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★力のつかない・伸びない人の共通点は｢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）のだ。

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 → ２分以内で片づける！

A 発音問題 ※今回出題された１２語の発音問題のうち、八幡の最新「対策本」のリストに載っ

ているのが９語！ ９／１２＝予想的中率７５％！ 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７語ある。｢過去出題語」リストからは６／１２語（５０％）が出題(airon, police, approach,
broad , breathe, smooth)。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。対策本の頻出発音を押さえて。「過去出題語」リストを完全に読め
るように。

問１ iの問題。child, file, ironは[ai]「アイ」、④ policeだけが[i:]「イー」の発音。
問２ 《頻出》oaの問題。approach, boat, goalは全て[ou]、③ broadだけが[¤:]。「oaは９９．９％オ
ウと発音する。例外は abroadと broad」と覚えておけば楽勝問題。
問３ 《やや難》 thの問題。breathe, smooth, worthyは全て[δ]と濁った音、② pathだけが[·]と澄んだ
音。「スリッパ」と「ナス」の出題。全統マークは昨年もこの thの発音を出題している。

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、全ての１２語が「対策本」のリストに載っている単語であった。１６
／１６＝予想的中率１００％！やはり出る単語は決まっている！ そのうち１５語が★印のついた頻出重要語。｢過

去出題語」リストからは１２／１６語（７５％）の出題(advice, control, occur, pattern, concentrate, manager,
politics, recognize, satisfy, volunteer, comfortable, particular)。基本的ルールの理解と頻出語の確認がカギ！
チェルシー先生の CD で「頻出語リスト」をひたすら音読せよ！エドワード先生の音声を使って「過去出題
語」リストを完全に読めるように。｢お色直し｣には要注意！

問１ advice, control, occurは全て第２音節が強い。④ patternだけは第１音節が強い。日本語につられて「ア
ドバイス」「コントロール」「パターン」とカタカナ語読みしてはならない。

問２ concentrate, manager, politicsは全て第１音節が強い。② familiarだけは第２音節が強い。「エイトの法則」（-ate
で終わる語は２つ前が強い）より concentrateは明らか。「マネージャー」とカタカナ語読みは×。
問３ recognize, satisfy, universeは全て第１音節が強い。④ volunteerは第３音節が強い。「双子の法則」（-ee,
-ooはそこが強い）より volunteerは明らか。「ボランティア」とカタカナ語読みしてはダメ！
問４ 《やや難》development, particular, thermometerはすべてが第２音節が強い。① comfortableだ
けが第１音節が強い。「見て見てルール」（-meter で終わる語はその前が強い）より thermometer は明ら
か。「サーモメーター」とカタカナ語読みは×。cf. barometer, diameterただし centimeterは例外。
★《対策》 police, approach, boat, goal, smooth, advice, control, pattern, manager, volunteer, thermo-

meterは日常的な「カタカナ語｣の出題！！近年減少傾向だったが最近復活の兆しアリ。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！成績上位の生徒もかなり落としている分野ダ。「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！❤❤❤

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（知識を問う→単語力にも波及）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『TREND
17』のアプリをダウンロードして（無料）、１９９０～２０１６年の本試・追試を全問題クイズ感覚で仕上げろ！！演習

した数がきわめて重要。「量」をこなす！このＡを磨くことがＢ、Ｃの対策につながるのだ。《重要》

問１ 《やや難》「その仕事の必要条件の一つが正確さです」be 動詞の④ is が正解。
問２ 《頻出》「昨日片づけておくべきだったのに」過去のことだから④ should have
beenが正解。「助動詞＋have V-ed」は超頻出。
問３ 仮定法過去完了の基本。「あの時ここにあなたがいることを知っていたら、すぐにやって来ただろうに」

② had knownが正解。
問４ 《やや難》「本に書いてある（←言っている）」という意味で③ saysが正解。単純に考える。
問５ 「宿題が終わったならば帰宅してもよろしい」の意味。ifで書き換えられるのが②as long as。
問６ 《やや難》「貧困ライン以下で生活している」→「月の支払いにも困っている」と続く。③ below
（～の下に）が正解。

問７ 《難》people ( ) (I thought) might give ma a job 先行詞は peopleで主格の関係代名詞 who
が入る。I thoughtという挿入句が見抜けるか？
問８ a week agoとあるから過去形のwentが正解。「３週間で」は in three weeks
問９ 「あまりにも複雑で普通の人には理解できない」の意味が分かれば、too...to V 構文と、意味上
の主語を表す forはすぐ分かるだろう。
問１０《難》「エンジンの修理の話となると、彼は誰にもひけをとらない」の意味。When it comes to V-ing
（～の段になると）と be second to none（誰にもひけをとらない）の二つの熟語の知識を問う。

Ｂ 語句整序問題 １問１分で！まず英文の意味を類推せよ！大きな差がつく問題！
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２。あまり深入りして時間をロスしないよ

うに注意。「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。１００題くらい解

いて見るとなれてくる・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！

（８つのセット＋熟語の知識）

問１ 「ここの食べ物に慣れる必要がある。さもないとあなたは腹をすかすことになるよ」get used to V
（Ｖすることに慣れる） or else（さもなければ）

get used to the food here or else you ［正解］

問２ 《難》「どのくらい待たなければいけないと思う？」 How long will we have to wait?に do you think
が挿入された形。we willと肯定文の語順に戻すこと。

how long do you think we will ［正解］

問３ 「私がしたい全てのことはシャワーを浴びて寝ることだ」 cf. All you have to do is (to)V
I want to do is take a shower ［正解］

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 「私が選ぶとしたらネットの推薦に基づいたものにしかならないだろう」という意味が分かれば
簡単。 (B)→(A)→(A)
問２ 《難》「月曜日の授業前には、彼女は機嫌のよかったことは絶対にない」の意味が分かるかどう
か。文脈をしっかり読みたい。(B)→(B)→(B)
問３ 「彼（＝上司）のような人間はつきあっていくのが難しいことがある」 (A)→(B)→(A)

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 《易》 「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。過去問をやるのが一番の対策。

問１ 「家庭での水の節約法」がテーマ。③だけがもっと水を飲めと正反対なので、これを除去すると①シ

ャワー→②蛇口→④食器洗い機、で水の節約をするというテーマでつながる。

問２ 「歌う浜辺」（歩くと音が鳴る砂浜）がテーマ。②だけが「町の歴史」を述べている。後は全て浜辺の描写。

問３ 「心臓の機能」がテーマ。③だけは肺の話。

※今回の出題は３つとも明らかにテーマを外れているものが見え見えで簡単すぎる出題。

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（「ソーシャルメディアの社会的影響について討論している学生たちの
やりとりの一部）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！「私の意見を言います」にあた
る部分を意識。
３０ In my opinion, social media is great for strengthening personal relationships.（人間関係を強化するた
めに素晴らしい）と述べて具体例を挙げている。④「人々をつなぐのに有効だ」が正解。」

３１ Shirley :...but I don't think its effect on society has been good./ Brian: I agree with Shirley. ２人に共
通するのは③「否定的な」影響。 ★複数の人物の発言の共通点を聞くのが最近の傾向。

３２ James:人間関係にプラス Shirley:実生活を反映していない Brian:強迫観念
Mark:偏りが発生 Wendy:許容困難 したがって④「我々の意見や

行動」に影響するが正解。 ★全員に共通する事柄を聞くのが新傾向。

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 Reducing the number of cars on the road would not only ease traffic congestion but also cut down on
pollution.（交通渋滞の解消だけでなく） 選択肢の④はその正反対。これが×。

問２ 要素を決める問題の該当箇所は「中盤以降」が原則。第３段落が該当する。even fewer Americans
have been walking to work⇒（C)が徒歩。more Americans have started riding their bicycles, although
considerably fewer bike to work than walk⇒（D)が自転車。more people are working from home thanks to the
convenience of the Internet⇒（B)が自宅勤務。the use of public transportation has not increased so remarkably
⇒（A)が公共交通機関。
問３ 《難》Americans seem to love their cars and with an average of 1.1 cars for every American adult, it's no
wonder as of 2018 around 77% of them drive their car to and from work.と述べ、公共交通機関の問題を指
摘している。★このように全体の要旨を聞くのが最近の傾向

問４ the average commute time in the US is 27 minutes→ the average commutes there is ten minutes longer
より日本の平均通勤時間は３７分と分かる。③が正解。

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 太字の部分を追いかけると、書いてないのは②「全ての町の地元の食べ物」。
問２ 条件は（１）９月・１０月 （２）最小人数 の２つ。表よりこれに該当するのは③「ペルー」
問３ One month before your departure date, you must provide us with a doctor's letter certifying that you
have received these vaccines, otherwise you will not be permitted to join the tour.したがって③ が正解。
問４ 《やや難》インドは１人＄５００。ただし、表の上の太字に７月１日までに予約すると１０％引
きとあるので、＄４５０。父・母と３人で行くには４５０×３＝＄１３５０となる。③が正解。★この

ように計算問題では、但し書きに落とし穴が設けてあることが多いので見落とさな
いこと。

第５問 物語文読解 《易》 ★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。
問１ "Aunt Sandy was a champion skier. She'll teach me."/ And best of all, Aunt Sandy would take them skiing! ス
キーを教えてもらうことを楽しみにしていたのだ。そのことを述べたのが②「おばからスキーを習う」。
問２ アパートの外で氷に転んでギブスをしていた。２・３週間で治るから、と言っている。でも自分
たちは２・３日しかいないのに、と思っている。そのことを述べたのが②「ケガが完治する」。
問３ Aunt Sandy couldn't take them to the ski slopes because she wasn't supposed to get her cast wet. Marnie's
mother looked happy; she didn't like the cold or the outdoors. ①「サンディおばさんはスキーに連れ出すこ
とができなかった」から。寒さや自然が好きでない母は嬉しそうにしていたのだ。
問４ "You don't fool me," she said. "You're disappointed about not going skiing, aren't you? I'm so sorry,
Marnie. But we can still go to the mountains." ④「スキーに行くことができなくて落ち込んでいた」
問５ Aunt Sandy said, "Marnie, I think you're a girl after my own heart. Why don't you come here for another
trip in February when my foot is better? Someone who loves the mountains as much as you do is going to be a
natural at skiing! Your mom say you have a school break then. I haven't bought your Christmas present yet.
How about I buy your ticket out here?" おばさんが２月にもう一度来なさいと約束してくれたから嬉しか
ったのだ。①「サンディおばさんがスキーをする機会を与えると約束してくれた」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問は第５問と違い、指定された段落内部を全体検索する。「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 It's easy to name your favorite song and it can be difficult to forget a melody. →何日も earworm（耳の虫？）に
悩まされた経験をお持ちだろう、とある。②「長い間頭に残る歌」が正解。
問２ Hearing music that we enjoy causes the release of dopamine, a chemical in the brain that helps people
experience pleasure./ Dopamine is also released when eating food or playing video games./ One study found that
dopamine levels were nine percent higher when people listened to music they enjoyed.そのことを述べたのが
③「そのレベルは楽しい音楽を聴いている人々により高い」。
問３ Similarly, when the same subjects heard sad music, they often saw sad faces instead of neutral
expressions.そのことを述べた②が正解。
問４ People are listening to music before, during, and after surgery to ease anxiety and discomfort. ②が正解。
問５ 第１段落―音楽の永続的影響 第２段落―気分に影響 ３段落―精神作用に影響 第４段落―世界観

に影響 第５段落―身体活動に影響 第６段落―医療に影響 ならば③「音楽が脳や身体に影響」が主題。

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。各段落の第一文で明らか。

(1) 序 論

(2) ③音楽が気分や創造的思考に影響 ←Music can have a significant impact on one's mood.
(3) ①音楽が精神能力に影響 ← musical training improves reading and math skills
(4) ②音楽が他人の認識に影響 ←Music can change the way we see the world, too.
(5) ④音楽が身体の健康を改善させる理由 ←Music can even affect how we exercise.
(6) 音楽の医療面での利益 ⇒★ここは事前に読んでおくこと

★決定版八幡の『２０１７年英語センター対策本』（８００円）はまだ在庫があります。希望者は英語研究室八幡まで。


