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高３ ７月進研記述模試英語見直しプリント There is no royal road to learning. （学問に王道なし）
(編) 八幡成人
２０１９年７月

※「やりっ放し」が一番たちが悪い。「賢者は歴史に学ぶ」のだ。愚者は失敗しないとわからない…。見直しをすることにより間違いなく力がつく、と先輩達は「進路だより」で口を揃えて語っている。どれだけのことが反省で
．．．．． ．．

きたか？これで次のステップが決まる！まず第一歩を踏み出せ！！ 何が足りなかったのか、何が理解不足だったのか、等「自分自身との対話」で力がつくのだ。まずは進研の｢解答・解説｣をじっくり読んでみよう！自分のおか
した間違いを有効に活用して、進歩につなげることが大切だ。国公立大学志望者はセンター試験で５倍強の競争にさらされる、ことを忘れないで！ ●「したい人１０，０００人、始める人１００人、続ける人１人」（中谷彰宏）

リスニング ～準備して「待ち受け」ができるかどうか？
毎日少しずつでいいから英語に触れる、これが大きい！

●リスニング苦手な人の共通点 ①語彙力不足 ②絶対量不足 ③集中力不足

鉄則 リスニング試験を受けるときの心構えは？「待ち受け」だ！
（１）先に選択肢に目を通し、何を聞取ればよいのか「情報の仕込み」をしておく

（２）余白に「メモ」を取って（特に数字）概要をつかむ。訓練が必要。
（３）読んで分からない英文は聞取ることは絶対に無理。知らない単語も聞き

対策 取れない。語い力・文法を鍛えるしかないのだ！
（４）英語の音に慣れるには聞く量（練習）を増やすしかない。毎日少しずつ聞け！

音読英単語ＣＤ、教科書ＣＤ、ＮＨＫ講座、VOA(http://learningenglish.voanews.com/)等
（５）日本人には聞き取りづらい音がある。 ＜消える＞＜つながる＞＜変わる＞

これは慣れしかない！毎日少しずつ（絶対量）聞くしか手はない！コツ、コツ！

１ リスニング問題 大きな差がつく分野！毎日少しずつ聞く！
★間違えた人はスクリプトを読んで分かるか？？

<Part 1> 女性が男性に「寮」に関して質問をする場面。
Question No.1 but they introduced a laundry card（洗濯カードの導入）→その説明。１が正解。
Question No.2 There are some desks in the lounge, but people hang out there, so it can be noisy（ラ
ウンジに机がある）。うるさいけどうるさい方が集中できると答えている。４が正解。

<Part 2> 女性店員が男性客に接客。男性は何を買おうとして、店員がどんなアドバイスをし
ているか？がポイント。
Question No.1 I'm looking for some baby clothes as a present for my sister's daughter.（姉の娘にベ
ビー服を贈りたい）。１が正解。

Question No.2 《難》I'd recommend making sure any clothes for around 6 months are on the warmer
side.（６ケ月頃の洋服なら暖かめのものになさるとよい）。２が正解。
Question No.3 《難》Maybe your sister will be able to find a mother's group where she can exchange
baby clothes with others.（ベビー服を他の人と交換できるお母さんグループを見つけられるだろ
う）。４が正解。

<Part 3> スマホを持たない旅行を企画している会社に、話し手がどう感じているか？がポイン
ト。
Question No.1 he founded a travel company to help people turn off their phones and appreciate the
sights and sounds around them.（スマホを切って現地の景色や音を楽しむ手助けをするために旅
行会社を設立）４が正解。
Question No.2 I think next time I travel I can do this myself in a different way.→ I'll just leave my
smartphone in the hotel safe and not check it all day.（ホテルの金庫にスマホを入れて１日中チェ
ックしない）１が正解。
Question No.3 《難》Basically, his customers are willing to pay to make sure they don't check their
phones.（スマホを使わないようにするためならお金を払う意思がある）/ his tours are selling out

（ツアー完売） 顧客のニーズに合っている。→４が正解。
<Part 4> スケートボードの誕生と発展の歴史についての文章。

※該当箇所を１回目であたりをつけて２回目で確認する。

筆 記

３ 《難》長文問題 ＜語彙力＞がないと読めない！
． ． ．

問１ 《難》（ア）「共通する一つの不満は今の生活は自分本来の姿とは違っている」から１の

different fromが正解。（カ）人生を好転させるという作業はあまりにも難しいと思えるかもし
れない→「あまりにもがっかりで、自分の知ることへ逃げ込む」から２の discouragingが正解。
★このような「未知語推測」の問題はセンター試験でも出題される。下線部の前後をチェックだ！必ず意味を

特定するヒントが見つかる。

問２ （イ）指示語の内容は直前を見るのが鉄則。「大人から押しつけられた価値観や信念が今

でも自分を突き動かしていること」how the values and beliefs of those adults back then are still
driving us today
問３ 下線部の直後に（コロン以下）、その具体例が挙がっている。(1)学校の成績が良かった時に
親が愛情を示した。(2)よい振る舞いができたときに親が愛情を示した。(3)スポーツで好結果を取
った時に親が愛情を示した。この３つの例のどれか一つを書く。

問４ （エ）「自分がやりたいことよりむしろすべきと感じることが人生の目標だ」→「要求に

応えられなかった時に罪悪感や恥ずかしさを感じる」demandが入る。
問５ 《難》「人生に抱いている目標が自分が決めたものなのか、あるいは両親や世話をしてく

れる人のものなのかを本人に理解させる心理療法」

問６ 《難》「少しずつ行うこと」(do it in small steps)と「自分により正直に生きる」(practice being
truer to yourself)を盛り込むとよい。(例）we practice being truer to ourselves in small steps
問７ For such people there may be feelings of discontent and distress, despite obtaining what may
look like incredible success to an outside observer. ２「他の人たちが成功だと思うことを手に入れ
ても不満だと感じる人もいるかもしれない」がその言い換え。

４ 和訳問題 正確に文構造を理解する力 ※次のポイントが読めているか？

（ア）Suddenly I'm afraid he'll ① recognize me, ※①②③の並列を見抜く
急に 心配だ 彼が私のことに気がつく

② take pity on the girl waiting for the cafe to open so keenly
女の子を哀れに思う カフェが開くのをひらすら待っている

and ③ let me in early
早く私を中に入れてくれる

※この問題は少女がどんな状況下でこのお店の前に立っているかを理解するのが《難》
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［分詞構文：付帯状況］

（イ） Stamping my feet, I wish I'd brought a warmer jacket with me ［仮定法過去完了］
足を踏みならして ～ならよかったのに もっと暖かい上着を持って来たら

but I left home in a bit of a hurry
家を出た ちょっと急いで

１ 《やや難》要約問題
※要約は読解問題の最高峰だ！注目すべきは各段落の最初と最後！

【第１段落】 世界中のマッコウクジラの遺伝子の多様性は極めて少ない。

【第２段落】 氷河期に大量に減少（ＤＮＡ分析の結果）。
【第３段落】 氷河期を乗り越えた群れが生き延びた。

《解答例》 マッコウクジラは世界中にいるので、遺伝子は多種多様になるはずだが、実際には多様性
は低い。ＤＮＡ分析によれば、氷河期に大量に死んだので、太平洋で生き延びた単一種の子孫が、世界
中の海に広がった。

６ 文法・語法問題 「知識」を問う問題 とにかく覚えよ！

Ａ 語法問題 知らなければ解けない。「質」より「量」がモノを言う。センターの過去問で
（「きりはらの森」の八幡『TREND17』のアプリが有効だ。ダウンロードして演習せよ！）。
問１ 「代替のエネルギー源」の意味が分かれば alternativeが選べる。
問２ 《難》「チケット代のための十分なお金を持っていなかったが、友人がその差額を補っても

いいと言ってくれた」make up the differenceは「差額を埋める」。be willing to V 「Ｖしてもよい」
問３ 《難》「ほとんどの人同様に、私も地球温暖化に興味を持っている」の意味が分かるか？ no
less...than～（同様に）を使うことが分かる。Û no more...than～
問４ 「飛行機が完全に停まるまで座ったままでいるべきだ」remain（～のままでいる）。
問５ 「ちょうど店を出ようとしていた」be about to V(まさに Vしようとする）。
問６ 「夏の電気の国内需要」demand for～（～の需要）。

Ｂ 誤文訂正問題
問１ 《難》「退屈な人」は boring person １が誤り。「退屈させるような」は boring。
問２ 前置詞の後は目的格だから you and him。２が誤り。
問３《頻出》「日本を訪れる外国人の数」なので the number of～でなくてはいけない。a number of
～（たくさんの～）と混同しがち。２が誤り。
問４ 《超難》「このように山の上に立っているので、山小屋は息もつかせぬ絶景を臨める」の意味。

Because it stands as it stands on a hillを分詞構文にする。Standing as it stands on a hillとなる。standは
すでに出ているので、２回目は代動詞を使って does。これは難しい。２が誤り。

７ 英作文問題 上位と下位で差がつく問題
Ａ 語句整序問題 ※下記の８つのセットが組めるかどうか ＋ 熟語 が基本

問１ 「TVの音を小さくしてもらえませんか」はWould you please turn down TV? 「私が電話
でしゃべっている間は」while I'm talking on the phone

turn down TV while I'm talking on
問２ 「その過酷な競争に勝った人は誰でも」Whoever wins the demanding race 「賞金がもらえ
るだろう」は will receive a prize of $5,000 （多くを要求する）

Whoever winds the demanding race will receive
問３ 《難》｢聞こえる全ての音は」all that is heard 「風の音だ」is the sound of the wind

stamp: put your foot down onto the ground
loudly and with a lot of force [LDOCE]

all that is heard is the sound →風の音しか聞こえない

問４ may well V（Vするのももっともだ）という熟語。「彼に怒っている」be angry with him
so you may well be angry with

問５ 「３つ以上買いなさい」Buy three or more「そうすればそれぞれに１ドル節約する」and you'll
save one dollar each 命令文＋ and～「…せよ。そうすれば～」

three or more and you'll save one dollar on

■語句整序問題の着眼点８つ ＋これに熟語の知識 ※最後に意味の確認も！（検算）

①「主格代名詞・名詞＋Ｖ」のセット （例：He suggestsなど）. 動詞を決めてから主語へ

②「所有格(one's)＋名 詞」のセット （例：his bookなど）

③「冠詞(the/a/an)＋名詞」のセット （例：the book/a book/ an orangeなど）

④「前置詞＋（代）名詞」のセット （例：on the deskなど） ※前置詞の後には名詞が来る

⑤「前置詞＋動名詞(V-ing)」のセット （例：on goingなど）
※前置詞の後には名詞が来る。動詞を続けるには-ing（動名詞）にして名詞化

⑥「助動詞＋動詞の原形」のセット （例：must go, can playなど）

⑦「to＋動詞の原形」のセット（不定詞） （例：to goなど） ※前置詞の toと区別

⑧「接続詞／関係詞／疑問詞 Ｓ＋Ｖ」のセット （例：while S+V where S+Vなど）

鉄則 小さくつないで大きくまとめる！⇒ 検算
．．． ．．．

「この文は何を言おうとしているのか？」が重要！

Ｂ 和文英訳問題 簡単な英語でいかに処理するか？ KISSの法則(Keep It Short & Simple)
※注意すべきは先生に宛てた感想なので、相手の先生はyouとなることに注意。

（ア）『和文和訳』の問題。í「英語が苦手だ」は am poor at English/ am not good at Englishí
「ついていけるか」keep up (with the classmates)が難しい。 í「心配だった」I was afraidí「と
ても分かりやすい」be very easy to understandí「楽しかった」a lot of funí「９０分があっと
いう間に感じた」I felt the ninety minutes passed very quickly
（例）I'm poor at English and I was afraid whether I could keep up with the
classmates, but I found your lesson was very easy to understand and a lot of fun.
I felt the ninety minutes passed very quickly.
（イ）《難》í「目のつけ所」が難しい。「何を探すか」と読み換えて what to look forí「コツ」the
skills I need（必要な技術）í「先生の授業を取りたい」I would like to take his lessoní「ぜひ」really
（例）I feel I understood what to look for and the skills I need when I read English.
I would really like to take your class again next time.

Ｃ 自由英作文問題 ポイントを押さえた英文で 差がつく問題！
次の２点を盛り込んで英文を作成すること。

（１）服装・仕事の仕方の違い…【１０年前】スーツで正装し自分の机で仕事⇒【現在】カジ

ュアルな服装でテーブルを囲み仕事

（２）会社が大切にしていること…リラックスした中で社員間のコミュニケーション・協力を重要視


