
  

英文読解講座（５）  

⑤ センター試験：情報処理系問題の克服 

 

LV Check 項目 語彙 入試英語読解のレベル 必要な訓練 

0 
7～8 語であれば英文の意味を日本語に置き

換えて理解出来る。 
～1200 日常会話文読解レベル 

基礎文法の Pattern Practice 

英和辞典の活用 

1 

2 行～3 行の長い英文であっても、1 文ずつ

であれば、構造を正しく分析・理解し英文

の意味を日本語に置き換えて理解出来る。 

和訳読解レベル 

 （⇒ スラッシュ・リーディング） 体系的英文法の知識習得と運用訓練 

S Vの識別の基礎構文理解訓練 

文脈にあった辞書の語義の選択 

（入試和訳では日本語力の向上も） 

～3500 センター～MARCH（人文） 

5000～ 難関私大・国立 

2 
各段落の Topic Sentenceを意識しながら読

み、大意が把握出来る。 

パラグラフ・リーディング レベル 
Slash Reading・Phrase Reading 

ディスコース・マーカーの学習 

英文の６つの論理の学習 

パラグラフ・リーディングの訓練 

内容真偽問題による Scanning訓練 

指示語・内容語に関する訓練 

頻出 Topicの背景知識学習 

～3500 センター～MARCH（人文） 

5000～ 難関私大・国立 

3 
論理的思考力を必要とする英文の読解が出

来る。 

ロジカル・リーディング レベル 段落整序問題による論理訓練 

要約問題による論理訓練 

志望学部の入門レベルの背景知識学習 
5000～ 難関私大・国立 

4 
書かれている文章について自分の視点

から批評的な読みが出来る。 
クリティカル・リーディング レベル 

自由英作文による自己表現訓練 

背景知識や関連情報処理能力向上 

ディベートによる論理矛盾発見訓練 



  

 

 
 

 次の英文は次のグラフを説明したものである。この英文とグラフに基づき，以下の問い(Ａ，Ｂ)に答えよ。 

（1991 センター試験）（123 words） 

  This graph shows the rates of unemployment in five selected 

countries (A, B, C, D, and E) from 1980 to 1985. 

  B had one of the lowest rates in 1980, but this rose steadily over 

the next three years and in 1983 it was the same as the rate in A. The rate 

for the following year in B was slightly higher, but then unemployment 

there began to fall. 

  Countries C and E, on the other hand, started with the two highest 

levels of all. These continued to rise for two years before showing a slight fall. The similarity between the two countries 

ended there, however, when the rate in C started to rise steadily again, while that in E continued to fall. 

＜センター英語は私大英語の出発点！＞ 



  

Ａ 次の問い(問１～３)の空欄(  1  ～  3  )に入れるのに最も適当なものを，以下の①～⑤のうちから一

つずつ選べ。 

 

問１   1   was the only country where the unemployment rate was lower in 1985 than in 1982. 

 

問２   2   continued to have the highest rate of unemployment throughout the five-year period. 

 

問３ In 1985, the rate of unemployment in   3   was about midway between the rates in A and E. 

 

① A ② B ③ C ④ D ⑤ E 

 

 

 



  

Ｂ グラフと本文の内容に一致するものを，次の①～④のうちから一つ選べ。  4   

 

① In A, the rate of unemployment in 1982 was higher than that in 1984. 

② In B, there was a slight drop in the rate of unemployment from 1982 to 1983. 

③ In C, the rate of unemployment showed a steady decrease after 1983. 

④ In D, the rate of unemployment continued to rise, but remained the lowest of all. 

 

 



  

＜解答＞ 

3)  Ａ 問１ ⑤ 問２③ 問３② Ｂ ④ 

 

≪5 か国の失業率の年次変化≫ 

  このグラフは，5 つの国(A，B，C，D，E)の 1980 年から 1985 年の間の失業率を示したものである。 

  B 国では 1980 年の失業率は低い方だったが，次の 3 年間に少しずつ上がり，1983 年には A 国の失業率と同じになった。B 国の失業率は次の年も上がり続けたが，その後

下がり始めた。 

  それとは逆に，C 国と E 国の失業率は始めのうちは高かった。この 2 国の失業率は 2 年間上がり続け，その後少し下がった。2 国の同じような傾向はここまでで終わり，C

国の失業率がそこから少しずつ上がるのに対して，E国の失業率は下がり続けた。 

 

■熟語・構文 

  rate of unemployment 「失業率」 

  on the other hand 「これにひきかえ，逆に」 

 

 

 


