
(編）八幡成人
★１０月～１１月は模試ラッシュが始まって肉体的にも精神的にも辛い時期だが、ここを乗り切らない
と頂上は見えてこない。もう一歩踏み出せ！「人生は一歩一歩順を追って前進す」そのために「見直し」
は当然のこと。「「失敗」と書いて「成長」と読む」（野村克也） 今回はかなり難しいゾ！

１ リスニング 《難》スクリプトを読んで分からなければ聞き取れない！

大原則 「知らない単語は聞こえない」「読めない英語も聞こえない」

※放送中の次の部分が聞き取れたか？読まれた設問中のキーワードを頼りに「待ち受ける」「知らない単語

は聞こえない！」というリスニングの大原則。スクリプトをよく読め！難しい出題。

1. « 難 »それぞれ次の箇所に述べられている。(A)― Heavy rains had reduced the quality of the feed for
cows, causing them to produce less milk (B)― At this time, Norwegians were starting to eat more homemade
meals that were low in carbohydrates and rich in fat, so demand for butter had risen by about 30% (C)― Tine,
...and it had not adjusted its overseas sales to compensate for the lower-than-usual output. (D)だけが述べられ
ていない。

2. Tine, a group of about 9,000 collective farms and 15,000 farmers,...９，０００の農場。 (A)が正解。
3. A group of teenagers auctioned butter online to raise money for their high school graduation party. オンラ

インでバターを売ることで、高校の卒業パーティーの資金を集めた。(B)が正解。
4. And Danish airports started stocking the shelves of their duty-free stores with butter. 空港の免税店でバタ

ーを売り始めた。(B)が正解。
5. In 2011, Norway experienced an unusual crisis./ Norway finally reduced taxes on dairy product imports in

December, just in time for Christmas. の二カ所から２０１１年１２月。(B)が正解。

.放送が始まってからページを開く人が多いが、これではダメ！素早く事前に選択肢を読んでおくだけ

でずいぶんと理解度が異なる（「待ち受け」）。このことは、共通テスト・二次試験（例：東京大学）の

リスニングを問わず、大きなポイント。「基本のキ」を心がけよ！♠♠♠

◎「リスニング」の苦手な人の原因は三つ：
①語彙力不足 ②聞いた絶対量の不足 ③集中力不足

※この問題の音声は Kei-Netでもう一度聞くことができます。 https://www.kawai-juku.ac.jp/moshi/n/
会員登録（無料）して、再挑戦してみよう！

３ 文法・語法問題 基本をしっかりと！量をこなせ！

A 文法・語法問題 ※「きりはらの森」（桐原書店）でアプリ「TREND17」をダウンロードして演習！｢量｣

が物を言う世界。

１．《頻出》「副詞節では未来のことでも現在形」という副詞節ルールの問題。(ｲ)returns が正解。重要
２．「私が見た彫像」one は可算名詞 statueの代わり。(ｳ)the oneが正解。

３．regret to V「残念ながらお知らせします」（不定詞はこれからのことを表す） regret to inform
４．《難》「マリアと食事を食べている間に眠くなり始めた」(ｴ)while having dinner with Maria
５．《頻出》「想像できるありとあらゆるサービス」(ｲ)imaginable imaginative, imaginaryと区別せよ。
６．《難》「天気はこれ以上ハイキングにいいものはなかっただろう→最高だった」(ｱ)better が正解。
７．《頻出》「帽子を吹き飛ばされる」have + O + V-ed (ｲ)have her hat blown off 重要
８．「バナナを栽培する」(ｱ)grows

B 誤文訂正問題

１．「抗生物質は長年使われてきた」の意味だから have been usedと受け身でなければならない。
２．《難》ダッシュ（―）は wantの目的語 usと同格だから同じ目的格が来るはず。and meが正解。

４ 評論文問題 下線部の前後にヒント有り！
～前後をしっかり正確に読め！

問１ 直訳すると「世界中に見出しを作った」→(ｳ)大きな話題となった

後置修飾

研究 実行された コスタリカで 見つけた

問２ A study carried out in Costa Rica found that 【目的語は以下】
S V O
planting a single tree could boost the number of bird species from near zero to 80
木を植えることが 高める可能性がある 鳥の種の数を ほとんど０から８０まで

boost：増加する(=increase)
※これは正解したい問題 (remove→）(destroy→)

問３ « 難 » Although protecting young trees from removal or destruction
～だけれども 若い木を保護すること 伐採されたり破壊されたりすることから

during this precious time of growth is important,//
成長のこの貴重な時期の間に 強意 重要だ

主語→ safeguarding existing, mature forests is just as vital. just = really
存在している成長した森を守ることは 本当に同じくらい重要だ vital = important

問４ 原因 result in 結果 が注目ポイント。(4-1)→(4-2)→(4-3)で因果関係になるようにつなげる。
(ｲ)「森林伐採や化石燃料の燃焼」⇒(ｳ)「驚くほどの量の二酸化炭素が大気中に放出」⇒(ｱ)「さまざ
まな急激で元に戻れない気候変動」と因果関係を成立させる。

問５ « 難 » 「非在来種を植樹することの危険性は？」次の段落にその影響が書かれている。Though
fast-growing, the commonly used species drains water resources, increases soil erosion and actually
decreases the nutrient content of soil. 「水源を枯渇させ、土壌の浸食を加速させ、土壌の栄養分を減少
させる危険性」（３４字）とまとめる。使われている単語がめっちゃ難しいので《難》。

問６ その後に、非在来種にも役立っているとあるので、「意味がある」で(ｳ)make sense（意味を成す）

問７ « 難 » 「木が育てられている目的を考えなければならない」という意味にする。the purposes
for which the trees are grownという後置修飾。「前置詞＋関係詞」が難しい。

問８ 「気候危機には（silver bullet）はないけれども、植林は世界に（長期的に見て）大きな影響を与
える可能性がある」という文脈。silver bullet「問題解決の特効薬」→(ｱ)素早い治療法

【参考】silver bullet：銀で作られた弾丸で、西洋の信仰において狼男や悪魔などを撃退できるとされ、装飾を施
された護身用拳銃と共に製作される。尋常な手段だけでは厄介な対象を一撃で葬るもの、という比喩表現



５ 評論文問題《難》 語彙力を鍛えよ！！
～設問の前後をしっかり正確に読め！

問１ Energy level and fearfulness showed a smaller genetic contribution, ( about 50 percent, )
活力レベル 恐怖心 示した 遺伝子のより少ない影響 約５０％

付帯状況の分詞構文 ★「そしてその結果…」と訳すとよい

suggesting that differences in environment or training play an equally important role
示唆しながら 環境や訓練の違い 同様に重要な役割を果たす

in shaping those behaviors.
行動を形成する時に

問２《難》その後に suggesting that…とあるので…部分が正解。 breed behavioral diversity arises from
the complex interplay of many genes in addition to environmental differences「犬の行動の多様性が、環
境の違いに加えて多くの遺伝子の複雑な相互作用から生じること」（４０字）

問３《難》associated with～「～に関連した」 「重要だと考えられる遺伝子」と後置修飾。

（正解）with genes considered important for
S V O

問４《難》 Wayne agreed that the study marked an important development for understanding
ウェインは同意した 研究は理解のための重要な発展を示す

【目的語】how dogs take on certain temperaments, ※ take on「帯びる」
犬がどのようにある種の気質を帯びるのか

but he added, "dog owners shouldn't take it to mean 【that以下が目的語】
しかし付け加えた 犬の飼い主は意味すると受け取るべきではない

that their dog's personalities are totally innate and predetermined
犬の個性は完全に生まれながらにして決まっている ★単語が難しい！

理由

問５ because generations of domestication and breeding have simplified their genomes「何世代にもわ
たり家畜化と交配が繰り返されたので、遺伝情報が単純化されたため」（３７字）

問６ C-BARQ, a survey that asks owners to rank their pure-bred dog's propensity for certain behaviors
（C-BARQ とは特定の行動において純血種の犬がどのような傾向を示すのか、飼い主にそれをランク
付けしてもらう調査である）より(ｲ)が正解。(ｱ)は理由は記述無し、(ｳ)は発言者が異なる。環境だけ

でなく訓練も影響する。(ｴ)一個体として扱われるべきと言っている。

６ 英作文問題 簡単な英語で読み替える技術―「和文和訳」
． ． ． ．

A 語句整序問題 苦手とする人多し！差がつく！100題ほど練習するとコツが！
１．it occurred to me that～「～という考えが浮かんだ」 might as well V「～してもよい」の２つが
ポイント。

It occurred to me that I might
２．« 難 » leave +人+C（人をＣの状態にする） 「耐性が弱くなった」less able to tolerate これは難し

い。

have left us less able to tolerate

３．«難 » 「被験者が特定されないようにして」をどう表現するか？ in such a way that～「～のよう
な方法で」no subject is identified「被験者が特定されない」

in such a way that no subject is

B 和文英訳問題《難》 いかに簡単に読み替えるかがカギ 「KISSの法則」(Keep It Short & Simple)

１．「この大会」this race 「一流の」top-class / leading 「参加している」participate in～ 「かかわ

らず」→「～だけれども」though / although 「走りきった」complete the race
（例）Although leading runners participate in this race, only eighteen runners have completed
the race.

２．« 超難 »「主催者によれば」according to the organizer 「ランナーの心を折る」が超難しい。“discourage

the runners”を引用符で囲んでおく。分からなければ、「こんなコースは走り終えることはできないと

感じさせる」（make them feel that they cannot finish such a course）と読み替えることもできる。 「完走

者が出るたびに」every time someone finishes the race 「コースがより厳しいものに変えられていく」the

course[route] is changed to a more difficult one

（例）According to the organizer, their purpose is to "discourage the runners" and every time

someone finishes the race, the course is changed to a more difficult one.

C 自由英作文問題«難» 立場を明確にして説得力のある理由付けを！
「ベジタリアンが健康と環境に良い理由」と好ましくない理由を添えておけばよい。４０語程度の英語

とあるので、指定された字数の８割以上埋めるのが常識。平易な構文を使って簡単に書くのがポイント。

日頃からこういったことを考えておかないと、日本語で書けないものは英語でも書けない！❤❤❤

●【メリット】 ・肥満防止 ・病気になりにくい（心臓病・大腸ガン・高血圧等） ・疲れにくい

・気持ちがおだやかに ・環境汚染の防止 ・地球温暖化防止につながる ・動物への罪悪感の減少

●【デメリット】 ・筋力・集中力の低下 ・貧血になりやすい ・外食が不便（レストラン不対応）

・栄養素不足に陥る ・人付き合いが難しくなる

◆ 「正しい努力」を積み重ねれば…

by 八幡

●英作文の心構え ①KISSの法則 ②和文和訳 ③難しい表現は
簡単な単語で（中学レベル） ④人を主語にして書く ⑤「検算」


