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２０２１年４月「全統共通テスト｣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。正しい選択肢の「該当箇所」を見つけ

るのに時間がかる難しい問題も多かった。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 CEFR Ａ１ 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 He will give a talk and read a part of his new book at 7 p.m. on May 15 in the student center. I am
looking for students who would like to volunteer for this event.（ボランティア募集）から、②「学生セ
ンターでのイベントの手伝う」が正解と分かる。í①③は記述なし。④は put away chairs(片づけ）
部分が間違い。

問２ Please let me know by the end of this month if you are interested. You can either send me an
email or stop by my office in North Hall.（今月末までにメールまたは直接研究室へ）と述べてい
るので、④「５月１日以前に教授に告げる」が正解。í①③は記述なし、②のメールの締め切

りは４月３０日。

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 Come to the Polar Ski Resort on December 10, 2021, for a day of free lessons in both skiing
down a hill (downhill skiing) and skiing on a level path(cross-country skiing)（無料レッスンの告
知）とあるので、③「スキーをしたいが方法が分からない」í①②④は記述なし。

問２ Family lessons (each child under 10 must be with a partner who is at least 16).とあるので、④「子
どもとスキーのレッスンを受講する」が正解。í①の午前は子どものみ。②の夜間はなし。③は記
述なし。
問３ Please come to the resort office 30 minutes before the start of each lesson to be put into a
group.（３０分前に来て）とあるので、①｢レッスンの３０分前に到着する」が正解。
í②③④は記述なし。

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《難》 レシピに raw almonds（生のアーモンド）とある。②「ナッツを使った料理を作り
たい」が正解。í①はステップ１，３で包丁を使用。③は含まれていない。④はスイスの料理

とは述べられていない（スイス旅行中に別の旅行者が作ってくれた）。

問２ 手順各ステップで記されている時間を合計すると、５＋３＋１＋４＝１３分（最短）となる

ので、それにもろもろの作業時間を加えても、②「２０分」が正解。

問３《難》 ステップ１，３でフライパンを使い、ステップ２で鍋を使うので①「フライパンと鍋」

が正解。í②は生のアーモンド。③は片方または両方なので両方限定ではない。④は記述なし。

問４ 新傾向 コメント欄の２つ目に I serve this dish at my restaurant.（うちのレストランで提
供）とある。これが事実。④「レストランで提供される」が正解。í①は意見。②は温かいう

ちに出す。③は夏に人気。形容詞がついたものはほとんどが「意見」であることに注意。

問５ 新傾向 コメント欄の１つ目に This is a nice side dish to eat with grilled chicken.（グリルした

チキンと一緒に食べるのに格好のサイドメニュー）とあるので、「意見」は ①「鶏とよく合う」が正

解。í②は事実。③④は記述なし。

第２問Ｂ 記事 Ａ２ 各２点 １０点
問１ A school district in Austin, Texas, has decided to spend $1.2 million to provide all of its
students with tablets this fall.（タブレットを全生徒に提供）/ Textbooks will no longer be used in any
of the schools.（教科書はもう使われない）とあるので、④「授業で教科書ではなくタブレット
を使う」が正解。í①②③は記述なし。

問２《難》 新傾向 I think students will be more excited to use digital technology in class than
old-fashioned books, as well.（生徒はワクワク）とあるので、②「新しい技術を使えると生徒は
学習をもっと楽しむ」が正解。 í①④は事実。③は記述なし。

問３《やや難》 It's bad for their concentration, and it's bad for their eyes.（集中にはよくない）
とあるので、③「タブレットは授業中に生徒をより注意を払いにくくするかもれしれない」が

正解。í①は事実。②④は記述なし。

問４ schools all over the country are already enjoying the advantage offered by tablets（国中の他校
はすでにタブレットの恩恵を享受している）とあるので、miss the boat（ボートに乗り遅れ
る）は、③「（絶好の）機会を逃す」が正解。直前・直後に必ずヒントがある！！

問５ 新傾向 コメント欄に、喜んでいる（肯定）と同時に、先生方への不安（否定）を述べ
ている。したがって②「部分的に賛成している」が正解。

第３問Ａ ブログ Ａ１ 各３点 ６点 ★概要把握問題
問１ 買い物の順序は、We went to the camera shop(5F)→ we went to a kimono store(7F)→ we
stopped at a toy store(6F)→ we went to the basement level(B1).だから、④が正解。
問２ 新傾向 イラストの右側より筆者は手まり柄の着物を着ている。地階では I saw all kinds
of food that I had never imagined. ②「球柄の着物を試着し、新しい食べ物を発見した」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。í①は着物を買っておらず、ミートパンも幾つか買っている。③は

ホストファミリー用とは書いてない。④は記述なし。

第３問Ｂ ウェブサイト Ａ２ 各３点 ９点
問１《難》 新傾向 ここだけは選択肢も先読み！出来事を時系列で追いかけると、
④「ベリンダの祖母からベリンダに電話」→②「ベリンダは猫カフェを出た」→③「ベリンダ
は予期せぬ小さな小包を受け取った」→①「チュロの写真を見て幸せな気分になった」í④と
②の順序に注意！カフェを出てから着信に気付いている。電話→カフェを出るの順。
問２ Then Belinda couldn't stop smiling, thinking about all of the good things to eat and pictures of
her family her grandmother would probably send./ And Belinda did not find the cookies or
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photographs she had been expecting.とあるので、③「美味しい食べ物」が正解。
í①は予期していない。②④は記述なし。
問３ Belinda saw that she had missed a call from her grandmother./ When she put the last pieces in place,
she was laughing loudly.より、③「オーストラリアより電話を受け、後で祖母のペットの写真を見て
笑った」が正解。í①はお礼の電話をしたとは書いてない。②④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 ２，３点 １６点

問１《難》ジャスパーは１１歳と２ヶ月で、健康的な体重でいれば１５歳から１６歳まで生き
られるが、体重オーバーを続けるとあと約２年しか生きられないとあるので、グラフから Beagle
と分かる。一方のマーチンは現在６歳。健康的な体重でいればもう１０年は生きられるとある
ので、１６歳まで生きられるのは Dachshund, Yorkshire terrier, Chihuahuaのいずれか。したがっ
て選択肢にあるチワワが正解。①と③が正解（順不同）。※本文とグラフを関連づけて読む力が
試される。
問２ feeding your pet is also an important responsibility.（ペットにエサを与えることは重要な責
任）と言っているので、①「犬の飼い主は犬にもっと責任を持ってエサを与えるべきだ」が正解。
í②④は記述なし。③は小型犬に大きな影響。
問３ Dogs that are overweight are 82% more likely to develop joint problems, which make it painful for
them to move around.（関節に問題→歩行に痛み）とあるので、①「犬の歩行能力に影響する」が正
解。í②③④は記述なし。

問４ I'm going to take your advice, and I will also try rubbing his belly instead of giving him treats
when he does a trick.（忠告を受け入れて、芸をしたときにはエサではなくお腹をなでてあげる
ようにするつもりだ）とあるので、②「エサではなく愛情を注ぐ」í①③④は記述なし。

問５ 新傾向 get their dogs on a healthy diet（健康的な食事）/ I'm going to take your advice, and...
（アドバイスに従うつもり）①「犬に健康的な食事を与え始める」í②③④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 Orosa helped her mother run a general store.より、③「母の雑貨店を手伝った」が正解。
問２《難》新傾向 ※選択肢を先読みすること。

In 1922, Orosa returned to the Philippines to teach home economics at Centro Escolar University.（⑤）
→ Orosa invented a clay oven called a "palayok," which could be used by families who did not have
electricity.（②）→ Orosa returned home and was made the head of the Home Economics Division at
the Bureau of Science.（①）→ In the Bureau's test kitchens, Orosa began performing food experiments.
（③）í④はバナナケチャップの考案以降の出来事なので空所には入らないので注意。

問３ She studied the canning industries in England, Italy, China and other countries. （缶詰製造業
の研究）とあるので、②「オロサはヨーロッパとアジアで食品加工について学んだ」が正解。

í①④は記述なし。③は「上司と共に」が書いてない。

問４《難》She made flour out of green bananas, which are rich in the mineral potassium― important
for keeping the kidneys healthy― and cassava, a root found in tropical regions, instead of wheat
brought in from other countries.より②「良質なカリウム源である穀粉」and rice bran cookies helped
save the lives of thousands of people when fighting made it difficult to get food into the country. Rich
in B vitamins, the cookies helped prevent beri-beri, a disease that can lead to heart failure. より、④「心
臓疾患を防ぐのに役立つ米からできたクッキー」í①はデザートに関しては記述なし。③はパ

ラヨクはオーブンのこと。⑤はバナナケチャップ。 ※解答が複数にわたるものは注意

問５《難》 Driven by an ambition to make local households self-sufficient, she used native fruits like
guavas, which are a good source of vitamin C to make jam. She made flour out of green bananas,
which are rich in the mineral potassium― important for keeping the kidneys healthy― and cassava, a
root found in tropical regions, instead of wheat brought in from other countries.より、④「他の国か
らの食品に対するフィリピンの依存度を下げる」が正解。í①②③は記述なし。

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 Much like a person clapping loudly to frighten away a bear, this startling sound frightens small
fish below, causing them to huddle close together for comfort. Unfortunately for the fish, this makes it
easier for the whale to catch them with its massive mouth. （海面を叩く→驚いた魚が群れる→クジ
ラに食べられる）とあるので、①「エサとして魚を捕まえる」が正解。 í②③④は記述なし。

問２ Because only the makes sing, many scientists have theorized that they sing to attract mates, as
many male birds do.（雄だけが歌う）より①「雌のザトウクジラはいかなる歌も歌わない」í②
は記述なし。③は雄に向けて歌う方が多い。④は記述なし。

問３ researchers have found that certain elements of a shale's song reveal where the whale came
from originallyより、③「ザトウクジラがどこから来たか」が正解。í①②④は記述なし。
問４《難》 A humpback whale's song can even reveal the places a whale has visited.より、②「ザ
トウクジラの歌はクジラの過去の情報が含まれている」が正解。クジラの歌う理由―個体情報

の特定、他のクジラの位置、歌の共有í①③④は記述なし。

第６問Ｂ 読解問題 評論文 Ｂ１ 各３点 １２点

問１ カナダの衝突件数は、After peaking at nearly 1,500 in 2006, the number went down slightly.
とあるので、２００６年に１５００件弱、その後は少し減少しているグラフを探す。すると③が

選べる。２００２年～２００７年で６４％増加にも一致。

問２ And measures taken to improve wildlife habitats in the last few decades have led to a boom in
the populations of large birds like the bald eagle and the turkey vulture.（大型の鳥の個体数が急増）
より、④「大型の鳥の数の増加」が正解。í①②③は記述なし。

問３ Often a "birdman" or "birdwoman" drives around the airport scaring away birds, using methods such
as an electronic device that makes a sound like a bird in distress⇒②「空港は鳥を怖がらせて追っ払うた
めに騒音を用いることが多い」While reports of bird strikes continue to increase, the number of incidents
causing damage to aircraft has shown a reverse trend. In the U.S., the reported number in 2000 was 741; in
2017, it had dropped to 625.⇒⑤「被害を引き起こすバードストライクの件数は減少しつつある」í①
は植林をしている。③は減少している。④は毎月３０件発生。
問４《易》 新傾向 明らかにこの文章のテーマは「バードストライク」 飛行便数と野鳥

の増加→空港で実施の防止策→重大事故の減少 こうした内容をまとめている選択肢は②「航

空機と鳥の衝突」í①③④は一部のみと関連。 ※タイトルの問題は、パラグラフご

とに要旨のメモをしておくとよい。
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リスニング ～準備して「待ち受け」ができるかどうか？
毎日少しずつでいいから英語に触れる、これが大きい！

●リスニング苦手な人の共通点は ①語彙力不足 ②絶対量不足 ③集中力不足！

鉄則 リスニング試験を受けるときの心構えは？「待ち受け」だ！
（１）先に選択肢に目を通し、何を聞取ればよいのか「情報の仕込み」をしておく

（２）余白に「メモ」を取って（特に数字）概要をつかむ。訓練が必要。
（３）読んで分からない英文は聞取ることは絶対に無理。知らない単語も絶対聞き

対策 取れない。語い力・文法力を鍛えるしかないのだ！重要
（４）英語の音に慣れるには聞く量（練習）を増やすしかない。毎日少しずつ聞け！

音読英単語ＣＤ、教科書ＣＤ、ＮＨＫ講座、VOA(http://learningenglish.voanews.com/)等
（５）日本人には聞き取りづらい音がある。 ＜消える＞＜つながる＞＜変わる＞

これは慣れしかない！毎日少しずつ（絶対量）聞くしか手はない！コツ、コツ！

第１問

Ａ 短文発話内容一致問題 満点を狙う！基本 各４点 １６点
問１ I don't want to clean the bathroom...→④「話し手はできればバスルームの掃除はしたくな
いと思っている」
問２ so I can go on the camping trip with you → ②「話し手は野外活動をするだろう」
問３ I usually eat toast with butter, but I was out of bread → ①「話し手はトーストを作ること
ができなかった」
問４ I still read the newspaper every day → ①「話し手はいつも新聞を読んでいる」

Ｂ 短文発話イラスト選択問題 ここも満点を狙う！ 各３点 ９点
問５ Tom's mother called to see where he was just as she got home from the store. 女性が家に着い
たところで電話をかけている絵（②）が正解。
問６ A dog jumped into a swimming pool with some people enjoying themselves. 数人が楽しんで
いるプールに犬が飛び込む絵（①）が正解。
問７ Taking a break on his way up the mountain, he sat on a rock and drank some water. 登山の途
中で岩に座り水を飲んでいる絵（④）が正解。

第２問 対話文イラスト選択問題 各４点 １６点

問８ 「入り口近く」「入り口の反対側の壁」「窓のそば」の条件から②が正解。
問９《難》「一度も雨が降らない」「週末にかけて暖かくなる」「週の始めは冷える」の条件から
①が正解。
問１０ 「ツリーのてっぺんはリボン」「周りはプレゼントだらけ」の条件から③が正解。
問１１ 「ハイキングの気分ではない」「新鮮な空気が吸いたい」の条件から③が正解。

第３問 対話文質問選択問題 各３点 １８点 ★ここから1回読みに

問１２《難》「石けんが切れそう」「歯ブラシを買ってくる」を聞き取ると、③「石けんと歯ブ
ラシ」が正解。

問１３ 「ラグビーをやめてバレーボールをするつもり」→「再考してほしい」→「変えるつも
りはない」から、④「バレーボールクラブ」
問１４ 「もっと手をかけておいたらよかったのにと思うことは？」→「時間があればグラフ
をカラーにした」より、①「グラフをカラーにするべきだった」
問１５ 女性：観衆のおかげで頑張れた

男性：沿道の人々の応援で完走できた 一致点は①「観衆が力になった」
問１６ 「ネコとうまくやっていけそうね」→「ああ、気立てがいいからね」より ③「優し
くて親しみやすい」
問１７ 「アカウントは設定しておいたから、プロフィール用の写真を選んでアップロードす
ること」「あとは友達を追加するだけ」より、③「写真をアップロードして、友達を追加する」
が正解。

第４問

Ａ モノローグ型図表完成問題 ４点＆各１点 ８点

問１８～問２１ I decided to make him a sandwich for lunch（③） → I went into his room（①）
→ I sent him a message（④） → He was just back from the convenience store.（②）
問２２～問２５ 受講料 ～５人＝１５ドル／人 ６～１０＝１２ドル それ以上＝１０ドル
が聞き取れれば、人数に受講料をかければ合計金額が出る。

Ｂ モノローグ型質問選択問題 ４点
英語を聴きながら、ワークシートに○×を入れていく。メモをとりながら。

ギャラリー Ａ 飲食可 Ｂ １階 Ｃ 公共交通機関

① Black and White ○ ○ ×

② Red Studio ○ × ○

③ The Pit ○ ○ ○

④ Zenith Gallery × × ○

問２６ ※全ての条件を満たすのは③

第５問 モノローグ型長文ワークシート完成・選択問題 ３，２，４点 １５点

問２７ コーヒー価格の比較部分を聞き取る。In Copenhagen, for example, it is $6.24. Compare
that with Lagos, the largest city in Nigeria, where it's just $0.62. In Tokyo, it's $3.47 closer to the
global average.

② Copenhagen ＞ Tokyo ＞ Lagos が正解。

問２８～問３１ 次の部分を聞き取る。
Much like specialty coffee, which are of highest quality and often use rare beans, "cold brew" coffee is
common around the world and relatively expensive. →２８＆２９
Unique to Japan, this service provides toast and eggs along with coffee for a reasonable price. →３０
Almost exclusive to Japan, these convenient drinks are cheap and can be found anywhere. →３１

問３２ Japan seems to have developed its own unique coffee culture over time.（日本は時代を経
て独自のコーヒー文化を築いてきたように思える）より、②「自国のコーヒーの歴史において、
日本は独特のコーヒー文化を築いてきた」が正解。
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問３３《難》第１の講義で In the late 1800s, Brazil and Japan signed a Treaty of Friendship,
Commerce, and Navigation, which increased trade between the countries.（１８００年代後半の通商
条約のおかげで両国の貿易が増大した）／ The number one exporter exports nearly twice as much
coffee to Japan as the number two exporter. （１位は２位の２倍近くを輸出）より、③「１８００
年代に結ばれた条約が、ブラジルコーヒの日本での成功に寄与した」が正解。

第６問 メモをとりながら聞く

Ａ 対話文質問選択問題 各３点 ６点

問３４《難》 Akira: If you're looking for reality, why not watch documentaries?/ Plenty of books
could offer you the same sort of perspective. Read some Russian classics and you'll get great insight
into the human mind. アキラの主張は、人間の心を理解するためにはリアリティ番組よりもドキ
ュメンタリーや本がよい、というもの。したがって④「リアリティ番組よりも心の成長を促す

ものがある」が正解。

問３５《難》 Monica: I think their emotion are genuine. You can learn a lot about the human mind./
But reality TV features people in situation just like ours. They help me make sense of my own
relationships. モニカの主張は、リアリティ番組は人間の心理や人間関係の理解に役立つ、とい
うもの。②「人が人間の心理を理解するのを助ける」が正解。

Ｂ 会話長文意見・図表選択問題 各４点 ８点

問３６《難》 Jeremy : I've heard that some companies produce entire cartoon series and other
children's media just to sell things like toys and video games. Is that true?/ That's immoral!（反対）
Peter : Yes, and it's awful because children are so easily influenced by such advertising./ In my
opinion, we should convince our government to ban all advertising to children.（反対）
ジェレミーとピーターの二人（②）が子ども向けのメディア広告に否定的な立場をとっている。

問３７ People are consuming more and more digital media on the Internet, so advertising dollars are
starting to shift away from TV and radio. Children's advertising is no exception.（デジタル媒体をま
すます消費→宣伝広告費はテレビやラジオから離れ始めている→子ども向けの宣伝広告も例外

ではない）テレビ・ラジオ（Non-Digital）が減少し、子ども向けのデジタル広告が増大してい
る①のグラフが正解。

【単語力を鍛える】
知らない単語は聞こえない！ ならば徹底的に単語力を鍛える！

【先読みする】
英語の音声が流れる前に、設問・選択肢に予め目を通しておくこと。音声の内容や聞き取るべ
き情報を予測しやすくなる。

【注意深く聞く】
単純に「何をするか？」を問う設問でも、「Ａをすると言っていたが幼児を思い出してＢをする
ことになった」とどんでん返しが含まれることがあるので（本番もそうだった）、注意して聞く。
スクリプトをしっかり読んで、もう一度聞いてみる。―読めない文章は聞こえない

【メモをとる】
図表やワークシートの完成など、メモをとること自体が設問になる場合がある。５Ｗ１Ｈ、数
値、判断の根拠となる条件などを、素早くメモをとる練習が必要。

●この模試の音声を聞くことができる（登録無料）何度でも聞いて

理解しよう！

https://www.kawai-juku.ac.jp/moshi/n/


