
- 1 -

２０２１年８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」に従って正解の根拠を見つけるだけでなく、復習の際には誤り（ダミー）の選択肢の理由も併せて考えると、力がつくゾ。近年河合塾の模試は難化傾向に。時間配分を誤るな！♥♥♥

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 ※来年スマホ画面が出題されることはないと思う

問１《易》Can you just email me what you have so far? （今の時点で君が持っているものをメー
ルで送ってくれないか？）から、③「やった仕事を彼に送ること」が正解と分かる。í①は相
手の提案。②④は記述なし。

問２ 最後に「いつか別の時に会う必要があるよな」と言っているので、それに対して②「気
分が良ければ明日はどうだい？」が正解。í①今日は無理。③④は「会う」という提案から的外れ。

第１問Ｂ チラシ Ａ２ 各２点 ６点 ※センター試験通り

問１ ...but you can cancel and get your money back within ten days（１０日以内は返金可能）と
あるので、④「２週間後では払い戻しはされない」を選ぶ。í①は全額支払い。②は友達紹介
の割引。③は５０ドルを超えた場合の割引。

問２《易》 Gold plan の項目を見ると、やってもらえるのは、「タイヤの空気圧のチェック」「前
後のブレーキのテスト」「月１回のフレームのクリーニング」「サドル・ペダルの高さ変更」が該当
する。①「自転車のフレームの洗浄と空気圧のチェック」が正解。表をよく観察せよ！

問３ Silver and Gold plans can be upgraded to Platinum after six months. Money that was paid for
the previous plan goes toward the cost of a Platinum plan.（６ヶ月したらプラチナにグレード・ア
ップ可。以前払った代金は費用に充当）とあるので、プラチナの＄１００－２０＝＄８０ を
払えば良い。 ①が正解。í②③④は記述なし。

第２問Ａ 評価表 Ａ１ 各２点 １０点
★客観的事実と主観的意見の識別 ※この評価表も来年の出題は疑問

問１《注意》 way of speaking（話し方）に相当するのは表の Presentation（提示法）。ここを
勘違いした人が多かった。この得点が最も低いのがナタリー。したがって②が正解。

問２ コメント欄よりリサだけが肯定的なコメントを発している。③が正解。í他の人は全員
否定的なコメントを述べている。

問３ 新傾向 《難》but she made good points(Alex), In terms of content, Natalie was better than
the other two speakers(David), what she said was totally convincing(Lisa)より、「事実」は①「全
員がナタリーの考えを褒めている」が正解。í②は意見。③はアレックスとリサが賞賛。④は意見。

問４ 新傾向 デビッドの Fran's vocabulary was worse than the others（語彙が他よりも悪かっ
た）より、「意見」は①「フランは言葉を選択する際に、もっと気をつけるべきであった」
※「意見」を判別するときには、形容詞･副詞・助動詞に注目するとよい。 í②は記述なし。
③は事実。④は内容重視で全員が一致。

問５ 新傾向「話す内容の方が話し方よりも重要であるという点で、委員全員の意見が一致。
学校代表は明らか」＆「病気に備えて、２番は最も高い合計点を使うのが公平」とあるので、
１位はナタリー、２位はリックとなる。正解は④。

第２問Ｂ 掲示板 Ａ２ 各２点 １０点 ★第１問・第２問を落とさない
問１ Many parents have jobs which prevent them from making lunch for their children before
school. ..Making a rule banning off-campus lunch will put a lot of strain on them.（仕事のために子
どもに弁当を作る時間がない。そんな親の負担になる）とあるので、④「働く親を持つ生徒に
不利益になる」が正解。í①は述べていない。②は生徒会が関わる。③は記述なし。

問２ 新傾向 These students often purchase a quick and easy lunch at the convenience
store near the school.（学校近くのコンビニで軽食を買う）とある。③「生徒は校外
での昼食をたいてい一軒の店で買っている」が正解。í②は意見。①④は記述なし。

問３ It is true that some students can be noisy when they go out to buy food together. If this is a
problem for the store that most of us go to, the student council can get involved.（生徒が食べ物を買
いに行ってうるさいのは事実。問題なら生徒会の関与も）とジェシカが言っている。①が正解。

問４ 新傾向 The aim of this new policy is to limit the unnecessary movement of students entering
and exiting the campus. Students who leave campus often turn up to classes late, which is very
annoying not only to teachers but also to other students.（授業に遅刻してくるのが問題）と言って
いる。したがって、②「昼食後、一部の生徒が授業に遅刻して来る」が正解。 í①④は記述なし。
③は意見。

問５ 新傾向 《超難》スタットマン先生は「方針の目的は、生徒が学校を不必要に出入りす
る動きを制限すること→それが授業の遅刻につながり迷惑だ」果たしてそれが事実かどうかを
確かめればよい。したがって④「校外で昼食を買う学生の割合」が正解。í①②③は新方針と無関係。

第３問Ａ Ｑ＆Ａ Ａ１ 各３点 ６点 ★概要把握問題
問１ If you do not have any hiking experience, there is an easy trail.（経験がなくても簡単な道が
ある）と言っているので、③ ｢ほとんどの人がその山をうまく登ることができると思っている」
が正解。í①②は記述なし。④は簡単なルートがある。

問２《超難》 注意するのは次の２つのポイント。これを基にそれぞれのルートを正確に計算
する。（１）秋・冬は古い登山道は１５分余分にかかる。（２）階段の上では戻って来る人が通
り過ぎるのに１０分待つ。 ①１０＋１０＋１５＋２０＝５５（分） ②１０＋１０＋１５＋
１０＋１５＝６０ ③２５＋２０＝４５ ④２５＋１０＋１５＝５０となり、一番速いのは③
となる。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。

第３問Ｂ ブログ Ａ２ 各３点 ９点

問１《難》 新傾向 ここだけは選択肢も先読みして！出来事を時系列で追いかけると、
in the past he had asked students to clean up after themselves（①）→ I was taking pictures of the
flowers near the pond（④）→ I spoke to Mr. Tanaka, the city official who is in charge of the park
（③）→ he promised me that next time we went to the park, the city would provide trash bags and
maps of locations to clean（②） ※①は過去完了で書いてあるから④よりも前のことに注意！

問２ 「１ケ月前に、写真撮影→背景にゴミ→公園管理のタナカさん曰く、学生がファストフ
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ードを食べてパッケージを地面に捨てる」より②「若者の食べ物が原因」í①③④は記述なし。

問３ 新傾向 「土曜日午前１０時公園正面の正門に集合。１０時までに到着」と最後に述べて

いる。④「土曜日の朝に公園へ行く」次の行動を予想するのは「共通テスト」の特徴。
í①は市が用意。②は不要。③も不要。

＝★ここから難しくなるゾ！ 時間がかかる！★＝

第４問 《難》読解問題 メール Ｂ１ ２，３点 １６点
★複数の意見の「共通点」と「相違点」を図表と絡めて的確に捉える

問１《難》「８時３７分のバスではどうか？」に対して「バス停から図書館の道探しで苦労する
ので、８時２２分のバスにしたほうがよい」より、行きは１１８番の②。１２時半に終わって
１時間の昼食休憩で１時半。エンジニアの講義が１時間半あるので終わるのは３時。「バス停ま
では数分」とあったので、最も早いバスは３時２０分の２４４で⑤。

問２《難》９時から健康の授業を開始。地元銀行家の講義が続く（１３時までには退出）。質疑
応答の時間を３０分。家の修理に関するエンジニアの講義が１時間半。この流れを表したスケ
ジュールは③。

問３《難》 １―５の部屋は午後だけ空き。６―９は午前だけ空き。午後の家の修理に関する授業は、
多くのスペースが必要なので空いている一番大きな部屋が必要。したがって９００人が入れる①が正解。

問４ I wish we could get a lawyer to teach a class, but they're quite expensive. （弁護士の授業があ
ればいいが、お金がかかり過ぎる）【仮定法】より、教えてもらえないのは弁護士の③。

問５ 新傾向《難》The classes we have planned lean toward the skills necessary for daily life.（日
常生活に必要な技術）＋ The classes you are planning will work well with the library's goal of
helping students prepare for life as adults. Your suggestions will help young people become more
independent, which is great.（大人への準備という目標にも合致。若者の自立にも役立つ）が図書
館の方針だから、この２つの条件に見合う選択肢は①「料理に関する授業」となる。他は方針

に合わない。書かれた情報から総合して正解を予想するのは「共通テスト」の特徴。

第５問 《難》読解問題 ニュース記事 Ｂ１ 各３点 １５点
★文章全体のテーマを考えて ※来年は人物の伝記も要注意！

問１ 新傾向 この人の主張は最終文に出てくる。You just have to look on the bright side of things if
you want to make the world a better place.（プラスの面に注目することで良くなっていく）ということ
を筆者のケガの経験を絡めて語っているので、②「ランニング･リバーズのリーダーには語るべき話
がある」が正解。í①は×「世界に抗った」③は×「秘訣を明かす」④は一般的すぎる。

問２《難》 パトリックが主人公。川の汚染に気づかせ組織の名前を提案した先生。ＰＲのき
っかけを作った母親。＝主要人物 事業支援の父親。レポーターがその他の人物。

問３《難》 新傾向 面倒くさいが。出来事を時系列で追いかける。 one day Patrick injured his
wrist（②）⇒ She showed him an online article about the interesting levels of pollution in Australian
rivers.（③）⇒ She even suggested a name for the new organisation―"Running Rivers"― and he
adopted it.（①）⇒ Then Patrick's mother, who also loved the rivers, had an idea.（⑤） ※選択肢

を先読みすること。í④は第５段落の内容でここには入らないことに注意。重要

問４《難》It also works with the national government and companies to create laws protecting rivers
and wetlands.（→①） There is even a Running Rivers program that provides waterskiing lesson for
kids, which Patrick is especially proud of.（→⑤）該当箇所を見つけられるか？í②③④は記述なし。

問５ You just have to look on the bright side of things if you want to make the world a better place.

（世界を良くしたいと思うなら、物事の明るい面に目を向けさえすれば良い）という
のが主張。②「前向きな考え方を持つことが重要だ」が正解。 í①③④は記述なし。

第６問Ａ 読解問題 記事 Ｂ１ 各３点 １２点
★文章全体のテーマを考えて

問１ For a useful new technology, this seems like a slow rate of development.（有用の技術の割に
は開発のペースが遅く思われる）②「今までのところ、開発のスピードは非常に遅い」í①×
「取って代わられた」③はすでに稼働済み。④は無尽蔵。

問２ The tides also happen regularly, making them easy to plan for, unlike wind, which is very
difficult to plan for.（計画が立てづらい風と違い、潮力は規則正しく起こり計画が立てやすい）
より、③「安定したエネルギー供給」が正解。í①②は記述なし。④はほとんど分かっていない。

問３《難》 Single turbines can also be built more quickly and at a lower cost than large tidal
facilities./ these stations(=lagoons) would be very expensive to build.より、①「建設費」が正解。
í②は工期は短い。③④は記述なし。

問４《難》 新傾向 最終文にWe must be able to build less expensive tidal stations without
harming the environment. Once that is possible, the world will have a wonderful new source of clean
energy. （環境を傷つけることなく、費用を抑えた潮力発電所を建設→クリーンエネルギーを入
手）とある。③「より費用を抑えた環境にやさしい潮力発電所を建設できるようになるべきだ」
í①②④は記述なし。

第６問Ｂ 《難》読解問題 教科書 Ｂ１ 各３点 １２点
問１ New research, though, suggests that in the future, those metals might come from asteroids,
which are very small, rock-like planets that go around the Sun.（これらの金属がアステロイドから
得られるかもしれない）より、①「消費者向け製品に使用される素材を含む」が正解。í②③
は記述なし。④は紛争の可能性あり。

問２《難》 該当箇所は it(=Didymos) contains over 62 billion dollars worth of metals（６２０億ドル）
Bennu and Nereus are both worth less than 10 billion dollars.（１００億ドル以下） Ryugu is believed to
have a value of 83 billion dollars.（８３０億ドル） Psyche is worth about one-third of that.（２８０億
ドル）より順序は Ryugu＞ Didymos＞ Psyche＞ Bennu, Nereusとなる。

問３《難》 Some of these asteroids have even been explored― Japan landed a spacecraft on Ryugu in
2019.（→①） Aside from that, there are many questions about what laws will apply in this situation. For
example, space laws state that removing rock from asteroids is legal, but it is not legal to claim property
rights in space. Therefore, it seems like there is the potential for conflict between companies or governments
who want to mine the same asteroids.（→③） í②④は記述なし。⑤×「１２個しかない」

問４《難》 新傾向 Mining asteroids will certainly be expensive and dangerous, despite this
companies will have to consider at least attempting it in the future. Those organizations would be
smart developing the technology to do so sooner rather than later. ④「近い将来、小惑星採掘に企業
が投資するよう筆者は促している」が正解。í①③は記述なし。②は単純ではないし危険。

【来年出題が予想される第２日程からの出題】
①本文のない図表問題 ②要約文の完成
③英文の内容をグラフ表示


