
（編）八幡成人
★駿台は「知識問題」がやはり難しい。上位層を峻別するための出題。時間を意識しながら過去問演習をせよ(スト
ップウオッチを利用）。勝負は冬休み。「団体戦」で臨めるかどうか、がカギ。｢やりっ放し｣にしないのはいつも言っ
ている通り。自己採点の精度を上げないととんでもないことになるゾ！♠♠♠

●筆 記
▲来年は大きな変更はないハズ

第１問 発音・アクセント問題は「出る単語は決まっている！」
「頻出語リスト」を完璧にマスター！満点（14点）を狙う箇所だ！
｢お色直し」にも注意が必要！基本語が中心！！

Ａ 【発音】今回出題された１２語の発音問題のうち、センター対策本「発音頻出語リスト」に載っているのが

９語。的中率７５％！そのうち★印のついた重要語が３語。「狙われる単語は決まっている！」やれっ！
問１ ［子音］-sc- describe, scatter, scheme はすべて「スク」。③ scentだけが「ス」の発音。
問２ ［母音］-e- decent, previous, seniorは全て「イー」と発音。② preciousは「エ」。
問３ ［母音］-ea- jealous, treasure, weaponは全て「エ」と読んでいるのに対し、③ treatだけは「イ
ー」と発音している。

Ｂ 【アクセント】今回出題された１６語の単語中、５語が「アクセント頻出語リスト」

に載っている単語である。的中率 ３ １ ％！であった。そのうち★印が１語。駿台は例年このように頻
出語を外してくる。成績の差がつくのはこちらのＢ「アクセント」の方。CDで音読練習！
問１《２音節》compose, delay, intenseは第二音節を強く読む。③ femaleだけが第一音節を強く読む。
問２《難》《３音節》criticism, evident, novelistは第一音節を強く読む。③ Koreanだけが第二音節を強く読む。
問３ 《３音節》 consistent, illegal, impatientは第二音節を強く読む。④marvelousだけが第一音節を強く読む。
問４《難》《４音節》criterion（基準）, imperial（皇帝の）, minorityは第二音節を強く読む。④ territory
は第一音節を強く読む。４音節語は当然難しくなる。
●【知っておきたい楽チンアクセントルール】 「愛の法則」(-i ○○○は１つ前が強い）→ criterion 「渋い

から痛えの法則」（-sive, -ityは１つ前が強い）→minority 基本アクセントルールを押さえておこう！｢未

知語｣に応用できるゾ。『センター対策本』を参照のこと。

★本番では必ず出る「カタカナ語」！今回は出ていない。成績上位の人も取りこぼしが多い箇所だ。ちゃんと準備･対策
すれば満点取れるのに…。「頻出語リスト」に当たれ。『蛍雪時代』１２月号にもリストあり！
★ scatter（1993 追） scent（2010 追） delay（1992 追） illegal（2016 本） と４語が過去問から再出題されて
いる。本番でも過去問からの｢お色直し｣が予想されるので注意！重要 過去の本試･追試の第１問は全部解くべ
し！｢小事・細事が大事を作る」（野村克也）

第２問 《超難》知識を問う問題 ひたすら演習と暗記を繰り返せ！
～知っているか、知らないか？考えてもできない！

Ａ 文法・語法問題 第２問題が難しいのが駿台の特徴。復習せよ！ ★★ 文法 á 語彙・語法 へ変化傾

向だったが、最近は文法問題へ回帰傾向。今回の出題は逆行しており、ほとんどが「語彙」の問題！

スピーディにサクサクと片付けるためには、知識が全て。駿台はこのように知識問題が《難》。こん

な難しいものは本番では出ない！しかしここを落とすと高得点は望めない。

問１《難》go toward ～「～の代金の一部となる」（←～の方へ行く）という熟語。駿台らしい出題。
問２《超難》as such ～「厳密な意味での～ではない」。駿台らしい出題。肯定文では「そういうものとし

★今年度のセンター（筆記）本番平均点は１２３．３０点 （リスニング）３０．４２点

て」の意味。こちらはよく出てくる。
問３《難》have a light hand「手先が器用である」（←軽やかな手を持っている）という熟語。駿台ら
しい出題。
問４《難》keep early hours「早寝早起きをする」という熟語。普通は「早起きする」の意味だが。
問５ 《超難》be cut out to be～「～になることに向いて［適して］いる」という熟語。なぜそんな意
味になるか考えてみよう。否定文で使う。でもこんな難問できるわけがない。
問６「ピッチャーは３ヶ月連続で負けていた。しかしそれにもかかわらず、彼はついに昨夜のゲームで勝っ
た」nevertheless（それにもかかわらず）だけが逆接の副詞。
問７《難》in the course of time「そのうちに；やがて」という熟語。
問８ be senior to ～「～よりも役職が上だ」have no choice but to V「～するより他にない」
「スチーブは私より会社で上司だったので、彼の命令には従わざるを得なかった」という意味。
問９ 「二人とも学校の成績は優秀だったが、二人とも奨学金をもらえなかった」２人だから neither
（noneは３人以上）succeed in V-ing「～することに成功する」
問１０ 「もしあんなに早死にしなかったならば、間違いなく偉大な詩人になっていただろうに」の意
味。ifを使わずに書く｢倒置」の出題。if he had not died that young.→ had he not died that young thatは
「それほど」という副詞で先日も授業で出てきた。
★演習の「質」より「量」がモノを言うジャンル。たくさんこなせ！狙われやすい頻出分野あり！

●語整序はまぐれで合うことはない！（７２０通り）差がつく問題！練習あるのみ！
B 語整序問題 例年最低１問は難しいものが入れてあるのが通例だが、今回は問１・問２・問３全て難し
い。１問で２つのポイント（①②）を問う。それを見抜くことができるかどうかが決め手。
問１ 《難》「彼は誰にも教わる事なくその技術を身につけた」の意味が分かるかどうか？① learn those skills
という S+Vの完成 ② without being taught by anyoneに含まれる前置詞＋V-ingと「受け身」

＜正解＞ learned those skills without being taught by
問２《難》「試験の得点が上位５％の学生の中から選ばれる」の意味。
① among the students（学生の間） ② whose test scores（その人のテストの得点）

＜正解＞ among the students whose test scores
問３ 《やや難》「私を何歳だと思っているんだ？」の意味が分かるかどうか？① how old am I?という疑問
文の中に ② do you think（と思いますか）を埋め込む。am Iが肯定文の I amとなることに注意！

＜正解＞ how old do you think I
★「小さくつないで大きくまとめる」が鉄則！目の付け所は８つのセット！あとは熟語・構文力。「センター対策本」をよく読

め！１００題ぐらいやってみるとコツがつかめるよ。二カ所のマークでズレのないように！

C 応答文完成問題 ※苦手な人が多い。｢意味の流れ」を把握するのが一番のカギ！ヒントは前文

問１ 「燃えるゴミの日は水曜日に変わったから、明日出すのを忘れないで」という意味が分かるかど

うか。前文でゴミ出しの日が全て変更になったと言っていることに注意。
問２ ｢予想したよりも観客の数が多いことにとてもビックリしてしまった」の意味が分かったか？
問３《難》「いずれにしても大学で学んだことを活かせたらいいな」put ～ to good use「～を活かす」
という熟語の知識がないと難しい。これは《難》。本番でも１問難しいものが入る

知識問題はココまで â

第３問 段落を理詰めで読もう！語彙力･速読力が重要 読解問題
ã

Ａ 「仲間ハズレ」を見つける！ ★テーマはただ一つ！第１文･第２文に

． ． ．．．

与えられた英文のテーマは最初（第１文･第２文）に提示されることがほとんど。冒頭をチェック！

「仲間ハズレ」は(A)｢内容の破綻」か(B)「論理の破綻」のどちらかだ。今回はすべて｢内容の破綻」。
問１ 『新元号の制定』がテーマ。③だけが「江戸末期の元号」の話でズレている。

問２ 『遺伝学の進歩』がテーマ。②だけが「ノーベル賞の選考に批判的な人がいる」と関係ない。

問３《難》『健康的な食生活（特に野菜）』がテーマ。①だけが「サプリメント」の話でズレ
ている。

Ｂ 目の付け所は最初と最後 間に根拠が示される 発言の共通点にも注意！
★冒頭の司会者は内容的に大したことは言わないので無視してもOK！「帰国する交換留学生に対し

て何かできないかを相談している生徒たちのやりとり」が状況設定。この日本語部分が大きなヒントに！



３０ Now, what I've thought of is to have a surprise party just one day before his departure. This will
definitely be impressive and unforgettable. サプライズパーティを提案している。④「彼が我々にくれた素
敵な驚きのお返しをする」が正解。

３１ イヴァン：but I don't think a surprise party is practical. The time for the preparation is too short. If we
wanted to do it, we should have started planning much earlier. ウェンディ： it will be quite difficult for some
of those who want to join to keep the date free./ Even Masaya himself may already have an appointment. 二人
に共通した考えは「スケジュール」を考えるべきだ。④が正解。★このように、２人の共通した発言内

容を問うのは《新傾向》

３２ 《新傾向》アイリーンの｢サプライズパーティ」は時間不足で却下。イヴァンとウェンディのヒ

ップホップに関する記念品はアランが好みの問題を指摘して却下。全員に共通するのは、マサヤに喜ん

でもらいたいという気持ち。したがってラルフの提案は①の「お別れ会」と考えられる。★全員に共通

する主張の内容を問うのが最近の傾向 重要

第４問 「情報検索能力」を試す読解問題（間接・直接）
～あくまで主役は本文だ！英文をしっかり読み込んで情報処理！

Ａ 図表・グラフ ●最近《難化》傾向 頭がゴチャゴチャして時間もかかるゾ！本番でも難しいと予想せよ！
問１ That doesn't mean 1.4 billion people traveled abroad for their holidays, however, as many people took
more than one trip. 一人が何度も旅行しているので１４億人とはならない。④が間違い。
問２ Most tourists travel within their own region とあるので、②｢東アジア諸国を訪れた旅行者は大部分
がその地域内の他の国からやって来た」が正解。
問３ In terms of individual countries, France led the way, followed by Spain, the U.S. , China and Italy./ In
2017, Chinese tourists made 143million journeys abroad, followed by Germany(92 million), the US(87.8
million) and the UK(74.2 million) アメリカは３位だ。④が正解。
問４ At the same time, however, it is bringing about "over-tourism," which results in high prices and
overcrowding at popular destinations, and also threatens massive destruction of local environments and
communities.とあるので、④｢多くの地域において自然のバランスを壊している」が正解。
★グラフ特有の英語表現（例：増減・程度・比較・調査・目的・結果など）も押さえておこう！この問題を苦手とする人のほと
んどがここでつまづいている。 「センター対策本」を参照のこと。

Ｂ 広告読み取り「広告」が主役 探したいものを頭に入れてそれだけを素早く探そう！
問１ We are happy to announce our tenth annual summer music festival.から｢９年前に｣始まったことが分かる。
問２ 広告文から平日に開催されるのは②｢楽器に挑戦」だけ。

問３ 週末に参加できるのは、「オーケストラに参加しよう！」「赤ちゃんオペラ」「緑の音楽ハーモニ

ー」の３つ。「赤ちゃんオペラ｣の注記に「大人だけの参加は不可」とあるので、大学生が参加できるの

は③となる。 ※このように注記には注意する。

問４ 平日に参加できるのは｢赤ちゃんオペラ」か「楽器に挑戦！」だけ。｢楽器に挑戦！」は３歳以下
はお断りとあるので、｢赤ちゃんオペラ」だけ。母親＄１２＋父親＄１２＋双子の１歳の子ども＄４＋
＄４＝＄３２が正解。

★｢読解問題｣は、「原文典拠の法則」→｢同一内容異表現の法則」がポイント！

第５問 物語文読解問題 最後は必ず「いい話」
～「原文典拠の法則」で！ここに○○と書いてあるので×○

●まずは設問を先読みして「キーワード」を発見→その近くに解答のヒントが

問１ This teacher was strange./ She had a funny-looking set of teeth and her hair was always swirled back in
a bun./ We never noticed her great intelligence.より①「彼女は賢いが見た目が変わっている女性だった」
が正解。

問２ We were only 13 and 14 years old./ All of us went home confused. Who knows what they want to do at
13? （１３歳で将来何がしたいか分かるわけがない）正解は②。
問３ Then I remembered Virginia DeView and my interest at 13 in journalism. 行き詰まっていた時に当時
の宿題を思い出した。それを述べたのが④「中学校の先生が出した宿題を思い出した」。

問４ And she often made us angry because she was demanding./ some very resentful students decided to seek
revenge on Virginia DeView for the hard work she made us do. ｢復讐を企んだ」のだから、当然①｢怒った」
が正解。
問５ an incredible wave of memories hit me and I realized that if it had not been for Virginia DeView, I would not
be sitting at that desk. She'll probably never know that without her help, I would not have become a journalist. 先生
に自分の将来を決めるような大切なことを教わりながら、年取るまでそのことに気づかなかった自分が述べ
られている。③「助けてもらったことをありがたいと思うまでには何年もかかるかもしれない」が正解。

「読みながら、解きながら」 設問を先に読むのは常識 正解は「言い換え」

第６問 評論文 本文の該当箇所を発見するために語彙力が必要！
★「同一内容異表現の法則」で「言い換え」を探す！頼りは「キーワード」満点ゲット！

問１ they all have these two characteristics in common : they are understood by only a select group, and they
are meant to keep information from others. ③「隠語は特定の集団内でのみ情報を共有する手段だ」が正解。
問２ Codes have many uses, both amusing and important/ Children have always enjoyed creating their own
language to keep secrets. The most popular and well-known language is pig Latin 娯楽のための暗号がピッ

グラテンである。③「娯楽のために暗号を使用することを説明するため」が正解。

問３ 《難》 Because the Japanese were expert code solvers, the U.S. military needed an undecipherable code.
The Japanese never cracked the Navajo code. 日本軍が解読できなかったと言っているので②「理解できな
い」が正解。ただし、indecipherableというのが普通。
問４ 《難》As parents know that too many secrets can be dangerous, they're quickly learning the rules of
Webspeak to understand their teens' new language. ③「親はすぐにそれを読めるようになり、自分の子ど
もの秘密を知る」が正解。

★段落指示のある英文の中に必ず解答の根拠はある（原文典拠の法則）のだから、落ち着いて探して満点を狙え！

問５ 《難》隠語には種々の用途があり、娯楽・秘密保持・情報交換が目的、が本文の主旨。④「隠語は情

報を隠すためだけでなく、情報交換のためにも使える」が正解。

●各段落の「一行メモ」を！
問６ 《易》各段落の要点をまとめる。各段落の「最初」と「最後」に注目せよ！一段落読むごとに、
「一言メモ」を余白に書いておくとよい。できればその都度要約も埋めてしまいたい。

第１段落 序論

第２段落 メッセージを秘密にする方法

第３段落 秘密を守るための暗号の様々な使い方の提示

第４段落 戦争で軍隊が暗号を使った例

第５段落 ビジネスの世界での暗号使用

第６段落 新たな目的のための暗号開発

第７段落 結論

●リスニング 「読めないものは、聴こえない！」６割死守！
★まずは解答・解説の「スクリプト」を読んで「正解」が理解できるか?
を確認しよう 〈基本対策〉 ２回読みは変更ないハズ。

第１問題･第２問題をガッチリ取れることがリスニングの基本！

★第１問 問１ 問４ 第２問 問７ 第３問 問１６ 問１７ 問１９ 第４問 割と簡単

「読めない文は聞こえない！」 スクリプトを入念に読んで理解できるかどうか確認せよ！

これで分からなければいくら聞いても理解は無理。ではなぜ読んで理解できないか？「単語力」を磨

け！！！あとは「慣れ」あるのみ！❤❤❤

※小事・細事が大事を作る 平均点ではどこも行けない！
★２点で→９，５０４番の差 á ６点で→２８，６２１番の差 難関大は本番で９割必須！

一段落を読
んだら該当
設問を解き、
要約も埋め
てしまうの
が効率的！


