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第３回難関大記述模試（2019年 9月実施）英語・リスニング採点基準 
 

＊この採点基準では，部分点・別解の判断を要する問題のみ取り上げています。 
 

英語 配点表 

大問 配点合計 小問 配点 

1 45 

問 1 3×5 
問 2 3×5 
問 3 3 
問 4 4×3（順不同） 

2 45 

問 1 8 
問 2 6 
問 3 3 
問 4 6 
問 5 4 
問 6 6×3 

3 30 A 4×5 
B 5×2 

4 40 
A 2×5 
B 3×5 
C 5×3 

5 40 
A 5×4 
B 5×4 

 
リスニング 配点表 

大問 配点合計 小問 配点 

1 8  4×2 

2 12 (1) 2×3 
(2) 2×3 

3 15  3×5 
4 15  3×5 
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筆記 
 
第２問 
 
問１ ８点  
【解答】 
 ヨーロッパ人であることは人種でなければ価値観の話になるから，ヨーロッパの価値観とは何かという問

いはとても重要になる。 

【基準・配点】 

 次の部分に以下の点を配し，誤訳・欠如の程度に応じて減点する。 
要素 配点 要素 減点無し 

① This 
ヨーロッパ人であることは人種で

なければ価値観の話になるから， 

4点 

・this を明示していないものはマイナス 4 点。 

ヨーロッパ人であること ・「ヨーロッパ人」＝欧州[西欧]人／ヨーロッパ[欧州，

西欧]的 
・「〜であること」＝〜として存在する[生きる]こと／

〜という存在／〜になること 

人種の話でなければ ・「人種」＝種（族）／民族 

・「〜の話」＝〜について[関する]／〜のこと 

価値観の話になる ・「価値観」＝価値体系[基準] 

② is what makes the question 
“What are European values?” so 
important 
ヨーロッパの価値観とは何かとい

う問いはとても重要になる。 

4点 

・第 5 文型の把握ミスはマイナス 4 点。 

is what ・〜ことである 

makes ・〜にする[させる]／〜になる 

the question ・問い／疑問／質問／問題／問うこと 

What are ・何か 

European ・ヨーロッパ（人）の／欧州[西欧]（人）の／ヨーロッ

パ[欧州，西欧]的 

values ・価値（観）／価値体系[基準] 

so ・とても／非常に 

important ・大切[大事]な／重要な 

 
 

問２ ６点  
【解答】 

EU の新憲法草案に，ヨーロッパのキリスト教的遺産に関する言及がないこと。(36字) 
【基準・配点】 

次の部分に以下の点を配し，誤訳・欠如の程度に応じて減点する。 
要素 配点 減点無し 

①「EU の新憲法」 ３点 
・「EU」＝ヨーロッパ[欧州]連合 

・「新」＝草案／草稿／原案 

・「憲法」＝（憲法）条約／協約／協定／取り決め 

②「ヨーロッパのキリスト教的遺

産」 ３点 
・「ヨーロッパ」＝欧州／西欧[西洋] 

・「キリスト教」＝キリスト教徒／クリスチャン 

・「遺産」＝伝統 

③「言及がない」 ６点 
・「言及」＝文言／語／言葉／話／記述／コメント／触れて 
・「ない」＝欠落／除外／省略／不在 
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問４ ６点  
【解答】 
 人権を外で推進する自信を失っていたので，EU はシリア国民の人権を守る気になれなかった。(43

字) 
【基準・配点】 

次の部分に以下の点を配し，誤訳・欠如の程度に応じて減点する。 
要素 配点 減点無し 

①人権を外で推進する自信を失っ

ていた 3点 

・「人権」＝人的権利／人（として）の権利 
・「外」＝欧州[EU]外／海外／シリア 

・「推進」＝促進[展開]／進める／広める 

・「自信」＝信念／（自己）能力に対する信頼 

・「失っていた」＝失った／なかった 

②EU はシリア国民の人権を守る

気になれなかった 3点 

・「EU（1マス分も可）」＝ヨーロッパ[欧州]連合 

・「シリア国民」＝シリア／シリア（戦争）で 

・「人権」＝この（ような）権利（但し前に人権がある場合）／民主主義（勢力） 

・「守る」＝保護する 

・「気」＝意気／意欲／意志／（守）ろうとし（なかった） 

・「なれなかった」＝なかった 
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問６ ６点×３ 
【配点】 

正しい番号が選ばれていることに３点，正しい訂正に３点を与える。 
【解答】 

③「続いている」→「衰えた」 

⑤「拒んだ」→「求めた」 
⑧「を生んだ」→「から生まれた」／「が生んだ」 
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第３問 
 

B（各 5 点：計 10 点） 
【解答】 
（ア） 1. doesn’t [won’t]  2. excuse   3. to 
（イ） 4.  same  5. amount [amounts / deal / deals / quantity / quantities / volume / volumes]   
 6. as  
【基準】 
 ①（ア），（イ）とも，全てできて得点５点。 

 ②文字の大小は不問とする。綴りミスは認めない。 

  ③1を don’t [didn’t]，2を excuses [apology, apologies]，3を for にしたものは，各マイナス２点。 

  ④4と 6をセットで 4 similar,6 to としたものは，マイナス２点。 

 ⑤6を like にしたものは，マイナス２点。  
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第５問 
 
A（各 5 点：計 20 点） 
【解答例】 
(1) as soon as you 
(2) How many times been  
(3) yourself be deceived 
(4) doing what he says 
【基準】 

ミスの程度に応じて減点する。ただし、指定語句を使用していないもの、語数不足・過多は 0 点。 
 
B（各 4 点：計 20 点） 
【解答例】 
（あ）has been caused by elderly drivers’ carelessness 
（い）are advising drivers 65 and older to consider 
（う）it is desirable to equip all their vehicles with 
（え）to introduce auto-driving technology in 
【基準】 
・単語・イディオム・文法・語法・構文の誤り，要素の欠如の程度に応じて減点する。 
・各部分ごとに，問題の意図に沿わない内容である場合，あるいは英文として体をなしていない場合

は 0 点とする 
 
減点なしとする英文の例 
（あ） 
配点 要素 減点なしの解答例 

5 点 

〜によって 
起きている 

「起きている」（受動）be caused [brought about, invited, repeated]/（能動）happen [break out, come 
about, occur, take place] 
「〜によって」as a result of/by/because of [SV]/due [owing, thanks] to/through/as [since] SV 
「〜が原因である」has come from [of]/「〜の結果である」has been the results of 

高齢 「高齢」elderly/aged/old(er)/elder/senior 

ドライバーの 「ドライバー」△a [the] driver / (△the) drivers 
「の」所有格/of [by] / drivers’[driver’s]※アポストロフィーの位置不問 

不注意 
「不注意」 blitheness/blunders/carelessness/△distraction(s)/error(s)/fault(s)/heedlessness/inadvert-
ence/inattention/inattentiveness/incaution/inobservance/mindlessness/mistakes/neglect/neglectful-
ness/negligence(s)/regardlessness/remissness/slips/thoughtlessness/unawareness/unmindfulness（及
び以上の形容詞）/（副詞句）without paying attention など/ 

（い） 
配点 要素 減点なしの解答例 

5 点 

（O に V するよう） 
助言している 

「O に V するよう助言（提言・勧告）する」 
（不定詞）advise [counsel] O to V/recommend (for) O to V/ 
（that 節）advise (O) that S (should) V/recommend [propose, suggest] (to O) (that) S (should) V/ 
（動名詞）advise [propose, recommend, suggest] O’s [O] Ving 

65 歳以上 
（のドライバー） 

「ドライバー」a [the] driver / (the) drivers / those  
「65 歳以上」(who be) (aged/of) 65 and [or] older [above, more, over, up]/no(t) less than 65/at least 65/
（64 歳を超えて）older [more] than 64/over 64 

検討する 
「考慮・熟考」 
（他動詞）consider/contemplate/take into consideration [account]/weigh 
（自動詞＋about/on/over など）brood/muse/reflect on/ruminate/see about/speculate/think/turn over 
（自・他）deliberate/mull (over)/ponder 

（う） 
配点 要素 減点なしの解答例 

5 点 

〜が望まれる 
it is desirable [advisable, preferable, recommended] to V/We [People, You] hope [anticipate, desire, 
expect] that SV/it is hoped [anticipated, desired, expected, preferred, recommended, requested, 
△wished] that SV/S is expected to V 

（A）に 
〜を備えつける 

equip A with/（VMO の語順になるもの）install [fix (up), lay, mount, place, put, plant, rig (up), set (up)] 
in A/attach to A 
＊（A が装置を持つ）it is hoped that A have 

A＝そのすべて （その＝car）all of them/them all/all cars [automobiles, vehicles]/every car 
（その＝their car）all (of) the  [their] cars [automobiles, vehicles]/their every car 
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（え） 
配点 要素 減点なしの解答例 

5 点 

〜し to (introduce)/that (S (should) introduce [be introduced])/about [for, on] (the introduction, introduc-
ing)  

自動運転 automatic [autonomous] driving/auto-driving [self-driving]/driving by robots 

技術 「技術」technology(-gies)/technique(s)/methods/skills/ 

導入 

「導入」introduce/add/adopt/apply O to cars/bring in/bring [provide] O to the market/embrace/em-
ploy/implement/import/incorporate/induct/infuse/inject/innovate/insert/install/invite/make O into 
cars/put [set] in (place)/put [turn] O to practical use [application]/usher [phase] in/「受容・認可」ac-
cept/admit/allow/approve/authorize/license/permit/「開始」begin [commence, initiate, launch, start]/
（及び以上の名詞・動名詞） 

〜に間に合って in (time for) 
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リスニング 
 
第１問 
(1), (2) 各 4 点：計 8 点 
【解答】 

(1) 4 点 said to have one 

(2) 4 点 sixteen seventy-three 
[1673] and designated it 

 
【基準】 
・1 語につき 1 点とする。 
・正しい語が書かれていても記入すべき解答欄の位置が間違っている場合は点を与えられない 
・スペルミスは認めない。 
 
 
     
第２問 
(1)A～C, (2)D～F 各 2 点：計 12 点 
【解答】 

(1) A 春 B 上昇気流 C 農作物[収穫] 

(2) D 1809 E 奨学金 F 軍事[軍，軍隊] 

 
【基準】 
・日本語訳は必ずしも解答と一言一句同じでなくてもよい。（同趣旨の語は認める。） 
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