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★今までの総決算の本番並みの模試。しかしかなり《難》。｢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：１２３．３０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８語！８／１２＝予想的中率６７％！ 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１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。八幡の「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

問１ 母音owの問題。crow（カラス）, owner, sorrowは「オウ」、② crowdだけが「アウ」の発音です。
問２ 母音oの問題。composer, explosion, wholeは「オウ」、① approvalだけは「ウー」と発音。
問３ 子音scの問題。[sk]と[¸]の区別 description, scold, sculpture（彫刻）は「スク」、① conscience（良
心）だけは「シュ」。

B アクセント問題 ここでうんと差がつく！対策を怠るな！！
今回出題された１６個の単語中、８語が「対策本」のリストに載っている単語であった。８／１６＝予想的
中率５０％。 そのうち５語が★印のついた頻出重要語。最近の模試は頻出語を外して出題してくるナ。しか

しやはり基本的ルールの理解と頻出語の確認はカギ！八幡の「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 準備をしっかりとしない人は点を取れない！

問１ drastic, forecast, statusは全て第１音節が強い。③ offend（害する）だけは第２音節が強い。
問２ 《難》encounter, instructive, insuranceは全て第２音節が強い。④ preferenceだけは第１音節が強い。「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 instructive 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つながる！

問３ consequence, enemy, recognizeは全て第１音節が強い。④sufficientだけが第２音節が強い。｢愛の法則」より。
問４ constitution, entertainment, influentialはすべてが第３音節が強い。④ valuableだけが第１音節が
強い。｢三味線語の法則｣（-tion, -sion, -cianは１つ前が強い）から constitutionは分かる。「愛の法則」（-i○○は１
つ前が強い）から influential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！ owner, statusは｢カタカナ語｣の出題（今回は少なかったが近年復活傾向）。注意せよ！重要

●センター試験過去問から、今回は次の6語が出題になっている！：crowd（2008 追、2017 追）
consequence(2015本） recognize(2007本、2016追） sufficient(2015本） entertainment(2014追）

influential(2013 追） ⇒「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（１９９０～２０１８年）」（カラー版）をエドワード先生のMP3音声をスマホ等に

❤❤❤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。今回はほとんど語彙の問

題。演習量がモノを言う世界。今回のように第２問 A,B,Cが《難》だと高得点を出すのは困難。
問１ in short「要するに」熟語の問題。楽勝問題。=to sum up
問２ 《難》at all costs「どんなことをしてでも、どんな犠牲を払ってでも」熟語の問題。

問３ 《難》not necessarily「必ずしも～とは限らない」= not always NOT＋１００％を表す単語＝部分否定
問４ 《難》 deal in～｢（商品を）取り扱う、売買する」という熟語。 cf. deal with～（～を扱う）
問５ 他動詞 hold「（会・式を）開催する」hold a meeting
問６ 《やや難》「ジャックがメアリーに動揺するようなことを言った時、彼女は返事をしなかった。
その代わりに、向き直って部屋を出て行った」の意味が分かるかどうか。Instead（代わりに）が正解。
問７ 《超難》「重大な医療ミスを犯したので医療行為を続けることを諦めた」の意味。practiceは「（医
者･弁護士の）仕事」の意味。これは難しい。=medical practice cf. legal practice
問８《難》「酔っ払い運転手によって引き起こされたひどい事故」の意味。「酔っ払った」の意味の drunken、
「引き起こされた」で過去分詞の caused（後置修飾）が入る。cf. drunk(en) driving（酔っ払い運転）
問９ 「～してから○○年になる」という基本表現。It has been ten years since S+V。これは簡単。
問１０《難》「君が先週したようにここで私を待たせないでくれ」の意味。「待たせる」は keep me waiting
「～ように」の接続詞は as（「ととのつよしだ」を思い出せ！）

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（昨年もそうだっった）。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。まずは「文脈」からどんな意味になるかを判別することから。

【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》「２年前の２倍の数の本を持っている」という意味が分かるかどうか？ twice the number of
～）が難しい。 twice the number of books he had ※倍数＋ the number of～を暗記。
問２ 《難》「２週間以上京都にいた間に」 while (I was) in Kyoto for more than two weeks, の省略に
気づくかどうか。 while in Kyoto for more than two
問３ 《超難》「私たちがさよならを言うためのスピーチ」意味上の主語が for us（私たちが）、そのス
ピーチで(with the speech)さよならを言うのだから最後に withが来る。これはまず無理。駿台らしい出題。

for us to say goodbye with

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 「お笑いについての本は数がないし、ましてや英語で書かれたものはほとんどない」の意味。

問２ 「もし私が肯定的なコメントをすれば、カフェはずっと混み合うことだろう。それは私の望む所ではない」

問３ 《難》｢これは鈍行列車だ。だから次の駅で特急列車に乗り換えて下さい」意味が分かるかどうか？

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 「海外におけるフィリピンの労働者」がテーマ。②だけが「海外旅行と贈り物」の話でとテーマと無関係。

問２ 「サファリで野生動物を見るのは必ずしも簡単ではない」がテーマ。③だけが「快適な服装」の話で関係ない。

問３ 「ベン・ルコンテの太平洋横断計画」がテーマ。①だけは「ホオジロザメで太平洋は危険だ」と
ルコンテの計画とは全く関係ない話。他は全てルコンテが横断のために実行する内容が書かれている。

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（「高齢者がどのようにすれば満たされた生活を送ることができるかに



関する先生と生徒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！

司会者の発言は無視しても大丈夫！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 They can help to lower stress and make a person feel good. ペットで癒やされる、が主張。①「毎日
よりリラックスするために」が正解。これは簡単。

３１ Michael: People can get together and do simple workouts like walking to be fit.（ウォ
ーキングを推奨） Grace: I researched about how good swimming is for the elderly.（水泳
を推奨）それを意味する①「活動的なライフ・スタイル」が正解。

３２ 《難》Kyle: I believe a pet like a fish or a cat can also open chances to share stories with others by
giving them a common subject to talk about. Michael: People can get together and do simple workouts like
walking to be fit Grace: There are public swimming pools that offer swimming aerobics classes run by
professional only for the elderly, so they would feel comfortable surrounded by people of their own age. Jill:
The people working there would feel part of a team and be allowed to share their experience and knowledge
with others. Victoria: Some doctors say being around children can make an elder person feel refreshed. 全員
に共通しているのは社会の一員でいることの重要性。そのことを述べた②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 面倒くさいが１人ずつ吟味するしかない。

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 The companies making these products and services collect data to then change, continue or create tasks or improve
their technology to match what customers and other businesses want.要するにカスタマイズしてくれるということ。③が正解。
問２ 《難》 Manufacturing, transportation and logistics, and utilities are the three industries with the greatest
predicted increase in spending.から（A)が transportation & logistics（物流）と決まる。Two sectors aiming
toward individuals are retail and insurance. They spent just two billion dollars in 2015. And the latter, which
sits at the lowest end of the chart, is ...から（C)が Retail （D)が Insuranceと決まる。A sector which is
responsible for the wellbeing of citizens will triple its pending over five years on connected devices.で（B)が
Healthcare。ちょっと面倒くさいな。 ★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 Transportation and logistics have been and will continue to deal with deliveries as the high demand for
goods bought on online increases. 成長が見込まれるのは④の Transportation and logistics。
問４ 最終段落 Therefore, those who provide technology and services can understand better how to encourage
customers to spend their money. This will be examined more in the next paragraph.④がそのことを述べた選択肢。

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 広告のタイトルの"Jen's Reviews Review #23: Winter Coats"と Every winter, I love testing new women's
coats! Today, I'm reviewing coats by Yukon X, Zero, and Tangent.から三社のコートの比較をしていると分かる。
①「人々が買うかもれしれない商品の比較をする」が正解。
問２ 条件は「軽い」「フード付き」「運動用」これを全て満たすコートは、The Tangent Shark is a hooded
rain jacket that's great for running or biking. It's just 250 grams, so it fits easily into a backpack. ④が正解。
問３ 条件はスタイリッシュなコート、４００ドルまで、Jen のオススメ。表より４００ドル以下は
Yukon X Sleek, Yukon X City, Tangentの３つ。fashionable/ It's my new favorite coat, so I gave it 9/10
stars!から The Yukon X Cityと分かる。表を見て③「０℃」が耐寒温度と分かる。
問４ 「長い」「マイナス１０℃」「娘と２人分」が条件。表より The Yukon X Sleek＄４００と分かる。
２人分で＄８００。ただし最後の注記より「１０％割引」とあるから８００－８０＝＄７２０。★計算
問題は必ず出題され、このように（注記）の部分に落とし穴が設けてあることが多いので注意！重要

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"imagined"。"One day" he often thought, "I'll go to a university with beautiful libraries, gardens,
and other places to sit and think."/ Although he was sad to leave his family, he spent much of the summer imagining
himself in the library and historic buildings on the university's website.①「一人で読書したり考え事をしたり」が正解。
問２ キーワードは"the main university library" Evan tried the main university library, but it was often
crowded, and he had trouble finding a seat. ③「他の多くの学生もそれを使おうとした」が正解。

問３ 《難》キーワードは"two hours of studying in the gerontology building" For the first hour, he was
in heaven!/ But Evan also missed the activity in his dorm room. Although he'd always wanted a quiet room of
his own, he'd leaned to work well with background noise and people nearby. After another hours, Evan felt
restless.いつもの騒々しさが恋しくなり落ち着かなくなったのだ。④「よりうるさい場所に慣れていた
ので不安になった」が正解。選択肢の uneasyと本文の restlessは言い換え。
問４ He was talking to Riku, who told him that he'd always wanted to leave his home country for school. "But now that I'm
abroad," Riku said, "I miss my old life at home.いつも家を出たかったけど海外に来てみると家の生活が懐かしいとい
うのがリクの発言内容。それを"I know exactly what you mean"と、よく分かると肯定している。それを言い換えた
選択肢が④「物事はよりよく見えるものだ」。｢隣の芝は青く見える」(《諺》The grass is always greener on the other side
of the fence)ということ。 ★語義推測問題は下線の前後に必ずヒントあり！重要

問５ 《難》憧れて入学した大学･寮は混雑してうるさかった。ついに見つけた静かな

図書館なのに、以前の騒々しい環境が懐かしくなったり、やはりここも良いと思った

りしている。それを述べた選択肢が④「場所に対する評価は成長したり変わったりもする」。

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 下線部の後に since they last for years（何年も長続きするので）とあるので、④「長い間役に立つ」がその意
味。 ★下線部の前後にヒントあり！

問２ However, people often stay excited about music festivals, trips to foreign countries, or even dinners or
parties with good friends. All of these experiences create happy memories for people. 楽しい経験が思い出に
なると述べている。選択肢の中で楽しい「経験」は②「お気に入りバンドのコンサート」のみ。他は全部｢物｣。

問３ Today, people are buying less stuff.それを述べたのが③「国民が物を買わなくなっている」。
問４ Because of social media, people today can share their experiences more easily. ② が正解。これは簡単。
問５ 《難》最終段落に Depending on your stage in life, you may want more things or experiences./ Our
buying choices are therefore very personal, so the most important thing is that they make people happy.とある
ことから、①「物も経験も両方ともあなたを幸せにしてくれる」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。ほぼ第一文を見れば要旨は明らか。重要

(1) 導入
(2) 品物を買う利点と欠点 ←There are many good reasons why people prefer things
(3) 経験の恩恵 ← memorable differences can sometimes be better

(4) 物を買うことの選択肢に変化がある国 ← there are many differences from consumer societies

(5) 経験への今日の関心の高まり ← more people today like experiences
(6) 結論

★今年の本番リスニング平均点：31．42点 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

《リスニング試験》 《難》は⇒ 第１問 問2 第２問 問8 問10 問11 第３問A 問14 問15

問16 第３問B 問17 問18 問19 第４問A 問22 第４問B 問24 ★今回は極めて《難》の出題


