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６月「進研共通テスト｣模試｢見直し｣プリント ２０２２年６月
（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」（１．０１と０．９９） 「賢者は歴史に学ぶ」（ビ

スマルク）の姿勢（＝失敗に学ぶ）を貫け！⇒『失敗』と書いて『成長』と読む。最後までいかない生徒たちの原因は、①語彙力不足 ②形式に慣れていない ③時間配分意識の欠如 の三つだ。復習の

際には、正解選択肢の根拠だけでなく、誤り（ダミー）の選択肢の理由（í ❤❤❤）も探っておくと力がつく。難関大は模試で８割以上を取ることが絶対条件となる。

第１問Ａ メモ CEFR Ａ１ 各２点 ４点
★必要な情報を素早く読み取る ここは絶対に落とせない！

問１《超易》Its dried root is used to ease stomach problems./ Its buds ease stomach problems.（胃
痛を和らげる）とあるので、④「胃の痛み」が正解。 í①③はキキョウ。②はシャクヤク。
問２《超易》Its root is used to help skin problems and to stop bleeding.（肌問題と出血を止める）
とあるので、②が正解。í①③④は止血の記述なし。

第１問Ｂ お知らせ Ａ２ 各２点 ６点
★ここも落とせない！

問１ Be sure to get your 20% discount on activities and Activity Action Sets, available to those
staying at the resort for more than seven days.（７日以上滞在する人は活動２０％引き）とある
ことから、 ①「割引価格でアクティヴィティをする」が正解。 í②③④は記述なし。
問２ 表にＸのマークが付いているものは子ども向けではない。表の記述より親子ができるの

は、「シュノーケリング（ガイド付き）」「釣り」「カヤック」の３つ。したがって②「ガイド付

きシュノーケリングとカヤック」が正解。 í①③④は条件に合わない。Ｘの注意書きに注意。

問３ Activity Action Set 1 (￡ 40 per adult) : Choose any three of the beach activities and receive a
free beach towel.（無料ビーチタオルを進呈）とあるので、①「特別な贈り物をする」が正解。
í②③は記述なし。④はセット２のサービス。

. centreはイギリス綴り（center) ★｢キーワード」の設定⇒本文を情報検索

第２問Ａ ウェブサイト Ａ１ 各２点 １０点
★客観的「事実」と主観的「意見」の識別 出題者の意図は？

問１《難》 表より５キロ以上離れた所に住んでいるのは４，５００＋５，２００＝９，７０

０人。学生の合計数は１９，７００人だから半数に満たない。②「学校から５キロ以上離れた

所に住んでいる学生は半数に満たない」が正解。í①は３分の１ではない。③④２㎞未満は１，

５００人で最も少ない。

問２《難》 グラフより大学のバス利用は１８％、公共のバス利用は７％。足して合計２５％
となる。したがって４分の１が④「バスで通学する」が正解。í①は３０％以上。②は３２％。
③は３０％以上。
問３ 新傾向 質問３の項目より、It is easier to bike or walk.（自転車や徒歩の方がより容易）
とあるので、①「自転車や徒歩の方が、あまり労力がかからない」が正解。í②③④は事実。
問４ 新傾向 Bicycles are not allowed on university buses.（大学のバスには自転車は持ち込め
ない）とあるので、③「学生は自転車をバスに持ち込めない」が正解。「事実」と「意見」を識
別できるか？両者が混在するネット情報を正しく読み解く力を身に付けて欲しい、という文科
省のメッセージ。重要
í①②は意見。④は記述なし。
問５ 新傾向 質問３より自転車や徒歩の方が楽チンとある。②「多くの学生がバスを必要と
しない場所に住んでいる」が最も適切。 í①③④は不適切。

. neighbourhood はイギリス綴り（neighborhood） ※あまり気にする必要はない。

第２問Ｂ 記事 Ａ２ 各２点 １０点

★複数の文書から情報検索
問１ You are reading an online forum for advice about time management during long study
sessions.（長時間勉強する時の時間管理）とあるので、③「時間管理の方法を説明すること」
が正解。 í①②④は記述なし。

問２ I find it hard to concentrate. That's especially true with big tasks like essays or studying for
final exams.（集中できない。特にレポートや期末試験の勉強など大きな仕事をこなすときには
特にそう感じる）とあるので、①「長時間勉強に集中する」が正解。 í②③④は不適切。
問３ So I tried the Promodoro Method, which was invented in the 1980s by an Italian student
named Fransesco Cirillo.とあるので、③「この手法は学生によって考案された」が正解。í①
は２５分。②は意見。④はジェフパークの役に立っていない。

問４ 新傾向 For example, it doesn't work for writing essays or making videos.とあるので、③「こ
の手法は動画を作るのにはよくない」が正解。判断力・思考力を問う。 í①②④は事実。

問５ 新傾向《難》Repeat Step 1 three times until you have finished four pomodoros. Then take a
15- to 30-minute break. Afterwards, set your timer and start again.とあるので、④「もっと長い
時間休んで、もう一度同じステップを終える」が正解。í①③は記述なし。②は１～３回後。

. afterwardsはイギリス綴り（afterward）

第３問Ａ ブログ Ａ１ 各３点 ６点
★概要把握問題 平均点がグッと下がる！

問１《難》 She expects to finish in four hours.（４時間でゴール）The same's true for the Banking
District. It's too bad, since Mari thinks it will take half of her time to reach that point.（そこへ着
くのに半分の時間がかかる）とあるので、②「マリはスタートから２時間後にバンキング・デ

ィストリクトに到着予定である」が正解。 í①は記述なし。③チャールズヒルが×。④は３地点。

問２ I'd love to cheer for Mari at Charles Hill, too...But we can't get to the finish line quickly from
there. So let's go to the other hill instead. After that, we can easily reach the final cheering area
before Mari. （代わりにもう一つの丘に行こう。そこなら最後の応援エリアに簡単にたどり着け
る）とあるので、③「Ｄ」が正解。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。慣れが必要。

第３問Ｂ ブログ Ａ２ 各３点 ９点

問１ 新傾向《難》 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、When I
bought my ticket, I had signed up for a handcrafting experience.（②）→ I followed my nose and went
to the foreign cuisine area. The choices were delicious. There were cooking demonstrations and
tastings. I learned how to make Chinese dumpling.（④）→ Then, I got a recommendation from a
volunteer to try the culture and foreign language exchange stalls. I expected boring lessons on
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grammar, but I was surprised to see many people enjoying talking and learning new words. They had
activities to win points from remembering words and then win prizes. It was great fun!（①）→ I had
such a fantastic time that I applied to be a volunteer at the London event next year.（③）í②と④の
順番を間違えない。過去完了に注意！初年度共通テスト第一日程に出て、正答率４１．６％だ

った。今年度も同様の出題があった。こんなところで文法が問われている！

問２《易》 London is always the main event location. However, this year Greenwood Town hosted
the event for the very first time.（グリーンウッド町が初めて主催）より、④「このイベントが
グリーンウッド町で開催されたのは今回が初めてである」が正解。
問３ 最後に It's really popular so if you wish to join me, I advise you to sign up on their webpage
as soon as you can.（ウェブページでできるだけ早く申し込む）とあるので、③「オンラインフ
ォームに必要事項を記入する」が正解。í①②④は条件に合わない。

. colourful, programmeはイギリス綴り（colorful, program）

＝★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 ３，２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 標題に You are preparing a presentation on e-commerce. 添付された表やグラフも日本と
他国の e-commerceを比較。エラとトモの返事の中でも日本と他国を比較している。②「日本と
他の国々のeコマース」が正解。í①③④は不適切。
問２ The difference between the two countries are even greater for mobile e-commerce. I'll focus on
that in my part of the presentation.とあるので、③「日本とイギリスにおけるモバイルeコマース」
が最も適切。í①②④はエラの内容に合わない。

問３《難》 Japan has many advantages for e-commerce in the future./ it has a great transportation
system for shipping./ almost 91% of the people use the Internet/ In my part of the presentation, I'll
explain these positive factors.とあるので、①「日本のeコマースを促進する要素」が正解。í②
③④はトモの内容に合わない。
問４《難》 最も低い国はグラフ２より②「インド」 そのインドより売り上げ高が３１億ド
ル少ない国は表より①「フランス」と分かる。 ※グラフ・表を正確に読み取る。
問５《難》 one company is testing drones to deliver packages to customer（ドローンで配達）
⇒Ｂ「顧客に商品を送る新しい方法」other companies are testing artificial intelligence for faster
customer service（迅速な顧客サービスに人工知能を試験）⇒Ｄ「顧客の要望にもっと迅速に対
応すること」これより⑤「ＢとＤ」が正解。 ※複数解答は正答率ダウン！

第５問 読解問題 伝記 Ｂ１ 各３点 １５点
★文章全体のテーマを考えて

問１新傾向《難》 you will give a presentation about a significant author/ Achebe's first novel has
been influential for writers in Africa, since it was one of the first books about early contact between
Europeans and African cultures from an African point of view.作家アチェベの苦悩と活動について
の話である。④「現代のアフリカ文学の父」が正解。í①②③は概要に不適切。
問２ 新傾向 《難》 One of the novels taught in their classes was Mister Johnson. The book was set
in Nigeria, but it was written by an Anglo-Irish author named Joyce Cary.（③）→ Things Fall Apart
was finally published in 1958./Achebe is best remembered for Things Fall Apart, which has sold 20
million copies and has been translated into 50 languages.（①）→ Achebe published three more novels
between 1960 and 1966.（②）→ Achebe returned to Nigeria once more in 1976, but while he wrote
poetry and short stories about the war.（⑤）④の交通事故は５作目を出した後の出来事なので×。

問３ 新傾向 To make matters worse, Achebe then struggled to find a publisher, since
companies worried there was no audience for books by African writers. ⇒③「アチェベは最初

の小説を出版してもらうのに苦労した」Events in A Man of the People were incredibly similar to

reality, leading the government to believe he was part of the rebellion. Achebe and his family fled to
England.⇒①「アチェベはナイジェリア政府から逃げなければならなかった」í②④は記述な

し。⑤は手書きは困難として述べられていない。 ※複数解答は正答率ダウン！

問４《難》 Achebe's book is set in an Igbo village, like Achebe's, in the late 1800s. The main
character, Okonkwo, is an Igbo leader who rebels against British authorities and takes his own life
when other villagers refuse to join his fight.より、③「アチェベの地域と似たような地域が経験
した対立」が正解。í①②④は内容に合わない。

問５ 最終文に Achebe's first novel has been influential for writers in Africa, since it was one of the
first books about early contact between Europeans and African cultures from an African point of
view.とあるので、③「それはアフリカ人作家の目から見たアフリカを表した」が正解。í①は
１８００年代後半。②は第一次世界大戦直後。④は記述なし。

第６問Ａ 読解問題 評論文 Ｂ１ 各３点 １２点
★各段落要旨＆文章全体のテーマを考えて センターと同じ

問１《難》 Have you ever saved money every week to buy an important item?/ This is the ability to
give up small things today to help you get something you really want in a few days, months, or
years.とあるので④「喜びの源」が正解。 í①②③は不適切な内容。
問２ The researchers claimed children who waited had better grades, scored higher on tests, and
were healthier. In other words, researchers believed delayed gratification was critical to children's
success in many areas of life.（待てる子どもが成績がよく健康。人生で成功するには満足遅延
が重要）とあるので、②「ごほうびを１５分待つことができる子どもたちの方が、人生でより

うまくいくだろう」が正解。í①は記述なし。③は最近の実験によって明らかにされた。④は

結論として不適切。

問３《難》 These include personal choices like using a low-powered setting on an air conditioner to
save money for a large purchase in the future.（将来の大きな買い物のためにエアコンの低電力モー
ドを使い貯金）より、①「一時的な犠牲を払うことには確かに利点があることを説明する」が正解。

í②③④は不適切。
問４ 新傾向 Further, the researchers found social backgrounds have a stronger influence on
U.S. students in school, their careers, and personal health.（社会的背景が学校、キャリア、個人
の健康に強い影響）とあるので、⑥「社会的背景」②「学業上の成功」í①③④⑤は不適切。

●時間配分を誤ると、ここまで行かない！
第６問Ｂ 読解問題 評論文《難》 Ｂ１ 各３点 １２点

問１ 新傾向 《難》Some countries like Canada, Russia, Finland, Norway and Sweden may see
expansions of farming, shipping, and other economic activities as their colder, far northern regions
become warmer and more livable.⇒①③ northern countries like Canada and Russia may see rapid
growth in their economies and populations./ few Russian people are moving to Siberia, people from
Central Asia, China, India, Japan, and other countries are now making homes there.⇒② one
researcher believes the best average temperature for economic productivity is between 13 and 15
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degrees Celsius.⇒⑤ 残る④「極寒の期間」はどこにも述べられていないのでこれが正解。

問２《難》 Farming in northern regions will also likely expand significantly. More areas will be
suitable for farms, and northern countries will enjoy longer growing seasons that help them grow more
types of fruits, grains, and vegetables.より、③「カナダ・ノルウェーそしてロシアに利益をもた
らす要素」が正解。í①②④は記述なし。
問３《難》 Since the early 1990s, Siberia has lost a quarter of its population. During the same period,
Russia's biggest city, Moscow, grew by 3 million people.（モスクワは３００万人人口増加）/ the
smaller of the two cities, Omsk, has one tenth of Moscow's population.（オムスクの人口はモスク
ワの１０分の１）よりグラフ③が最も適切。

問４ 新傾向 《難》 few Russian people are moving to Siberia, people from Central Asia, China,
India, Japan, and other countries are now making homes there⇒②「アジア諸国からシベリア
への人々の移動の継続」 But it is clear that these colder northern regions will become more
important to human civilization. They are sure to be a source of conflicts and new opportunities in
the next 20 years.⇒④「世界におけるこの地域のより重要な役割」 í①③⑤は記述なし。

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 ※２回読みをうまく活用して「先へ、先へ、前へ、前へ」

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《難》 to find his interview was supposed to have begun 15 minutes earlier（１５分早かっ
たことに気付いた）→④「ヘンリーは面接に遅れた」
問２ Zack's friends call him 'brain' because he can answer any question.（どんな質問にも答えら
れるので「ブレーン」と呼ぶ）→ ④「ザックの友人たちは彼がとても頭が良いと思っている」
問３ ...but now we get along well（今は仲良くやっている」→ ③「よい関係にある」
問４ I'm going to bed because I have to wake up early.（早く起きなければいけないのでもう
寝る）→ ③「話し手はこれから眠る」

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 The boy was tired, so he stopped playing with the girls and took a rest under a tree.（男の
子は疲れて女の子と遊ぶのをやめて木の下で休んだ）→②の絵が正解。

問６《難》 The larger designs of watches are as expensive as each other.（大きな時計はどれ
も同じくらい高価）→③の絵が正解。

問７ The girl just finished the main dish and is about to take her first bite of dessert.（メインディッ
シュを食べ終わりデザートを一口食べようとしている）→④の絵が正解。

第２問 対話文イラスト選択問題 各４点 １６点
★条件をしっかりと聞き取る

問８ 「もっと小さい弁当箱」「箸と袋がついている」の条件から、①が正解。
問９ 「ジャンパーは必要」「首を温かくするもの」「おやつは途中で買う」の条件から、④が正解。
問１０《難》「警察官になりたかった」→「両親の薦めで学校の先生に」の条件から、④が正解。
問１１ 「机の後ろ」「あまり光を必要としないからＯＫ」の条件から、①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》「試験官が病気に」→「お店に行きたかったが友達はみんな忙しくどこにも行かな
かった」より、②「家で過ごした」が正解。よく聞かないとひっくり返されたことに気がつか
ない。 ※共通テストではこのように情報がひっくり返されることがよくあるので注意が必要。。
問１３ 「本は図書館に返却」→「美容院」→「帰りにクリーニングを引き取る」から、④「図
書館に本を返却する」
問１４ 「難しくないの？母がそれを買ってくれたのは私が１０歳の時だったわ」より、②「と
ても幼い子どもには難しい」
問１５ 「教えてもらったことはない。オンライン動画を時々見る」より、④「動画を使って自
分で学んだ」
問１６《難》「あなたの代わりに私に会に出席してほしいのね？」より、②「金曜日に会議に出席する」
問１７ 「今までに一番いい回だったと思う」より、④「女性はそのテレビ番組を高く評価し
ている」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 「弟と私は電車に乗っていた」→「下車」→「探検」→「帰りの電車で眠る」

問２２～問２５《難》 Clothing should go in Section A.（衣類は Aに） We should sell them
(=books) on the Internet instead of putting them on the shelves.（本はネットに）put what's left in
Section C with the sporting goods（スポーツ用品は Cへ） ※仕分けに関する情報を整理して。

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

植 物 Ａ 行きやすい Ｂ 波のプール Ｃ 日陰

① Splash City × ○ ○

② Swim World ○ ○ ○ （正解）

③Waterway Adventures ○ ○ ×

④ Wetlands Park ○ × ○
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問２６ ※上のワークシートから全ての条件を満たすのは②。

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《難》 Global temperatures have increased 1.2 degrees since the industrial era. Yet the
impacts are more severe in the Arctic and the Middle East than other areas.より、②「他のほと
んどの地域よりも大きい」が正解。

問２８～問３１《難》 次の部分を聞き取る。
<active measures> air conditioning in outdoor areas like street markets and cafes. As for
buildings, in a soccer stadium for the 2022 World Cup, a Qatari engineer designed rows of small
holes under each seat that blow cool air onto spectators' legs!より、②「マーケットの冷却」⑥
「スタジアムの座席の冷却」 <passive measures> blue-colored streets made by a Japanese
company that reflect the sun's heat instead of absorbing it./ new buildings are required to reduce
the number of windows, which would otherwise cause sunlight to heat the interior.より、①「青色
の街路」 ③「より少ない窓」
問３２ Because Qatar is hotter than most countries, it offers useful examples of how human
society can adapt to a rapidly warming world.より、③「カタールには、他の国々が地球温暖化
にどのように対処できるかの好例がある」が正解。

問３３《難》 People are predicted to own a total of 5.5 billion space cooling units globally by 2050.
The current number is 2 billion.より、現在から２０５０年までに３５億台の冷房装置が増加。
グラフの冷房が３７％であることより、①「およそ３５億台の冷房装置が、３分の１を超える

電力需要増加をもたらすだろう」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 I think it's important for us all to do our part, even on vacation.（休暇であっても自分
たちの責任を果たすことが重要）より、④「観光客は自分たちの行動の影響を考慮すべきだ」

が正解。

問３５《難》 I never thought about trying to be environmentally responsible when traveling. I'll
have to consider my options.（旅行するときに環境保護に責任を持つようにするということは考
えてもなかった。選択肢をよく検討しなければならないわね）より、③「より環境に優しい選

択を旅行でするかどうか」が正解。

Ｂ 会話長文意見・図表選択問題 各４点 ８点

問３６《難》ケン――渋滞で止まったり発進したりすると二酸化炭素が増加→バイパスは必要

／二酸化炭素削減を優先（賛成） ダン――「僕もそう思う」（賛成）サリー――「バイパスを
建設するために自然の地域が破壊されていく」（反対） メグ――「バイパスが開通したら迂回

できる。待ち遠しい」（賛成） したがって反対意見はサリーのみで、①「１人」

★この問題がリスニングでは一番難しい。「呼びかけ」が大きなヒントになることを忘れるな！

問３７《難》「主な目的はすべての人の移動時間を短縮することね」「最近、移動時間がかなり

短縮できるという記事を読んだわ」とメグが発言していることから、一般道路１．４時間、バ

イパス０．８時間という移動時間を示している棒グラフ①が根拠となる図表。

【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！

※その際に声を出して発音・アクセントも ＝「花より単語」

【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。「さあ、いらっしゃい！」と待ち受けるのだ。空白時間を利用して

「先へ、先へ、前へ、前へ！」

【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用事を思い出して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（共通テスト本番もそうだった）、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」
【例】「警察官になりたかった」 → 「両親の薦めで学校の先生に」（問１０）

【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。

◆八幡の「リスニング三原則」
①知らない単語は聞こえない 語彙力増強
②読めない単語も聞こえない 音読の必要
③読めない英文も聞こえない スクリプトの精読


