２０２１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
★しっかり「見直す」ことで自分の弱点分野を洗い出せ！「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」
（＝
言いかえ）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。来年の本番は難化は必至と予想！！♠♠♠

第１問Ａ

メール

CEFRＡ１

各２点

問３

４点

★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 I just wanted to remind you to bring 15 dollars to out meeting today so you can pick your up and
start wearing it right away.（今日のミーティングに１５ドル持ってくることを念押ししたかっただけ）
から、④「品物の代金を必ず払うこと」が正解と分かる。í①③は記述なし。②はすでにＭサイズ
で注文済み。
★このように誤りの選択肢の「キズ」を確認しておくこと。
問２ In that case, you can just pick up your shirt at the meeting tonight.（それなら自分の T シ
ャツを受け取るだけでいい）と述べているので、①「すごい、着るのが待ちきれない」が正解。
í②④は不自然で文脈に合わない。③はすでに代金支払い済み。

第１問Ｂ

ウェブサイト

Ａ２

各２点

６点

You will laugh all the way through Stone's novel.（ずっと笑える）とあるので、①「笑え

る物語」が正解。í②③は記述なし。④はシリアスなものを探しているなら別のものを、と言
っている。
問４ 新傾向 I love it because it has drawings as well as text.（文章だけでなく挿絵もある）と
あるので、①「絵を含んでいる」が正解。í②④は意見。③は長編小説。
問５ 新傾向 I could not guess what was going to happen in this one（何が起こるか想像もつ
かない）とあるので、
「意見」は ②「予測ができないストーリーの本」が正解。í①はドキドキする内
容。③は事実。④は「一番短い」が×。

★正解は本文の「言い換え」
問１ The Maple Grove Theater is preparing to start its 15th year entertaining the community.
（１５年目にあたって～）と言っているから、①「２０年前は営業していなかった」が正解。
í②は財政は苦しい。③は記述なし。④は今シーズンのテーマ。

第２問Ｂ

問２ 《難》 Patron の特典には、Backstage tour of the theater（バックステージツアー）や Question and
answer event with the director（監督との質疑応答）とあるので、②「制作について知る機会」が正
解。í①は「チケットカウンターで割引」が×。③は記述なし。④はファウンダーの特典。

問２ 新傾向 I looked up the numbers, and there have not been any serious bicycle accidents in
our town in the last five year.（過去５年間自転車の重大事故は起こっていない）とあるので、
事実は、③「地元での自転車の大事故は近年全く報じられていない」が正解。 í①は意見。
②は記述なし。④は意見。

ウェブサイト

Ａ１

各２点

Ａ２

各２点

１０点

問１ The new rule might also make students from low-income families worry, as these
accessories are not cheap.（これらの装備は安くないので、低所得家庭には負担）と
あるので、④「家庭に高価な装備を買うように求める」が正解。í①②③は記述なし。

問３ we want to keep our tickets at the low and affordable price of $10.(チケット代は１０ドル）
/ A Founder can see three shows a year for free.（１年に３回は無料）とあるので、＄１０で４
回見れることになる。④「１０ドルで年間４回の演劇を見る」が正解。í①は記述なし。②は
２５％オフ。③は駐車は無料。

第２問Ａ

記事

１０点

★客観的事実と主観的意見の識別
問１ BEST BRITISH NOVELS OF 2021（２０２１年イギリスの最優秀小説）／ Here are our
staff members' favourite works of long fiction that were published in 2021.（２０２１年に出版
された長編小説の中からスタッフが気に入った作品を紹介）より、③「２０２１年の新しい小
説」が正解。í①②は記述なし。④は詩の紹介ではない。

問３ 《難》 サムは、it might make parents feel that riding a bicycle is more dangerous than it
really is（自転車が実際以上に危険なものだと保護者に感じさせてしまうかも）／ Let's not scare
students away from riding bicycles or put financial barriers in their way.（生徒が自転車を敬遠
したり、経済的な壁を作るのはやめよう）とあるので、②「サム」だけがこの考えに反対して
いる。í①③④は不可。
問４ 新傾向 As for your ideas that cycling is not very dangerous, I disagree. My cousin had a bad
accident while cycling. Her doctor said her injuries would have been prevented by a helmet.（いとこ
が自転車でひどい事故にあった）より、①「彼女の親戚が自転車に乗っている間にケガをした」
が正解。í①はいとこの担当医。③は意見。④は同意見。
問５ 新傾向 サムが反対している理由は、①危険性を実際より助長する ②低所得家庭にこ
の装備品の購入が経済的負担になる、の２つ。ヘルメットや視認性の高い服がどれだけ高価で
家庭の経済的負担となるかを示す③「視認性の高い服の値段」が、サムの主張を裏付ける。í
①②④はサムの主張を裏付けない。

問２ The story is about a woman who moves to a small village and heals after her husband's
death by taking art lessons though she has never been interested in art before.（それまで興味が
無かったのに夫の死後美術のレッスンに心癒やされる）とあるので、①「新しい技能を習い始
める」が正解。í②は現実に存在するとは書いてない。③は村に引っ越してきた。④は記述な
し。
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第３問Ａ

Ｑ＆Ａ

Ａ１

各３点

ゼントピックではない。④は記述なし。

６点

★概要把握問題
問１ These steps control club members, which helps avoid issues such as disagreements over club
space or equipment, which often arise when there are excessive numbers of school clubs.（クラ
ブの数を制限。多すぎると活動スペースや設備をめぐるいさかいが起こる）とあるので、 ②｢学
校でたくさんのクラブがあると問題が発生すると考えられている」が正解。í①は可能。③は
記述なし。④は２０人。
問２《難》 ①―水曜日からクラブ会議の金曜日まで３日、顧問の先生の承認を得るのに７日。
最低１０日はかかる。②―水曜日からクラブ会議まで３日、生徒会に５日以上。校長の承認に
４日。最低１２日かかる。③―署名用紙の掲示に２日、顧問の先生の承認を得るのに７日。最
低９日かかる。④―署名用紙の掲示に２日、生徒会に５日以上、校長の承認に４日。最低１１
日かかる。最短は③の「９日」となる。面倒くさくて《難》。
★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

学校新聞

Ａ２

各２点

６点

問１《難》 新傾向 ここだけは選択肢も先読みしてから！
Ten months ago, a generous pet food company promised that if the shelter ould raise ¥10 million
form individual donors in one year, they would add ¥10 million to the donation.（①）⇒ I started
taking my host parents' neighbor's dogs on walks.（④）⇒ Since I started, my job has been to look
after the cats and dogs directly（③）⇒ Then, two weeks after I started volunteering, my supervisor
asked me to do one more job ― writing English letters to potential foreign donors.（ ②） .①（１
０ヶ月前）はカミラの来日前（３ヶ月前）のことであることをうっかり間違える。

問３ 《難》 Let me know what kind of work you're interested in, and I'll put you in touch with the
right person at the shelter.（どのような仕事に興味があるか知らせてください）より、④「事務仕事を
するのを好むかどうか」が正解。í①は記述なし。②は仕事内容ではないし、給料はそもそもボ
ランティアにはない。③はボランティアの仕事を聞いている。
＝★ここから難しくなる！ 時間がかかる！★＝

読解問題

メール

Ｂ１

２，３点

問４ 《難》 新傾向 There's evidence that deposits can decrease drink sales, and recycling could
also reduce employment in manufacturing industries since fewer containers would be needed（リ
サイクル→容器量の減少→製造業雇用の減少）／ Also having your containers collected is much
easier than having to drive to get refunds on deposits（わざわざ払い戻しに車で行くよりも容器
を回収してもらったほうがずっと楽ちん→不便）より、④「失業者の増加」 ①「利便性の低
下」が正解。
※複数解答の問題は苦手な生徒が多い。
問５ It seems strange that these bills, which seem to dramatically improve recycling rates, are
only implemented in 20% of the US, so maybe we should do additional research on why this is（リ
サイクル率を劇的に改善する法律がアメリカでたった２０％しか施行されていないのは奇妙だ。
もっと調査すべき）と言っているので、④「なぜボトル法を導入しているアメリカの州はこん
なに少ないのか」が正解。 í①はペットボトルの長所・短所の記述なし。②③は記述なし。

問２
The funds will be used to add some more rooms to the building which will be used to
house additional animals, as well as to buy the vacant space next door so that the dogs will have
more room to run around.（今以上に多くの動物を収容するために部屋を建物内に増設するた
めにも、犬が走り回れる空間を広げるためにも隣接する空き地を購入するために使われる予定）
より、④「動物の収容能力を引き上げたいと考えている」が正解。í①は記述なし。②は「ペ
ットフードの寄付」が×。③は隣は空き地。

第４問

問３《難》 I noticed that the amount of deposit money people receive when they return cans and
bottles varies depending on the state and that it seems to have a big effect on whether customers
return them so they can be recycled. That seems like a good topic for my part.（デポジットの金額が州
によって違っている。デポジット金額が缶やボトルを返却するかどうかに大きな影響を与えている）
より、④「なぜ買い物客はデポジットが高いと容器を返却するのか」が正解。í①②③はトピック
として述べられていない。

１６点

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
問１《難》新傾向 ＜タイトル付け問題＞ ガン患者を対象に手作りのブランケットを贈る慈
善団体を立ち上げた少女の物語。
「カドル・フォ－・キャンサー」と名付けて、入院中の子ども
や兵士にまで拡大して贈呈。誰もが抱きしめられる価値がある、と結論づける。したがって、
①「フェイス・ディキンソンはみんなを抱きしめる」がタイトルとして適切。í②③は「新た
な伝統」「自分の発明で命を救った」が×。④は主人公フェイスが関与していないので×。
問２ She named her newly created charity organization "Cuddle for Cancer," based on the
word her math teacher had used when she saw her gift.（組織の名前は数学教師が使った言葉に
由来）í②泣いたのはフランス語教師。③は「勧めた」とは書いてない。④は記述なし。
問３《難》新傾向 ここは選択肢を先読みしておく。本文に出てきたらマーク。When Faith's mom
picked her up from school that day, Faith told her that she wanted to make everyone feel as good
as her teachers and Aunt Lyndi did and would therefore create a charity organization to send
blankets to people who need them.（④）⇒ She named her newly created charity organization
"Cuddle for Cancer,"（②）⇒ People began donating money to help Faith make more blankets and
ship them all over the world. Within a few years, Faith had raised over $15,000 in donations that
allowed her to produce thousands of blankets and send them places as far away as the UK and
Australia.（⑤）⇒ Faith created a new campaign called "Kids at Christmas" that focused on
sending holiday-themed blankets to children who were sick in hospitals.（①）
※③はブラン
ケットを先生に贈るよりも前の出来事なのでどの空所にも入らない。

問１《難》＜テーマ問題＞ デポジットを義務化するボトル法の有効性がテーマ。①「デポジ
ットはリサイクル促進にどれくらい有効か」がタイトルとして正解。 í②③は記述なし。④
は最良州に関しては記述なし。
問２ I'm not exactly sure why the effect is so much greater on the recycling rates for these items,
but this would be a good topic for my part of the presentation, so I'll look into it more closely.（どう
してこれらの容器のリサイクル率の効果が高くなるのかをもっと調べてみる）と述べているの
で、②「なぜリサイクル率上昇が素材によって異なるのか」が正解。 í①③はケビンのプレ
-2-

問４《難》 Faith wanted everyone who got a blanket to feel cared for, so she designed each one to
reflect the hobbies of whoever she was sending it to.（その人の趣味を反映するようにそれぞれ
の柄を考案⇒②）／ Faith also made special blankets for soldiers who had returned home
wounded or with mental health problems.（負傷したり精神的問題を抱えて帰国した兵士に特別
なブランケットを贈った⇒⑤）í①④は記述なし。③は英語圏。 ※複数解答の問題は苦手な
生徒が多い。

③の合法的な購入はより少ない。
問２ 新傾向 The Weltmuseum of Vienna which houses 37,000 African objects,（Ｄ） In Germany, the
Humboldt Forum has over twice as many African objects（Ａ） The Quai Branly Museum in France has
70,000 items, （Ｂ）with the British Museum just behind them.（Ｃ） ウィーン世界博物館―３７，
０００点 フンボルトフォーラム―その倍 ケ・ブランリー博物館―７万点 大英博物館―そ
のすぐ後に続く
※本文とグラフを関連づけながら読む。この種の問題は第２日程に出題。

問５ Although Cuddles for Cancer is a success, it still operates entirely in English-speaking
countries. There are billions of sick people in South America, Africa, and Asia, many of whom
could benefit from a new blanket.（成功は英語圏に限られる。南アメリカ、アフリカ、アジア
には何十億もの病人がいて、新しいブランケットから恩恵を受けるだろう）と述べているので、
③「英語圏以外の国の人々に手を差し伸べること」が正解。í②はすでに活動。①④は記述なし。

第６問Ａ

《難》

読解問題

記事

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 This space also protects them from aggressive ocean creatures like sharks and barracudas.
（この空間はサメやカマスのような攻撃的な海洋生物から守る）とあるので、④「危険からの
避難場所」が正解。 í①②は人間側の恩恵。③は記述なし。

問３《難》 新傾向 However, the Italian government was finally able to persuade the United
States to return a number of Roman artifacts in 2017.（イタリア政府はアメリカを説得してロ
ーマ時代の遺物を返してもらった）＝⑤「西洋の国家間では品々が返還された事例もある」／
they can do that better in museums that have the highest number of international visitors such as
those found in Europe（ヨーロッパの博物館のような外国からの訪問者が最も多い博物館）＝
③「ヨーロッパの博物館には外国からの訪問者が最も多いものがいくつかある」í①は不正確。
②は記述なし。④は疑問視している。 ※複数解答の問題は苦手な生徒が多い。
問４ 新傾向 ＜結論＞ 最終文に European museums must work closely with governments
seeking a return of artifacts in order to find a solution that please all parties while still allowing the
artifacts to continue inspiring people to learn more about historical artifacts, their histories and their
cultural origins.（解決策を見つけるために、文化遺物の返還を求める各国政府と緊密に協力しあ
わなければならない）より、①「筆者はヨーロッパの博物館が外国と協力し合うことを主張し
ている」が筆者の見解。í②は微妙で難問。③は返還を要求する国々の主張。④は記述なし。

問２《難》By drawing fish to a certain area, artificial reefs also make fishing easier and help to
increase the food supply in developing countries（特定の場所に魚を引き寄せる事で漁業をやり
やすくする）より①「より容易な魚の捕獲」が正解。í②は海洋生物への恩恵。③④は記述なし。
問３《超難》There are also some who think it is possible that artificial reefs attract fish from
nearby habitats rather than actually causing fish populations to grow.（魚の個体数を増加させる
のではなく近くの生息域から魚を引き寄せているだけ）より④「全体として魚の個体数に影響
がない」が正解。言い換えを見抜け！ í①②③は記述なし。
問４《難》 新傾向 ＜要約問題＞ Rather than replacing the use of shipwrecks, they will be used
as part of a broad, combined effort to repair the world's oceans.（難破船の利用に取って変わる
のではなく、世界の海洋を修復するための広範な総合的な努力の一部として使われる）より、
③「海洋生態系の状態を改善するために現在行われている努力の一部である」が正解。í①②
は記述なし。④は優劣に関しては述べられていない。

第６問Ｂ

読解問題

教科書 Ｂ１ 各３点 １２点

問１ The problem began hundreds of years ago, when European nations spread their empires across
the world. Ancient objects were taken from countries like Egypt, Mexico, and any other places of
historical interest. Sometimes, the objects were purchased or acquired legally, but many more were
stolen or seized during times of war.（戦争中に盗まれたり強奪されたりすることの方がはるか
に多かった）より、④「元の国からそれらを力づくで持ち去る」が正解。 í①②は記述なし。
-3-

★誤りの選択肢の特徴は、「記述なし」か「すり替え」のどちらか。

