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第1回9月 高校レベル記述模試（高1)（2021年9月26日実施） 

採点基準 英語 

３ 

 
3B 3点×5＝15点  
 
設問 次の日本文に合う英文になるよう，空所に適する語を書け。1 つの空所には英語1 語が入る。 
 
(1) 君が部屋で歌っているのが聞こえたよ。 
 I（    ）（    ）（    ） in the room. 
(2) あのテストは本当に難しかった。君がいい点を取れなかったのも不思議ではないよ。 
 That exam was really difficult. It’s（    ）（    ）（    ） couldn’t get a good score. 
(3) すみません。どうすれば駅に着けるか教えていただけませんか？ 
 Excuse me. Could you tell me how （   ） （   ） （   ） to the station? 
(4) 中国は世界で最も人口の多い国です。 
 China has a larger population than（    ）（    ）（    ） in the world. 
(5) 激しく運動しすぎることが健康に良くないのは言うまでもない。 
 It goes （   ） （   ） （   ） exercising too hard is bad for your health. 

 
【基準】 
 
各完答  スペルミス・語形ミスは1箇所でもあれば不可（各－3点）。 

(1) heard you  singing 

(2) no wonder / surprise you 

(3) I can / could get 

(4) any other country / nation / state 

(5) without saying that 
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3C  20点 
 
【問題】 
Write your answer in English to the following question in 50 to 70 words. Do you think it is good for children 
to start learning a foreign language at an early age? Explain why you think it is good or bad. 
 
【解答例】 
 I think it is good for children to learn a foreign language from an early age for the following reasons. First, 
there is evidence that it is better to start learning a foreign language at an early age if you want to be fluent 
in it. Second, it will help children to understand foreign cultures because languages play an important role in 
cultures.（63 words） 
 
【基準】 
① 語数 
制限語数（50〜70）違反は0点。 
 
② 内容 
以下(1)(2)に沿って採点する。 
 
(1) Do you think it is good for children to start learning a foreign language at an early age? という問いに答え

ているか。 
・問いに文全体を通して答えていない場合－6点。 
 
(2) why you think it is good or badを説明できているか。 
・①の意見に対しての理由が全くなければ－14点。 
・以下の場合は、10点を上限に、1箇所につき1点減点。 
 ＊ 理由が論理的におかしい、または不明瞭な場合。 
＊ 明らかに常識に反する，または根拠に乏しい場合。 
＊ 文と文が明らかに論理的につながっていない場合。 

 
③ 構成 
主張―理由・根拠－（結論）という構成になっているか。（減点の上限は6点） 
・Do you think it is good for children to start learning a foreign language at an early age? という問いに対して

の答えが冒頭に来ていなければ－3点。 
 
④ 表現 
以下(1)(2)に沿って採点する。 
(1) 語・句レベルでの文法・語法の誤り：１箇所につき１点減点 
(2) 構文レベルでの誤り：１箇所につき２点減点 
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(2) (5点×2) 
【設問】下線部(a)two approachesはどのような手法か、それぞれ40字以内の日本語で説明せよ。句読点も字数

に含める。 
 
【下線部(a)および解答参考箇所】 
There are (a)two approaches scientists use when studying boredom. The first focuses on different human 
personality types, trying to identify those who get bored more easily. It has been found that boredom 
generally lessens with age, although no studies have yet followed the same people throughout their whole 
lives. The second approach looks at boredom in a particular situation. To see when and how often people get 
bored, scientists ask people to do a monotonous task such as counting for a long time.  
 
【解答例】 
・人間の様々な性格の種類に着目し、より退屈しやすい人を特定しようとする方法。(37 字)  
・単調な作業を長時間させることで、いつどのくらいの頻度で退屈するかを見る方法。(38 字)  
 
【基準】 
・句読点を含めて字数制限(40字)を守っていないものは0点。 
・語彙の誤訳は原則一律1点減点。 
 
・1つ目 5点 

区分 配

点 
備考 

a …focuses on different 
human personality types 
異なる(人間の)性格の種類に

着目する 

2点 ・differentをhumanにかけた訳（「異なる人間が持つ人間性」など）

は-1 

b trying to identify those who 
get bored more easily 
より退屈しやすい人を特定し

ようとする 

3点 ・比較級moreの訳出がなされていないものは-1 
・thoseを「人( )々」以外で訳しているまたはそう受け取れる訳は-2 
・who節が thoseを修飾していないものは-1 

 
・2つ目 5点 

区分 配点 備考 

c To see when and how often 
people get bored 
いつどのくらいの頻度で退

屈するかを見る 

2点 ・To seeを副詞的に訳していないものは-2 
・when and how often…を seeの目的語としていないものは-2 
・「いつ」「どのくらいの頻度で」の片方がないものは-1 
・how oftenを「しばしば、どのように」と訳したものは-2 

D …ask…to do a 
monotonous task… for a 
long time 
単調な作業を長時間させる 

3点 ・「長時間」がない場合は-1 
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(2) (5点) 
【設問】下線部⒜について，筆者はなぜ冒頭の質問をこのように考えているのか。65 字以内の日本語で述べよ。

句読点も字数に含める。 
 
【設問箇所】 
That s̓ one of those (a)̒ it all depends  ̓questions 
「この問いは(a)「一概には言えない」問いの一つだ」 
 
【解答の根拠となる文】 
how you answer it depends on what we call a language, and deciding what is and what isn t̓ a language is 
not as easy as you d̓ think. 
「問いにどう答えるかは何を言語と定義するかによって変わり，また，何が言語であり，何がそうでないかを決

めるのは思うほど簡単ではない。」 
 
【解答例】 
言語の数がいくつかというのは，何を言語と呼ぶかにより，また，何が言語であり，何がそうでないかを決める

のは思うほど簡単ではないから。(65字) 
 
【基準】 
・65字を1字でも超えたものは得点を与えない（−5点） 
・解答の語尾は「〜から」や「～ため」など理由を表すものでない場合は減点（－1） 
・語彙の誤訳は原則一律1点減点。 
 

区分 配点 備考 

① 
how you answer it  
問い［質問］にどう答える［返

事する］かは 
1点 

 

② 

depends on what we call a 
language 
何を言語と定義する［呼ぶ/名付

ける/称する］かによって［応じ

て］変わり 

1点 

 

③ 

and deciding what is and what 
isn’t a language 
また，何が言語であり，何がそ

うでないかを決めるのは 

2点 

・deciding ~ a languageが is notの主語として理解できていない場合は

減点 (-2) 

④ 
is not as easy as youʼd think 
思うほど簡単ではない 

1点 
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(5)  (4点) 
【設問】下線部⒞を和訳せよ。 
 
【下線部】 

It is more difficult to maintain a language, however, when there are fewer people to speak it with and 
when another language is being picked up and used for communication with outsiders. 

 
【解答例】 
しかしながら，話す機会がより少ない場合や，外部の人とのコミュニケーションに本来の言語とは別の言語が習

得，及び使用されている場合には，言語を存続させることが難しくなる。 
 
【基準】 
・下記に言及されていない文法・構文レベルの誤訳は－１点。 
・下記に言及されていない単語レベルの誤訳・訳抜けは－１点。 
 

区分 配点 備考 

① 
however, 
しかしながら/しかし 

1点 
・however を「どんなに~でも」など、副詞として訳している場合は減

点 (-1点) 

② 
when there are fewer people to 
speak it with 
話す機会がより少ない場合 

1点 
・fewerの比較表現を無視したものは不可。 

③ 

…and when another language 
is being picked up and used for 
communication with outsiders 
そして外部の人とのコミュニケ

ーションに本来の言語とは別の

言語が習得，及び使用されてい

る場合 

1点 

・being picked up の対訳として「拾われて」「取り上げられて」は不可。 
・outsidersに「アウトサイダー」(カタカナ)は不可。 
・②と③の文が並列構造と理解していないものは③の区分で－1。 

④ 

It is more difficult to maintain 
a language 
言語を存続させることが難しく

なる 

1点 

・more difficultを単に「難しい」と訳出しているものは不可。 
・形式主語講文と理解していないものは不可。 

 
 


