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第1回9月 高校生レベル記述模試（2019年9月29日実施） 

採点基準 英語 
 
 

配点表  

大問 小問 小問配点 小問数 小問得点 大問得点 

第1問 

A 3 4 12 

50 
B 3 4 12 

C 4 3 12 

D 2 7 14 

第2問 － 2 25 50 50 

第3問 

A 3 5 15 

50 B 3 5 15 

C 10 2 20 

第4問 
A 5 4 20 

25 
B 5 1 5 

第5問 

(1) 3 1 3 

25 

(2) 3 1 3 

(3) 3 1 3 

(4) 3 1 3 

(5) 4 1 4 

(6) 3 1 3 

(7) 3 1 3 

(8) 3 1 3 

合計    200 

 
１．番号・記号を解答する問題は別解なし。括弧などの形状は問わない。1，①，(1)などすべて同じと見なす。 
２．日本語の句読点の誤りや字の書き方のクセなどは好意的に解釈し不問とする。また， iの点，tの横棒の欠

落なども指摘のみで減点しない。 

３．軽微な日本語の誤字・脱字は減点しない。 
４．未完成でも書いてあるところまでは原則として採点する。 

４．余分な部分まで書いているものは，その部分は原則不問とする。 
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１ 

高１・２共通 

 
B 数値記入，別解なし 
 
C 4点×3＝12点 
 
 字数オーバーは0点。下限はなし。 
 下の【基準】の内容を満たすものは満点（4点）。 
 趣旨はほぼあっているが部分的な不足や表現にやや難があるものは，程度に応じて 
 1カ所につき1，2点減点。 

 
(1) 該当箇所：If you’re working on the computer, you need to stop at least two hours before bedtime.（コ

ンピューターを使って仕事をしているのなら，少なくとも寝る2 時間前にはやめる必要があります）に相当

する内容。 
 （解答例）就寝の少なくとも2 時間前には，コンピューターの作業をやめるように助言した。（37 字） 
 
 【基準】「寝る2時間前にコンピューター（の使用）をやめる」があればよい。 
 
(2) 該当箇所：I have a theory that it’s because whatever you were doing on the computer is still on your 

mind, so you think about it a lot and are not able to get to sleep.（私の考えでは，コンピューター上でして

いたことが何であれ頭に残っていて，そのことをあれこれ考えて眠れなくなるということではないでしょう

か）に相当する内容。 
 （解答例）コンピューターでの作業内容が頭［心］に残って，あれこれ考えるために眠れなくなる。（37 字） 
 
 【基準】「やっていたことが頭［心］にあって，いろいろ［たくさん］考えるから」があればよい。 
 
(3) (a)＋(b)完答で4点。部分点なし。 

(a) 「光」，「明るさ」，「明かり」，「ライト」など。（light） 
  「スクリーン［画面］の光」なども可。「日光」「外の光」は不可。 
(b) 「減る」，「減少する」，「減らされる」など。（reduce） 

 
 
D 各2点×7＝14点 
 
下記の英語に相当する日本語の解答は認める。 
(1) climate change「気候変動」など  
(2) (extra) water vapor「（余分な）水蒸気」 
(3) 1600 
(4) 75 
(5) glacier(s)「氷河」 ※「氷」「氷山」は不可。 
(6) Greenland「グリーンランド」 
(7) 9 
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３ 学年別問題 

 

高１ 3B 3点×5＝15点〔各完答〕 

(1) must, have, rained 
(2) goes, without, saying 
(3) more [better], than, do 
(4) What, it, to 
(5) number, has, since 
 

高１ 3C 10点×2＝20点 

下記の区分に分けて配点。 
軽微なスペルミスは－1点。その他の部分的な誤りは1箇所につき－2点。 
意味が伝わらない区分はその区分0点。 
 
【区分と配点】 
(1) 中古品を買うのは(5)／環境に良いのです(5) 
(2) インターネットのおかげで，(2)／私たちは良い状態の中古品を(4)／簡単に買うことができます(4) 
（解答例） 
(1) (First,) buying used items is good for the environment(.) 
(2) (Second,) thanks to the Internet[internet], we can easily buy used items in good condition(.) 
    ※internetは小文字も可。 
 

高２ 3B 3点×5＝15点〔各完答〕 

(1) doesn’t, matter, whether [if] 
(2) sure, not, to 
(3) prevented [stopped, kept], from, entering 
(4) careless, of, me 
(5) his, eyes, closed [shut] 
 

高２ 3C 10点×2＝20点 

下記の区分に分けて配点。 
軽微なスペルミスは－1点。その他の部分的な誤りは1箇所につき－2点。 
意味が伝わらない区分はその区分0点。 
 
【区分と配点】 
(1) 子供を外国に送り出す(5)／だけの余裕のない家庭は多い(5)。 
  ※「余裕のない」のニュアンスがなく単に「送り出せない」としたものも減点しない。 
(2) 海外に行かなくても(4)／英語を効果的に学べるさまざまな方法があります(6)。 
 
（解答例） 
(1) Many families cannot afford to send their children to foreign countries (while paying university fees.) 
(2) (Second,) there are various ways to learn English effectively without going abroad(.) 
 



 
19-1 高校生レベル 

4 
 

４ 

高１・２共通 

 
B 内容説明（5点） 
 
本文該当箇所：It is believed that such visions will help the young men find their purpose in life and their role 
in the community.（そのような幻想は，若い男性が自分の人生における目的と，地域社会における自分の役割を

見つけるのに役立つと信じられている） 
 
【基準】 
字数オーバーおよび全体としての趣旨そのものが誤っているものは0点。 
部分的に難があるものは次の区分の配点を減点。 
① 1点 find（見つける／知る） 
② 2点 their purpose in life（人生の目的） 
③ 2点 their role in a community（地域社会での役割） 
 
 

５ 

高１・２共通 

 
(1) fireworks displays  別解なし 
 
(2) 下線部和訳（3点満点） 
【下線部】(b) In Japan, however, fireworks displays are often held for the purpose of enjoying the fireworks 

themselves, not celebrating a holiday. 
（解答例）しかし日本では，花火大会は祝日を祝うためではなく，花火自体を楽しむために行われることが多い。 
（解答例）しかし，日本で花火大会がしばしば催されるのは花火自体を楽しむことを目的としており，祝日を祝

うためではない。 
 
●次の区分に分けて配点。区分を超えて減点はしない。 

区分 配点 備考 

In Japan, however, fireworks displays are often held 
「しかし，日本では花火（ショー）がしばしば開催される」 

1点 
 

for the purpose of enjoying the fireworks themselves, 
「花火自体を楽しむために」 

1点 
 

not celebrating a holiday. 
「祝日を祝うためではなく」 

1点 
 

・同等のことを言っていれば認める。 
・構造を理解した上での意訳は認める。 
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(5) 内容説明（4点満点） 
 
  下線部：(d)The shape and contents of the fireworks in Japan are very different from those in the United 

States. 
   （日本の花火の形と内容はアメリカの花火のそれとはたいへん違う） 
 
  本文該当箇所：While Japanese fireworks open in a round shape and sometimes change color as they 

expand in the sky, American fireworks are not always round and often have just one solid color.（日本

の花火は丸い形に開き，時には空に広がりながら色を変えるが，アメリカの花火は必ずしも丸くなく，

色も単に一色だけの場合が多い） 
 
 （解答例）日本の花火は丸く広がり色が変わることがあるが，アメリカの花火は必ずしも丸くなく単色のもの

が多い。（48 字） 
 
 【基準】 

区分 配点 具体事例 備考 

・字数オーバーは0点。 
・全体としての趣旨そのものが違うものは，部分的に合っていても0点。 
・以下の表現区分に得点を配分し，部分的に難があるものは該当の点数を減点。 

日本の花火 

1点 open in a round shape 

丸い／丸く広がる 

1点 (sometimes) change color 

色が変わる／色を変えることもある 

アメリカの花火 

1点 not always round 

丸いとは限らない／必ずしも丸くない 
※not always のニュアンスがないものは不

可。 

1点 (often) have just one (solid) color

単色［1色］である（ものが多い） 
 

 
 
(7) differences ※単数形differenceも減点しない。 
 
 
 


