２０２２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（í）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あったが、今回はそうでもない。
本番並みの出題。時間配分を誤るな！♥♥♥
accept reservations for sports filed. On weekends, staff will arrive and leave two hours later than on
weekdays. （週末は平日より２時間遅く業務を開始し、２時間遅く業務を行う）より、土曜日
は１２時から５時までスタッフが業務をしている。土曜日の午後４時に行けば、③｢スタッフと
直接話すことができるだろう」が正解。 í①は記述なし。②は閲覧。④は予約可。

リーディング
第１問Ａ

本

CEFRＡ１

各２点

４点

★必要な情報を素早く読み取る ※来年このような写真が出題されることはないと思う
問１《易》Played at events such as weddings and funerals/ Used in current pop music as well as in
traditional festivals （結婚式や葬式／重要な伝統的祭り）から、①「重要な行事で」が正解と分
かる。í②③④のどこがダメかを考えてみよ。

問５ 新傾向「地域住民のコメントより Some people have been robbed or pickpocketed in the park
at night, so be careful.（夜強盗やスリにあった人もいるので注意）より、事実は①「公園内で犯
罪が行われたことがある」が正解。 í②は意見。③は記述なし。④は祝日に業務なし。
ポイント 「事実」は名詞・動詞が文章の中心。
「意見」は形容詞・助動詞が文章の中心。

問２ Balafon ―― African xylophone played with mallets, wooden hammers with rubber heads（ア
フリカの木琴でゴムのヘッドの付いた木槌であるマレットを使い演奏）から①が正解。

第２問Ｂ

第１問Ｂ

告知

Ａ２

各２点

問３ The winner will receive a $250 gift card for local shops. The other three finalists will each
receive a $100 gift card for local shops.（優勝者は＄２５０の商品券。最終候補残り３名は＄１０
０の商品券）より、④｢地元の商店で使える１００ドル分の商品券がもらえる」í①は記述なし。
②は１位で商品券。③は地元商店街のみで通用。

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 Every Thursday night they have Jazz in the Park. You can see talented local musicians playing
live music.（→ B） Barbecue grills have been moved to the concrete area between outdoor theater
and the baseball field./ If you want to use the soccer field on weekends, try to reserve it at least a
month in advance.（→ C)。したがって③が正解。í A は花火禁止。D は記述なし。E は使えない
日がある。
問２ NOTE より野外劇場→バーベキュー場→野球場
かって歩く」が正解。í①②③は記述なし。

★第１問・第２問を落とさない

問３
Many people also feel that food from their own plants tastes better than vegetables in stores
and that growing vegetables is less expensive than buying them.（自家菜園の野菜のほうがお店より
味がいいし、安くすむ）より、②「家庭菜園はお金の節約になる」が正解。í①③④は記述なし。
問４ 新傾向 But even growing just a few tomatoes gives you a sense of achievement and helps
you to feel closer.（ほんの少しのトマトの栽培でも達成感が得られ、自然により親しみを感じる）
と言っている。したがって、④「植物を上手く育てることはあなたの気分を良くしてくれる場合が
ある」が正解。 í①はバルコニーも。②は容易でないことも。③は記述なし。
問５ 新傾向 《難》第１段落――カナダの家庭菜園
第２段落――その理由 第３段落―
―筆者の賛成意見 という段落構成。したがって④「過半数のカナダ人が菜園を持っている」が
正解。
※あまりいいタイトルとは思わないが。

第３問Ａ

という配置が分かる。④「野球場に向

問３ The park office is located right next to the parking lot.（ 公園事務所は駐車場のすぐ隣）より、
③「公園事務所」が正解。í①③は駐車場の近くにあるとは書いてない。④は記述なし。
問４

１０点

問２ 新傾向 However, there are still people who don't like gardening at home.（家庭菜園を好ま
ない人もいる）とあるので、③「それは誰もが楽しめる活動だ」が書かれていない。í①②④
は書いてある。

問２《易》Entries will be accepted from 8:00 a.m. on Monday, March 1, until 4:59 p.m. on Friday,
March 5.（３月１日から３月５日まで）より②が正解。

ウェブサイト

各２点

問１ The survey found that over two thirds of respondents aged 55 and over are growing plants./
surprisingly, respondents aged 34 and under are more likely to be home gardeners than those aged 35
to 54.（５５才以上は３分の２以上が植物を栽培。３４才以下のほうが３５才から５４才より過
程菜園をしている傾向が強い）とあるので、⑤が正解。

６点

問１ The contest is open to anyone living or working in Florida（フロリダにお住まいまたはお勤
め方ならどなたでも応募可能）とあるので、③「フロリダ在住か勤務している」í①③は記述
なし。④は条件ではない。

第２問Ａ

雑誌記事Ａ２

The office is open from 10 am to 3 pm on weekdays, and staff there can answer questions or
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ブログ

Ａ１

各３点

６点

★概要把握問題

問１ 新傾向
Everyone voted for the most beautiful kite, and the one I voted for got first prize.
When it won, I was so pleased I took a photo.（最も美しい凧に全員が投票。私が投票した凧が優
勝。嬉しかったので写真を撮った）イラストから優勝したのは鳥のような凧だと分かる。④ ｢鳥
の凧が最も美しいと思った」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。í①は「参加した」が×。②はアーサーではない。③は記述なし。

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。

問２ There was also a kite making class for children. It was fun to see how serious they were about
planning and building their kites.（凧作成教室が開かれた。子どもたちが凧を設計し、組み立て
に真剣に取り組む様子を見ていて楽しかった）より、③「楽しんで」が正解。

第３問Ｂ

雑誌記事

Ａ２

各３点

第５問

９点

問２ The first part that I finished fell off my knitting needles and came undone, so I had to start the
sleeve again, which lost us about fifteen minutes.（私が最初に編み終えた部分が、編み針から抜け
落ちてしまい、もう一度始めから袖を編まなければならなくなり、１５分ロスした）より③「編
み針から毛糸が滑り落ちた」が正解。í①②④は記述なし。
問３ 新傾向
The oil made the yarn look yellow./ My job was to knit the left sleeve.（脂のために毛
糸は黄色／私の担当は左の袖を編むこと）より、筆者は②「黄色っぽい色の袖を作った」が正解。
書かれていることから次の事象を推測させるのは「共通テスト」の特徴。í①は「世界記録」が×。
③はオリー。④は「がっかりした」が×。

第４問

時間がかかる！★＝

《難》読解問題

ブログ

Ｂ１

２，３点

伝記

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 アプガーがアプガースコアを考案し、健康な赤ちゃんと子どもを育てることに尽力
した、が要点。②「健康な子どもを育てるのに助力して」が正解。í①は外科医になっていない。③
④は中心的テーマではない。

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、
She finished the sweater front before the three spinning members had finished spinning all the wool
into yarn.（②）⇒ They finished spinning just after lunch.（③）⇒ I didn't finish my sleeve until later
afternoon. Cathy started sewing the other pieces of the sweater together before I had finished.
（①⇒④）
※①と④の順序がひっかけ。

＝★ここから難しくなるゾ！

読解問題

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 「So this year, many directors invited me to preview performance.（多くの演出家から演劇の
プレビューに招待された）とあるので、③「多くの演出家からプレビューに招待された」が正解。í①
②④は記述なし。
問２ However, I'm not excited about this year's Willow Park Theater Festival. Last year, I found the
festival very disappointing.（あまり興奮しない。昨年ひどくがっかりしたから）とあるので、④
「昨年は劇があまりよくなかったと思っている」が正解。í①は「愛している」
。②③は記述なし。
問３《難》 though I wouldn't recommend it, since you wouldn't have time to take a meal break at one
of the superb restaurants in the theater district.（お薦めしません。というのは劇場地区にある素晴
らしいレストランの１つで食事休憩を取る時間がなくなってしまうから）／ I was very
impressed by the local dining options.（あの地区での食事の多彩な選択肢に感動）とあるので、
二人が一致しているのは、②「街の中のフェスティバルが行われる地区には、よいレストランがあ
る」が正解。
問４《難》 ビクター・カルーソーの劇＝ The Beginning
２月５日 The Beginning は１０時に
始まり１０時４０分に終わる。Sparrow Theater から Black Box Theater までは徒歩８分。したが
って①「その直後にSeeing Redに間に合って行くことができる」が該当。

問２ 新傾向
Apgar never married, and she never had children of her own.（ 結婚しなかった）
（＝
③） Despite her many public appearances, she also enjoyed quiet time at home, listening to music and
playing the violin.（バイオリンを弾いた）（＝④）
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。 She graduated fourth in her
class in 1933.（④）⇒ While she was a surgical intern at Columbia, a professor named Alan Whipple
told her that most women did not get good jobs as surgeons.（⑤）⇒ In facr, anesthesiology was not
accepted as a medical science until the mid-1940s.（ ①）⇒ In 1952, she created the Apgar Score based
on her long years of research.（③） ※選択肢を先読みすること。
問４ The score helps the doctor decide if the baby needs special care./ A baby with a total score of
10 is healthy, and a baby with a lower score may need special care to survive.（赤ちゃんが特別な手
当を必要とするかどうかを判定）より、④「一部の新生児が行き続けるのに特別な手当を必要
とする」が正解。í①は母親ではなく新生児。②は目的が違う。③は「人の声に反応」×
問５ About twenty years later, the United States Postal Service made a stamp with her picture on it
as part of series titled Great Americans.（「偉大なアメリカ人」と題された切手シリーズの１つと
して彼女の肖像が描かれた切手を作った）より、③「アメリカの郵便切手に肖像が使われた」
が正解。í①は「学長」が×。②は記述なし。④は「ノーベル賞」が×。

第６問Ａ

読解問題

論説文

Ｂ１

各３点

１２点

★文章全体のテーマを考えて
問１ The answer is that they were all extroverts, that is, people who are full of energy and enjoy
spending time with other people.（活力にあふれ、他の人と時間を過ごすのが楽しい）と説明があ
るので、②「他の人々と一緒に時を過ごすのを好む」が正解。í①は内向的で成功するリーダも
いる。③④は内向的な人の特徴。
問２《難》 However, he also found that extroverts did not do as well when leading groups of other
extroverts. Instead, introvert leaders were better at leading extrovert members because they let the
group create ideas.（しかし外交的な人は他の外交的な人のグループをリードするときにはそれ
ほどうまくいかないことも発見した。その代わり、内向的な性格のリーダーは、グループの人
がアイデアを生み出すようにするので、外交的な人のグループをリードすることがよりうまか
った）とある。リーダーの成功は導かれるグループによって決まることが分かる。よって、④
「リーダーに最も適した個性は、リードされる人のグループによって決まる」が正解。í①は
記述なし。②は「疲れる」
。③は自分は内向的だと言うリーダーには言及なし。
問３《難》 Over time, however, more people are recognizing that introverts can be good leaders, too.
（内向的な人もよいリーダーになれることが認められてきた）とあり、その具体例（ガンジー
・クリントン・ビルゲイツ）が引用されている。②「リーダとして成功を収めた内向的な人の
具体例を挙げる」が正解。í①は内向的リーダー。③は「調査／誤り」が記述なし。④は記述なし。

問５ 新傾向《難》演目ごとのチケット料金は＄１３．５。見放題は＄５０。５つ見るために
は１３．５×５＝＄６７．５ 見放題の方がお得。７５－５０＝＄２５――２８
３つ見るためには１３．５×３＝＄４０．５
７５－４０．５＝＄３４．５――２９

問４《難》 新傾向
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He found out that extroverts lead groups of introverts well. That may be because

introverts may wait for directions or instructions, and extroverts are good at making schedules and
telling everyone what to do.（外交的な人が内向的な人を上手くリードする理由は、内向的な人が
指示や命令を待つことが多く、外交的な人が予定を立ててり何をすべきかを教えるのがうまい
から）より、②「指示を与える」。Instead, introvert leaders were better at leading extrovert members
because they let the group create ideas.（内向的なリーダはグループの人がアイデアを生み出すよ
うにするので外交的な人をリードするのがうまかった）より⑤「創造性を高める」

第６問Ｂ

《難》読解問題

第３問

問１２ トーナメントは６月２日～４日。２日、３日はダメだが、最終日には行くよう努力す
る より④「６月４日」が正解。
問１３ 粘土はカウンターの上、紙は引き出しの中 より②「引き出しの中」が正解。
問１４《難》 ルームＡは狭すぎる、ルームＢに変更する より④「女性は会議の場所を広い
方の部屋に移す」が正解。③ではないから注意！
問１５ ７月に訪問したい。→あと１ヶ月待てばフェスティバルに行ける より③「８月に彼
女を訪れる」
問１６ さっき店から電話があって、一人辞めたからそこで働ける より②「彼は求めていた
仕事を得られる」
問１７ 黄色いドレスは７５ドル。今はセール中で５０ドルになっている より①「それは以
前より安くなっている」

論説文 Ｂ１ 各３点 １２点

問１ This category includes all stars that are stable, meaning that they do not change a lot in size
and shape. They are round because gravity pulls inward at the same time as thermal energy from the
core of the star pushes outward. They are mature stars, not ones that are just forming.より、②「安定
していて形が丸い成熟した星である」が正解。
問２《難》Type K ―― so type K stars can live many times longer than the Sun.⇒③「太陽よりずっと
寿命が長い可能性がある」 Type G ―― These cooler stars do not turn into black holes when they die.
Instead, they turn into unstable stars called red giants.⇒④「とても高齢になると赤色巨星になる」
問３《難》 In our own galaxy, the Milky Way, about 10% of the stars are white Type F or G stars.⇒①
「天の川銀河の星のおよそ１０％はＦタイプとＧタイプで、これらはほとんどが白い光を発する」
Their surface s may be 40,000 degrees Celsius! As a result, these stars are very bright and often look
blue./ Type B stars are very similar to Type O stars, but they are slightly smaller and not as bright. Vega in
the constellation Lyra is a famous Type B star that shines a bright blue color in the night sky.⇒⑤「Ｂタイ
プとＯタイプの星はどちらも青色だが、大きさが異なり、放出する光の量も異なる」

問１
問２
問３
問４

問５
問６
問７

第２問

問２２～２５ 新傾向問題【聞き取りのポイント】
飲み物――０ポイント マフィン――４ポイント プレーンドーナツ――１ポイント
定ドーナツ――３ポイント

モノローグ型質問選択問題

新傾向問題

短文発話内容一致問題

名

短文発話イラスト選択問題

ネコは窓際のタワーのハウスの中にいる ⇒④
山と海の絵葉書は持っている。今買っているのは違うやつ
部屋に入ると窓が開けっぱなしになっている ⇒②

モノローグ型図表完成問題

問１８～２１ 新傾向 I found my brother making a mess in the kitchen, and there was smoke
coming out of the oven.（②）⇒ I cleaned up the kitchen.（①）⇒ I took out some sugar and eggs to
make a new cake. Then, my father walked in.（④）⇒ I immediately found my brother and apologized
to him.（③）

問２６

Can you turn the music down? I'm trying to study hard for my exams.⇒②
To help their parents, Sachiko makes dinner and her brother does the dishes. ⇒①
I'm wondering what we should get Ann for her birthday. How about a phone case?⇒②
John left a message yesterday. I tried to call him back today but couldn't reach him.⇒④

第１問Ｂ

第４問Ａ

第４問Ｂ

リスニング
第１問Ａ

対話文質問選択問題

季節限

聞きながら表を埋めていく

※順番に聞きながら表に○×？を記入していく。

前

人前で話すのが上手

動物に興味

金曜日午前中空き

① Cindy Banks

○

○

×

② Greg Valdez

×(shy)

○

○

③ Jennifer Hamilton

○

○

○

④ Marcus Spellman

？

？

○
※ ？は英文からは不明

⇒①

第５問

対話文イラスト選択問題

問８ 横にポケット、Ｋの文字はついていない、上部に取っ手 ⇒③
問９ 縞模様は嫌い、旅行用サイズ、折りたたみ ⇒③
問１０ 弁当不要、喉が渇くから（＝水筒）、一日中日が差す（＝帽子） ⇒①
問１１《難》 エスカレーターを過ぎたところ、本屋の隣ではなく、喫茶店の手前

モノローグ型長文ワークシート完成・選択問題

問２７ Finding solutions for water shortages and taking action to help people around the world gain
access to safe drinking water are some of the most important tasks facing us today.（水不足の解決策
を見つけ、世界中の人が安全な飲料水を入手できるようにするために行動を起こすことが、今
日私たちが直面している最も重要な課題なのだ）より、２７に入る目的は③「誰もが安全な飲
料水を得る機会」
⇒③

問２８～３１新傾向
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発展途上国
先進国

――井戸を掘る→人々の生活を改善する
――雨水の収穫→容易な解決策 →賢明な方法（灌漑、機械の冷却、庭の水まき）

問３２《難》 Issues related to water must be taken care of at the local level first, to make sure the
solutions match the unique features of each coutnry or area.（水問題は、解決策が必ず各国・各地
域の固有の特徴に合うものになるように、地域ごとに対処せねばならない）より、①「地域の
特徴を考慮することが水不足解決のカギである」が正解。

①知らない単語は聞こえない！（⇒単語力の増強） 「花より単語」
②読めない単語は聞こえない！（⇒必ず音読）「アクセント身につかず」
③読めない英文は聞こえない！（⇒スクリプトに戻って再確認）

問３３ 新傾向【読み上げられた英文】＋グラフの内容 節水のアイデア――シャワー、皿洗
い、水漏れ修理
講義――あまりにも多くの飲料水が農業、興業、日常生活に使われている。
この二つを重ね合わせると、③「アメリカでは日常生活で節水する余地がある」となる。

第６問Ａ

対話文質問選択問題

●ヨシの論点―― Well, if you start studying another language, you might only learn the basics of it./
It's better to focus on one foreign language at a time, in my opinion.（基本しか身につかないか
ら、外国語学習は１つの言語に絞ったほうが良い）⇒①「１つの外国語を深く勉強するのが良
い考えだ」
●ケリーの選択―― Well, I thought if I added a second foreign language, I could travel more easily./
Maybe you 're right. Thanks for your advice, Yoshi.（もう一つ外国語を学べばもっと楽に旅行
ができる／君の言うとおりかも。アドバイスありがとう）２つ外国語を取ろうと考えていたケ
リーがヨシのアドバイスで、③「もう一つ外国語を取るべきか否か」の選択に迫られる。

第６問Ｂ

会話文意見・図表選択問題

▼次のような各人の発言のポイントを把握する。メモを取りながら聞く。
Emiko

I'm going to quit the class. I'll make up for the credits with a
another claas next year.

継続しない

Michelle

his classes are boring/ I guess I could try that before I
decide whether or not I should continue attending the class

再考する

Steve

I don't know if I'm going to continue in the class. After all,
it's an optional course.
í after all「だって～」

考慮中

William

But Professor Davis is the top chemist in the region. He's
won a lot of awards. He is so knowledeable. You can learn a
lot from him even if he isn't entertaining.

多くを学べる

問３６《難》 新傾向
したがって①が正解。

継続しないとはっきり決断しているのは上の表よりエミコ１人だけ。

問３７《難》 新傾向 上の表のウィリアムの発言より、デイビス教授は知識豊富で、学ぶべ
きことが多い、と言っている。そのことの根拠になるグラフを選べば良い。④のどんな先生か
ら学ぶべきところが多いかというグラフが正解。
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