率１００％！ 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！「母音」が２題と
「子音」１題が通例の出題。「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

問１ 《やや難》母音iの問題。climate, device, privateは「アイ」、④ wildernessだけが「イ」（i）の発音で
す。元の形容詞wildは「アイ」なのでひっかかりやすい。注意が必要！
問２ 《難》子音scの問題。[s]と[¸]の区別。descend, fascinating, scissorsは「スィ」、① consciousだけは「シ」。
日本人が苦手な発音。

問３ 母音eiの問題。 ceiling, evil, reliefは「イー」、④ threaten（脅迫する）だけは「エ」。

B アクセント問題 ここでうんと差がつく！対策を怠るな！！《やや難》
今回出題された１６個の単語中、１２語が「対策本」のリストに載っている単語であった。１２／１６＝予
想的中率７５％！やはり出る単語は決まっているナ！ そのうち２語が★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」をチェルシー先生の CD を使ってひたすら音読せよ！重要

問１ consume, entire, sustainは全て第２音節が強い。③ product（製品）だけは第１音節が強い。
問２ 《難》excessive, prohibit, statisticsは全て第２音節が強い。② compromiseだけは第１音節が強い。「渋いか
ら痛えの法則」（-sive, -ityで終わる後は１つ前の母音が強い）から excessiveは分かる。「イクイクルール」（-ic, -ical,
-icsは１つ前が強い）から statisticsは分かる。基本ルールを知っていると未知語への応用力に！
問３ 《難》dedicate, generous, obstacleは全て第１音節が強い。② disappointだけが第３音節が強い。「エ
イトの法則」（-ateの２つ前が強い）よりdedicateは分かる。-ousは２つ前だから generousは分かる。
問４ 《やや難》complicated, ordinary, temporaryはすべてが第１音節が強い。② conservativeだけが
第２音節が強い。｢エイトの法則｣から complicatedは分かる。「子チビ母チビの法則」（-tiveの前が子音のときはそ
の１つ前が、母音のときは２つ前が強い）から conservativeは分かる。４音節語は当然難しくなる
★《対策》 ここは今追い込む事で一番伸びる分野。何もしない人は絶対に得点できない！成績上位者

もかなり落とす。準備をしていないからだ。「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！ device, privateは｢カタカナ語｣の出題（近年復活傾向）。注意せよ！重要

●センター試験過去問から、今回は次の１4語が出題になっている！：climate(2000 本) device(2008
追） wilderness(1994本） conscious(1993追） fascinating(2004本 2015追） scissors(1994本）
ceiling(2000追） relief(1995本） threaten(2015追） prohibit(2015追） statistics(2015追）
disappoint(1995追） complicated（1996 本 2015 本） temporary（2016追） ⇒絶対「お色直し」多
し！過去問をやる重要性を認識せよ！！「「発音」「アクセント」センター過去出題語（１９９０～２０１
８年）」（カラー版）をエドワード先生 ❤❤❤のMP3音声をダウンロードして音読練習せよ！

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。『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（過去問が一番の教材）！！演習した数がきわめて重

要な分野。量をこなせ！！重要 頻出の狙われる分野があるから 八の絶対ポイント を参照して準備せよ！

問１ 「少ない人口のために」small population 八幡『センター本』 八の絶対ポイント１２ 参照。

問２ 《難》「本国でも海外でも」overseas は副詞だから前置詞はつかない。 八の絶対ポイント１８ 参照。

問３ 《難》consider V-ing（実際に～することをよく考える）V-ingは「実際に～すること」
問４ ｢彼の意思に反して」against his will
問５ Last year（昨年）とあるので過去形しか来ない。 八の絶対ポイント２３ 参照。

問６ 《やや難》「その両方とも」both of which 先行詞は Ogai and Soseki's novelsで｢物｣なので which
問７ 「タクシー料金を払いたくなかったけれども、結局は払った」文尾の after allは「結局」の意。
問８ 《難》keep V-ing（～し続ける） tell + O + to V「自分自身に冷静を維持するように言い続けた」
問９ 《難》furnitureは「家具類」の不可算名詞だから～ sはつかない。 八の絶対ポイント１９ 参照。

「テーブルとしては役に立たない」この do（役に立つ）が難しい。cf. This old computer won't do.（こ
の古いコンピューターではだめだ）

問１０ 「許されるべきではない」ought not to be allowed 「大統領の誕生日を祝うパーティ」celebrating
the president's birthday 八の絶対ポイント１１ 参照。V-ingは「～している」 V-edは「～された」

Ｂ 語句整序問題《難》 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。今回は全問が難しい。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 《難》「彼が自分のことしかずっと話さないのには飽き飽きしている」という意味が分かるかど

うか？ be tired of～（～に飽き飽きしている）＋ his never-ending talk（彼の終わることのない話）＋ about
himself（自分のことについての）

tired of his never-ending talk about himself
問２ 《難》「私の時間をあまり取らないから」take up much of my time take up（時間を取る）

wouldn't take up much of my time
問３ 《難》「あなたが自分に話しかけていると言う印象を与える」the impression that～
（～という印象）同格の thatの問題。 you're talking to yourself（自分に話しかけている）

the impression that you're talking to yourself

Ｃ 応答文完成問題《難》 ※「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 《超難》「ある程度は彼が悪いのだけれど、私が間違っていた」自分も悪かったが彼にも非がある。
問２ 《難》「課題が終わらせない限りは何処にも行かないように父が言ったんだ」urge＋人＋ to V（～
するように促す） 八の絶対ポイント９ の｢やらせ動詞｣参照。unlessの中の仮定法が難しい。
問３ 《難》｢どのように書くかではなく、何を書くかが最も重要だ」 スタイルが大事 ⇔ But 内容が大
事、の文脈を押さえて。

第３問 「文脈」を理詰めで読もう！語彙力･速読力が重要
． ． ． ． ． ．

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 「京都で桜が満開になる日」がテーマ。③だけが「花見は日本の重要な伝統だ」とテーマと無関係。

問２ 「ボリビア市のシマウマ指導員」がテーマ。シマウマの衣装を着た指導員がやることが書かれているのに、②だ



けは「警察官が必要な理由」が書かれている。

問３ 「ロボット隷従社会」がテーマ。ロボットは人間にできる簡単なことができない点が
指摘されているにもかかわらず、②だけは「産業用ロボットの活躍分野」で関係ない。

Ｂ 意見要約問題 ※問題文冒頭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（「大学３年生を対象としたsenior projectについての説明会で、４年

生の学生が自分たちの体験を述べている場面」）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 Aiden : I really enjoyed my senior project, because I worked on it by myself. Lily : I loved planning and
completing a challenging project by myself. 教授の助けは借りたが、②「プロジェクトは主にあなた自身に
よって形作られた」が正解。

３１ Since they're difficult to read, my project was very challenging. But I discovered many interesting things
about Japan during the Heian period. ②「未知の話題に関して学ぶことの助けになった」が正解。
３２ 《難》エイデン―アートギャラリーに就職の展望 リリー―自動運転車の会社に就職 ニコ―平

安時代を研究するため大学院に進学 カーラ―同問題を扱う国際組織に就職 マテオ―水道局へ就職

ジェイス―小学校教員に と６人がプロジェクトで研究したテーマに関係する職を手に入れた。④「卒

業後にすることにプロジェクトは関係した」が正解。 ※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 若者世代では believe that having a pet is a good practice for when they have kids（将来の子供ができたと
きのよい訓練） ④「子供を持つ準備に貴重だ」が正解。

問２ 第２段落にヒントあり。The two most popular were dogs and cats. The number of cat-loving
households came to almost 50 million.⇒（A)がネコ Horses, the largest of all the animals, came in as the
second-least owned.⇒（D)が馬 Three up from there were birds ⇒（B)が鳥 proving only a little more
popular than reptiles and small animals such as hamsters, mice and rabbits⇒（C)が小動物 ★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こと。 重要

問３ 《難》①× because there is little space available ②× Online shopping is never used by pet owners③
④× The grooming of pets is usually done at home by the owner １問ずつ正誤を判定。面倒くさいが。

問４ The traditional pet stores that pet owners visited in the past have had to think of new approaches to
attract customers back.（伝統的なペットショップはお客を取り戻すために新たな対策を練らねばならない）
その内容が書かれるハズ。④「伝統的なペットショップがオンラインショップに対抗する策」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 We're offering special fees this summer for only for August as it's the 100th year of our company.（会社設立１
００周年を記念して）とあるので、それを言い換えた③「特別記念行事」を選ぶ。
問２ 旅行できるのが水曜日と木曜日、海を楽しみたい、という２つの条件に合うものを選ぶ。Ａが「美

しい海辺と魚釣り」出発日は水曜日の１泊２日で合致する。①のＡが正解。
問３ １０日休みがあって妻と１０歳＆１６歳の子供とできるだけたくさん過ごしたい、が条件。なら
ばＤ（６泊７日）を選ぶハズ。１人３０００ドルとあるから妻と１６歳の子供とで９０００ドル。注記
に１５歳以下の子供は半額とあるから３０００÷２＝１５００ドル。したがって９０００＋１５００＝
１０５００ドル③が正解。★計算問題は必ず出題される。
問４ 最後にWe'll send you a digital catalog by email or paper one by post. メールによるデジタルカタロ
グと郵送による紙カタログ。④｢カタログ入手に２種類の方法」が正解。

第５問 物語文読解 「キーワード」がカギ ★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｣ 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"the biggest difference"。We are different in many ways, but what stands out most is our
approach to things. Sophia takes a long time to consider things and I act much more on impulse. ソフィアはじっく
り、対する私は衝動的に行動。④「物事をやる方法」が正解。

問２ この「下線部意味推測問題」は２０１７年復活問題。★下線の前後に必ずヒントあり！重要

その後に I don't care that she has a bigger circle of friends that I do or that she easily makes new friends. But I find
it hard to understand why people often react differently to us. 反応が理解できない。④「狼狽する」が正解。
問３ 《難》キーワードは"change places for the festival" Why not change for a day? Sophia could be me
and I could be Sophia. I could then better perceive how people see us.（私たちをどう見ているかを）④が正解。
問４ キーワードは"Sophia's friends were" I just didn't know what to say./ It's not that her friends weren't nice. I
just couldn't relate to them. 関係を樹立することが難しかったとあるので、①がその言い換え。connect = relate
問５《難》キーワードは "From her experience....learned"。 I realized that I shouldn't change who I am and that
looking different wouldn't make me happier./ If I'm around people who respect and love me for who I am, I will
always have a smile on my face./ And next time someone points out our differences, I'll embrace it and be happy that
we are different.ありのままの自分でよいのだ、ということに気づいた。③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。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 Doing different kinds of workouts can help our bodies to escape from getting hurt while playing sports or in our daily
lives at work or at home.（ケガするのを免れる） ②「ケガを避けることを助けてくれる」が正解。
問２ it's easy to burn a high number of calories. But an extra benefit is that your body continues to use up
calories even when you finish working out and rest or eat. （休んだり食事の際も体はカロリーを使い尽く
し続ける）②「休んでいる時でもカロリーを消費させる能力を高めてくれる」が正解。

問３ その後に、ready to tackle the day without feeling run-down or lacking motivation. This will have a
positive impact on private and working life. ③｢元気いっぱいに感じて」が正解。★下線部の前後にヒント！
問４ Flexibility training can help you deal with these kinds of regular movements.（この種のいつもの動きに対処するの
に役立つ）③「日常の活動の間に上手く機能する」が正解。

問５ さまざまな運動（筋力・有酸素運動・柔軟性・安定性）の利点が述べられているので、①「異な

る運動がより健康な体をいかに提供するか」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。ほぼ第一文で要旨は明らか。重要

(1) 導入

(2) パワー運動の利点 ←strength training
(3) 長時間トレーニングの利点 ← movements...for extended periods of time
(4) 柔軟性トレーニングの影響 ← flexibility training
(5) 単純運動の有効性 ← stability training / a cinch（簡単）
(6) 結論

★今年の本番リスニング平均点：２２．２６点 苦手な人―①語彙力不足②絶対量不足③集中力不足

《リスニング試験》 《難》は⇒ 第１問 問1 問2 問3 問4 第２問 問7 問8 第３問A 問14

第３問B 問17 問18 問19 第４問A 問21 第４問B 問24 問25 ★今回は極めて《難》の出題


