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２０２０年３年・補１２月「全統プレ共通テスト｣模試｢見直し｣プリント
（編）八幡成人

★テストは終わった直後に「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！｢微差は大差を生む」 「賢者は歴史に学ぶ」（ビスマルク）の姿勢を貫け！「原

文典拠の法則」á「同一内容異表現の法則」により､正解の根拠を明らかにして解答するだけでなく、ダミーの選択肢が誤りである理由（íに解説した）も考えると力がつく。今回は正しい選択肢の「該当箇所」を

見つけるのに時間がかかり、かなり難しい出題だ。時間内に解けなかった人も多い。いかに前半を素早く片づけて、後半に時間を残すかがカギ。♠♠♠

第１問Ａ メール CEFRＡ１ 各２点 ４点 ※従来のセンター試験通り
★必要な情報を素早く読み取る ここは満点を取りたい！

問１《難》 A major typhoon will hit our town early tomorrow, so all morning lessons are canceled. If you
have lessons in the afternoon, please check the community center website tomorrow. The community center
plans to open in the afternoon, but that could change.から、④「コミュニティセンターは午前中は閉鎖」
が正解と分かる。í①は全部が中止になるかは不明。②は記述なし。③も不明。

問２ Unfortunately, we will have to go on a different day because some trains and buses might not
be running. Please send me an email to let me know other days you are free.と述べているので、④
「いつ一緒に昼食をできるか教えて欲しい」が正解。í①は指示していない。②③は記述なし。

第１問Ｂ お知らせ Ａ２ 各２点 ６点 ※センター試験通り

★正解は本文の「言い換え」
問１ We hope that foreign students living in town will come to learn about the benefits that the
public library offers.とあるので、①「外国人学生に図書館のことを知ってもらうために」í②は
高校生対象とは書いてない。③④は地元クラブと近くの大学の外国人講演者のプレゼン。

問２ ２月２日にA presentation about studying in university. How to do research with materials in
Japanese とあるので、①「大学学術研究の方法を学ぶ」が正解。í②は「自身の文化に関するプレ
ゼン」が誤り。③は訪れるのではない。④は詩の朗読。
問３ ●の注に and all events will begin at 5:00 p.m.（全ての行事は午後５時から）とあるので、
④｢夕方図書館を訪れる」が正解。í①②は外国人学生が学生証を見せればバッグがもらえる。

③は日本語の授業でなく、それに関するプレゼン。

第２問Ａ レシピ Ａ１ 各２点 １０点
★客観的事実と主観的意見の識別

問１ Nigerians have loved this recipe for hundreds of years, and it is perfect for both celebrations
and everyday meals.より、④「伝統的な料理を試す」が正解。í①は魚は使わない。②は熱い。
③は飲み物ではない。

問２ 手順各ステップで記されている時間を合計すると、１２＋１＋５＋２＋１０＋４０＝７

０となるので、最短でも７０分かかる。②「少なくとも７０分」が正解。

問３ Step2 の２に Slice the onion(or use frozen pre-sliced onion) とあるので、②「冷凍のスラ
イス玉ねぎを買う」と野菜を切る作業が必要がなくなる。í①は「缶詰」ではない。③④は野

菜を切ることとは無関係。

問４ 新傾向 材料に肉は一切出てこない。①「肉を全く含まない」が正解。í②は意見。③

は「一緒に作る」とは書いてない。④は意見。

問５ 新傾向 コメントの最初に If you let the rice burn a little, it adds a delicious smoky flavor.とある
ので、「意見」は ④「ちょっとこがすと味がより良くなる」が正解。í①②は記述なし。③は事実。

第２問Ｂ 記事 Ａ２ 各２点 １０点
問１ New York State will allow pets to board city buses and trains in the emergency starting in
2018. Emergencies could include a serious storm, dangerous disease, or an attack on the city.とあるの
で、③「大嵐の際は飼い猫をバスに乗せられる」が正解。í①②は記述なし。④は豚はダメ。

問２ 新傾向 Many people in New York believe that pets are members of the family.とあるので、
①「動物は家族の一員のようなもの」が正解。 í②④は記述なし。③は事実。

問３《やや難》 What will we do if there is only enough space for two more people on a bus when a
big storm is coming, and one person wants to bring his dog? Animals do not have the same rights as
human beings.とあるので、③「バスのスペースは人間のためにとっておかれるべきだ」が正解。
í①は同じ権利はない。②は「一匹もいない」が言い過ぎ。④は記述なし。

問４ 直後に動物を公共交通機関に乗せることで引き起こされる具体的な問題（スペース・襲

いかかる）が述べられている。②「問題の種を作り出す」が正解。

問５ 新傾向 コメント欄に、New York has much bigger problems to deal with than animal
transportation./ The governor should think about those problems instead.と、他の問題に心を割くべ
きだと言っている。この問題には触れていないので、①「賛成も反対もしていない」が正解。

第３問Ａ ブログ Ａ１ 各２点 ４点 ★概要把握問題
問１ He has shiny black fur and loves people. Choco's owner said I could pet him. Unfortunately ,
Choco was so excited that he jumped up on me and put me off balance.とあるので、③ ｢撫でられ

るのが好きだ」が正解。í①②④は記述なし。

問２ my host mother asked me to run to the store and pick up a few things for her. She wrote on her
list eggs, bread, mushrooms, a bottle of wine and candy for my host sister. While I was out, I bought
one thing with my own money as well : a present for Hannah, the family pet. イラストからペット

の犬に買ったのはビスケットと分かる。①「ホストマザーのためにお遣いをして、飼い犬にビ

スケットを買った」を選ぶ。 ★こうして複数の箇所を総合して答えるのが「共通テスト」
の新しい特徴。イラストも大きなヒントになっている。í②は滑って転んだのではない。③は

幾つかであって「全て」ではない。④は手を振っただけ。「極端の法則」を思い出せ！

第３問Ｂ ウェブサイト Ａ２ 各２点 ６点
問１《難》 新傾向 ここだけは選択肢も先読み！感情の変化を時系列で追いかけると、
was excited(excited)→ he was not sure it would be safe(worried)→ had a great time talking while
they ate(happy)→ Steve's face turned red and he apologized for his behavior(ashamed)→ helped
ease Steve's tension(relaxed) ★３番目までで答えは出る。形容詞と動詞に注意！
問２ I knew you're hungry, but you shouldn't eat while walking./ Then she explained that in Japan,
it's considered bad manners to eat while walking. She also said her mother always told her that it
doesn't show respect for the food.とあるので、②「歩きながら食べた」が正解。
í①③④は関係ない。
問３ 第２段落から繁華街のハンバーガーレストランを経験した。第４段落より歩きながら食べる
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のはマナーが悪いことを学んでいる。①「新たな場所を開拓して、友達から日本の礼儀作法につい
て学んだ」が正解。í②はコンビニでおにぎり。③④は記述なし。

＝★ここから難しくなる！ 時間がかかる！★＝

第４問 読解問題 グラフ Ｂ１ ３，４点 １６点
★複数の意見の「共通点」と「相違点」を的確に捉える

問１《難》Some AR programs allow users to play video games in the real world, such as by tapping
on their phone screen to kick a virtual soccer ball./ AR is much easier to experience because it can be
used on a smartphone without any extra equipment.（⇒①）Some systems address that problem by
making use of expensive 3D image projectors instead of headset.（⇒②）VR will also assist athletes by
offering them realistic simulations of different game plays from a variety of angles.（⇒③）したがっ
て、述べられていないのは④「ＶＲの年齢別の使用者数」 ※選択肢を先読みしておく。
問２ When I began working, the difference in user numbers between headset and non-headset VR
was less than 4 million, and the gap between VR and AR adoption was almost 26 million users.（ヘ
ッドセットの使用・不使用差が４００万人未満。VR と AR 差は約２６００万人）この条件に当
てはまるのは③「２０１９」が正解。 ※本文とグラフを関連づけて読む力が試される。
問３《難》 AR is much easier to experience because it can be used on a smartphone without any extra
equipment.よりB「スマートフォンでARを容易に使う事ができる」 People have stated that they dislike
wearing VR headsets because they make them feel isolated.よりD「VRは人々を他人から隔離された気分
にする」 ※複数解答の問題は苦手な生徒が多い。íAはVRとARが逆。CはVR。
問４ 【ダナ・ペトロフ】By wearing a VR headset, soldiers can train for dangerous situations
without actually being in danger. ⇒⑤「危険なしに命を脅かす状況を兵士に経験させる」 【Y.S.】
VR is especially useful for me when I'm training to perform unfamiliar kinds of surgery. I can make
mistakes and try to different methods without worrying about potentially causing harm to real patients.
⇒②「医者に医療技術を安全に学ぶことを可能にする」※複数解答の問題は苦手な生徒が多い。

í①④は記述なし。③は将来の話。

問５《難》 ダナ・ペトロフは AR VRの有用性を、Y.S.は VRの有用性を語っている。①「AR
とVR：それぞれが独自に有用」í②③は VRが欠落。④は記述なし。

第５問 《難》 読解問題 伝記 Ｂ１ 各５点 ２０点
★文章全体のテーマを考えて

問１《難》 新傾向 ※選択肢を先読みすること。When he was 13, he was sent to the first French
panorama painter, Pierre Prevost, to learn about architecture, theatre design and panorama painting.
（②）→ By 1804, Daguerre was proficient in the skill of theatrical illusion.（①）→ In around 1829,
Daguerre began working on the idea of photography with Joseph Niepce.（④）→ In 1838, Daguerre
captured the first known photograph of a human being : a picture of a man having his shoes shined in
Paris（⑤）→ On March 8, 1839, Daguerre's laboratory burned down. Almost all of daguerreotypes
were destroyed, and only 25 of his original works remained.（③）
問２《難》 In exchange for his presentation, Daguerre was given a lifetime pension by the French
government.⇒D「フランス政府が彼に年金を褒美に与えた」 However, since his insurance
company paid him a high sum for the damage, it may not have been completely disastrous for
Daguerre.⇒A「彼は保険会社から支払いを受けた」 ※複数解答の問題は苦手な生徒が多い。

í B,Cは記述なし。
問３《難》 In 1822, he famously invented the "diorama." a 3D painting of a building object or

landscape shown in great detail. Artists would move light behind the painting to entertain viewers, who
would imagine themselves in a different place or time.より③「彼は絵画と光りを用いたショーを発
達させた」が正解。í①は記述なし。②は「美術館」ではない。④は制作。
問４《難》 Thus, it was not until journalists and the media began to make use of photography that
people understood it value for accurately recording historical events.⇒F「レポーターは現実の出来
事を捉えるために写真を使用した」 He also captured images of shells, fossils, animals, and even
the moon, which scientists were able to study later.⇒A「ダゲロタイプは科学者にとって有益な道
具となった」í Bは簡単には複写できない。C,Eは高価で手が届かない。Dは記述なし。
※解答が複数にわたるものは注意

第６問Ａ 読解問題 評論文 Ｂ１ 各３点 １２点
★文章全体のテーマを考えて センター試験と同様の出題

問１ patients may refuse to pay for treatment if the hospital does not tell them the cost in advance.
In Japan, it is common practice to tell patients the price of their treatment only after they have received
it. とあるので、①「治療の前に請求書を見れない」が正解。 í②は記述なし。③も記述なし。
④は現金を持ち歩かない。

問２ patients simply may not be able to pay their medical bills. While this happens more frequently
with patients from developing nations, it can happen to others as well.より③「治療の支払いをする
だけの十分なお金を持っていなかった」í①②は記述なし。④は補償しなかった。

問３ medical institutions are being established in all 47 prefectures to handle both emergencies and
regular outpatient care for foreign patients.より②「各地域に外国人のための特別病院を作る」が
正解。í①③④は記述なし。

問４《難》 新傾向 外国人旅行者には日本の医療費が高い⇒外国人にとって日本の病院の問
題点⇒政府の取り組み この流れより、④「日本政府は、日本で医療を受ける外国人訪問者に

よって起こる問題を解決しようとしている」が正解。í①②③は記述なし。

第６問Ｂ 読解問題 評論文 Ｂ１ 各３点 １２点

問１ Many people enjoy meat as a source of protein, but raising animals like cows requires lots of food,
water, and energy. In terms of nutrition, insects only need a fraction of resources required by cows.とあるの
で、④「牛や豚のように多くの資源を必要としない」が正解。 í①②③は記述なし。

問２ In some parts of Mexico, for example, people live on small farms and eat wild plants. These
plants are abundant from spring to fall, but are harder to find during the winter./ Families may also
struggle to find food because only two species of corn and beans are available in the winter, and these
crops cannot be harvested at all between February and September./ However, there are between six and
eleven species of insects readily available throughout the year that could help feed the people in these
areas. （「春から秋は豊富。冬はない」「トウモロコシ・マメは２月～９月は収穫できない」「食
用昆虫は１年を通じて入手可能」）に全て相当するグラフは④。

問３《難》 some non-Western groups that traditionally consume insects are continuing to adopt Western
eating habits.⇒②「西洋の食事を採用しているので昆虫をあまり食べない人もいる」Westerners are
reluctant to eat insects because they are seen as symbols of poor hygiene.⇒⑤「西洋人が昆虫を食べない
傾向にあるのは、汚いと思っているから」í①は珍しい。③は期待。④は可能性アリ。
問４《難》 新傾向 食料源としての昆虫の可能性→具体例→昆虫食の現状と問題点→促進の
取り組み こうした内容をまとめている選択肢は②「食品としての昆虫の実際的価値」í③と

間違えないこと。 ※タイトルの問題は、パラグラフごとに要旨のメモを。


