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第1回6月 東大本番レベル模試 英語採点基準 

 
 記述問題の採点は問われた内容にほぼ正しく答えているかどうかで判断することを原則とし，表記上の些細な

ミス（例えば，iの点や tの棒の脱落など）は減点しない。 
 
  配点表  

大問 小問 配点 小問数 小計 大問ごと 

1 

A 要約 12 1 12 

24 B (ア) 単語記入 2 1 2 

B (イ) 記号 2 5 10 

2 
A 英作 12 1 12 

22 
B 英作 10 1 10 

3 

A 記号 2 5 10 

30 B記号 2 5 10 

C記号 2 5 10 

4 

A 記号 2 5 10 

22 
B (ア) 説明 4 1 4 

B (イ) 和訳 4 1 4 

B (ウ) 和訳 4 1 4 

5 

(A) 並べ替え 3 1 3 

22 

(B) 説明 4 1 4 

(C) 説明 4 1 4 

(D) (ア) 記号 1 6 6 

(イ) 記号 2 1 2 

(ウ) 記号 3 1 3 

合計         120 

 
 1(B)(ア)はdiffernce以外不可。綴りの誤りは１字でも不可。 
 5(A)は I took to be agreement about the shame以外不可。綴りの誤りは１字でも不可。 
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【１】－Ａ（12点満点） 
【例１】 

 「科学的に証明された」という考えは，疑いの余地を排除してものの見方を固定化する点で有害である。不確実さ

のほうが信頼性が高いのだが，これを弱点と考えるところから愚かな思考が生ずる。確実さではなく確率の高さを

思考の基本とすべきだ。（113 字）  

【例２】 

 「科学的に証明済み」という考えは有害であり，人は前提を疑うことで知識を改善することができる。信頼できる

不確実性を正しく評価できないことが社会の愚かさの源であり，結論を下すには高い蓋然性があればいいと気づけ

ば，人の考え方が向上する。（115字） 

 

必須項目 
（12点） 

 
①「『科学的に証明されている』という有害な概念がある。確信の欠如が結論を信頼できるものにす

る。確信は有害無用である」（6点） 
There is a widely held notion that does plenty of damage: the notion of “scientifically proved.” 
Lack of certainty is precisely what makes conclusions more reliable than the conclusions of 
those who are certain, ...  
Therefore certainty is not only something of no use but is also in fact damaging, if we value 
reliability. 
►「科学的に証明されている」(scientifically proved)に相当するものがないものは２点減点。 
►「害（を与える）」([do] damage / damaging)に相当するものがないものは２点減点。 

○「有害／損害」は「害」と認める。×「ダメージ」は「害」と認めない。 

►「信頼できる」(reliable)または「信頼性」(reliability)に相当するものがないものは２点減点。 

×「依存できる」は「信頼できる」と認めない。 

②「不確実性の価値を正しく評価できないことが社会の愚かさの原因であり，多くの人が確信の欠如

を知識の源ではなく弱さのしるしと見なす」（4点） 
Failure to appreciate the value of uncertainty is at the origin of much silliness in our society. 
Still, many people do this kind of thinking, because the lack of certainty is perceived as a sign 
of weakness instead of being what it is—the first source of our knowledge. 
►「不確実性」(uncertainty)に相当するものがないものは２点減点。 

○「不確実性」は「不確か／不確実さ／確実でない」でもよい。 

○「確信の欠如」(lack of certainty)は「不確実性」と認める。 
×「信じない／信用しない／疑う」は「確信の欠如」と認めない。 

►「愚かさ」(silliness)に相当するものがないものは２点減点。 
○「弱さ」(weakness)は「愚かさ」と認める。 

×「欠点／もろさ／ウィークポイント」は「弱点」と認めない。 

③「知識は確率に基づいている。確率の意味を理解して，結論を下すためには高い確率だけが必要な

のだということに気づくことが，あらゆる人の考え方を向上させるだろう」（2点） 

Knowledge itself is based on probability in nature. A better understanding of the meaning of 
probability—and especially realizing that we don’t need (and never possess) “scientifically 
proved” facts but only a sufficiently high degree of probability in order to make 
decisions—would improve everybody’s way of thinking. 

►「確率」(probability)に相当するものがないものは２点減点。 
○「蓋然性／可能性／起こりそう」は「確率」と認める。 

○「（たぶん）起こるだろう／起こるかもしれない」は認める。 

×「予想／プロバビリティー」は「確率」と認めない。 
  ① 内容の不足は上記配分で減点。内容の順序は問わない。 
 ② その他，誤訳，不適切な表現は程度に応じて１～２点減点。 
 ③ 字数制限を満たさないものは0点。 
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【２】－Ａ （12点満点） 
 
 
【例1】 
Texting and emailing are no doubt convenient forms of communication. Texts and emails are quick and will not 
bother the receiver as much as phone calls. On the other hand, text communication can be superficial. Letters on 
the screen look impersonal, conveying less emotional warmth when compared with handwritten messages and 
letters. Technology is dependable, but we should remember to consider how to combine technology with a human 
touch. （69 語）  
（携帯メールやE メールが便利なコミュニケーションの形式であることは間違いない。携帯メールやEメールは速

く，電話ほど受け手を煩わせることはない。一方で，文字によるコミュニケーションは表面的になりがちだ。画面

上の文字はよそよそしく，手書きのメッセージや手紙に比べると感情がこもった温かさを伝えない。科学技術は頼

りになるが，私たちは忘れずに科学技術に人間味を加える方法を考えるべきだ） 
【例2】 
Artificial light is very useful for our lives as a substitute for sunlight. It gives us extra time for work and leisure, 
which makes our lives more convenient. Without artificial light, we couldn’t do normal activities at night. But at 
the same time, doing an activity at night could damage our physical and emotional health because it disrupts our 
biological clocks. Also, working longer could make our lives more stressful. We should recognize the potential 
dangers behind convenience. （78 語） 
（人工的な照明は太陽光の代用として我々の生活にたいへん役立っている。それは我々に仕事やレジャーのための

余分な時間をもたらし，我々の生活をより便利にしてくれる。人工的な照明がなければ，我々は夜間に通常の活動

ができなくなるだろう。しかし同時に，夜間に活動することは，体内時計を狂わせるため，我々の心身の健康を損

ねる可能性がある。また，長時間働くことは，生活をストレスの多いものにしかねない。我々は便利さの陰にある

潜在的危険を認識すべきだ） 
 
１．文法・語法・綴りの軽微な誤りは１点減点，重大な誤りは２点減点。同じ誤りでもすべて減点。 
２．語数制限（60語～80語）を満たさないものは0点。 
３．内容面で以下のポイントを満たさないものは，それぞれ該当の点数を減点。 
 

ポイント１ 「便利な［もの／こと］」（6点） 

＊「便利な［もの／こと］」にまったく関係がないものは６点減点。 
＊「良いところがある［もの／こと］」でよい。 
＊「便利な［もの／こと］」の説明が不十分なものは３点減点。 

 

ポイント２ 「不都合な［もの／こと］」（6点） 

＊「不都合な［もの／こと］」にまったく関係がないものは６点減点。 
＊「良くないところがある［もの／こと］」でよい。 
＊「不都合な［もの／こと］」の説明が不十分なものは３点減点。 
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【２】－Ｂ（10点満点） 
 
 
【例1】It is said that we can think more rationally as we get older, but we often find it hard to free ourselves from 

the somewhat fascinating idea of breaking taboos. 
（我々は年を取るにつれてより理性的に考えられるようになると言われるが，禁忌を破るというどこか魅力的な考え

から逃れるのはしばしば難しい） 
【例2】It is often pointed out that the older we get, the more sensible we become. However, we somehow cannot 

help giving in to the mysterious charm of doing what we are told not to.  
（人は年を取れば取るほど分別がつくようになるとよく指摘される。しかしながら，人はするなと言われることをす

ることの謎めいた魅力にはなぜか降参せずにいられない） 
【例3】We are supposed to become more reasonable with age, but it still seems difficult to resist the strange 

temptation to do forbidden things.  
（我々は年齢とともにより合理的になるとされているが，それでもやはり禁じられたことをすることへの不思議な誘

惑に抵抗するのは困難なようだ） 
【例4】Even though we say that we know better than to make a risky attempt as we age, we still seem to yield to 

an unexplainable attraction to something forbidden.  
（我々は年を取ると危うい試みをしないだけの分別がつくと言うけれども，我々はなお，禁じられたことに対して感

じる説明がつかない魅力に屈服するようだ） 
 
１．文法・語法・綴りの軽微な誤りは１点減点，重大な誤りは２点減点。同じ誤りでもすべて減点。 
 
２．次の区分を目安に得点を配分する。 
 
①「年を重ねて分別がつく」（2点） 
②「などといいながら」（2点） 
③「やはり～に私たちは抗いがたいようだ」（2点） 
④「～の持つ謎の魅力」（2点） 
⑤「禁じられたもの」（2点） 
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【４】－Ｂ (ア)（４点満点） 
 
＜問題部分＞  

you had no idea that there was a gap in your knowledge in the first place. 
＜例1＞ 
そもそも自分の知識に欠落があることすら知らなかった。 
＜例2＞ 
第一に，知識に穴があることが分からなかった。 

 
区分 配点 具体事例 

you had no idea that ... 
（あなたは）…とはまったく考えなか

った 
１点 

×hadが過去時制だとわかっていないものは不可。 
○noの訳は否定であればよい。（「まったく」はなくてもよい） 
×that が idea と同格の名詞節を導く接続詞だとわかっていないも

のは不可。 

there was a gap 
欠落がある 

１点 
×there is構文だとわかっていないものは不可。 
○gapの訳は「隙間／ずれ／穴」など認める。 
×gapに「崖／断層／幅／違い／差」は不可。 

in your knowledge 
自分の知識に 

１点  

in the first place 
まず第一に 

１点 

○「 初に／初[始]めに／一番目に」なども可。 
×placeを「場所／ところ／位」と訳しているものは不可。 
×「 初の／初めの」など knowledge にかかる形容詞句ととって

いるものは不可。 
 
① 上記の区分に分けて配点し，区分内に１か所でも誤りがあればその区分は0点。 
② 語句の誤訳，訳漏れ，英語のまま，不自然なカタカナ書きは減点。 
③ 構文を理解した上での意訳と認められるものは減点しない。 
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【４】－Ｂ (イ)（４点満点） 
 
＜問題部分＞ so の内容を明らかにしながら和訳せよ。 

except for, say, a long prison sentence, it is likely to remain so. 
＜例1＞ 
たとえば長期間投獄されるというようなことでもない限り，知ってはいるが読んだことのない本という状態のままだ

ろう。 
＜例2＞ 
たとえば長期刑の宣告を受けるといった場合を除けば，その本が既知の未知であることは変わらないだろうと思われ

る。 
 
区分 配点 具体事例 

except for a long prison sentence 
長期刑を宣告される場合を除いて 

１点 

○「長期の刑を宣告されて刑務所で読むということにでもならない

限り」など，適切な意味であれば意訳も認める。 
×except forが前置詞句だとわかっていないものは不可。 
×longの訳抜けは不可。 

say 
たとえば 

１点 

×訳抜けは不可。 
×「～と言いなさい／～としよう」など，sayを命令文と誤解して

いるものは前の項目も含めて2点減点。 
○「言ってみれば（長期刑の宣告を除いて）」は認める。 

it is likely to remain ～ 
それは～のままである可能性が高い 

１点 

×it は「それ」でよいが，『戦争と平和』以外ととっているものは

不可。 
○ is likely to remainは「～のままだろう」も認める。 
×remainに「残す」は不可。 

so 
知っている未知のもの 

１点 
×soをa known unknown以外ととっているものは不可。 
×soに「そう／その／それ」は不可。 

 
① 上記の区分に分けて配点し，区分内に１か所でも誤りがあればその区分は0点。 
② 語句の誤訳，訳漏れ，英語のまま，不自然なカタカナ書きは減点。 
③ 構文を理解した上での意訳と認められるものは減点しない。 
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【４】－Ｂ (ウ)（４点満点） 
 
＜問題部分＞  

Not satisfied — because what advancement is there in satisfying a desire you already have? 
＜例1＞ 
満たされる，ということではない。というのは，すでに抱いている欲を満たしてもそこに進歩はないからだ。 
＜例2＞ 
満足するというのではない。だって，すでにある知識欲を満たすことに何の進歩があるだろうか？ 

 
区分 配点 具体事例 

[you are] Not satisfied 
満足するのではない 

１点 
×you areの省略がわかっていないものは不可。 
○「満足しない／満足していない」も可。 
×「満足しなかった」など，過去時制の訳は不可。 

─ because ... 
なぜなら…[だから] 

１点 
○because以下を先に訳していても後から付加的に訳していてもど

ちらでもよい。 
×because節がhaveまでだとわかっていないものは不可。 

what advancement is there in 
satisfying ～? 
～を満たすことには何の進歩もない 

１点 

×whatが疑問形容詞だとわかっていないもの不可。 
○ is thereを疑問文として直訳したもの（「～を満たすことにどん

な進歩があるのか」など）も認める。 
×there is構文だとわかっていないものは不可。 

a desire [that] you already have 
すでに持っている欲望 

１点 

○desireに「願望／欲」は可，「願い／望み」も認める。 
×目的格関係代名詞の省略がわかっていないものは不可。 
×alreadyの訳抜けは不可。 
×haveに「（すでに）持ってしまった」は不可。 

 
① 上記の区分に分けて配点し，区分内に１か所でも誤りがあればその区分は0点。 
② 語句の誤訳，訳漏れ，英語のまま，不自然なカタカナ書きは減点。 
③ 構文を理解した上での意訳と認められるものは減点しない。 
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【５】－(B)（４点満点） 
 
＜問題＞ 
下線部(B)に関して，何がどのように筆者の人生を変えたと考えられるか，日本語で説明せよ。 

which changed my life 
＜解答例＞ 
ロシア［ソ連］の人工衛星がアメリカより早く成功したことが刺激となって，筆者は航空宇宙の仕事に進むことに

なった。 
＜別解例＞ 
この日人工衛星打ち上げの成功を知ったことが，私が航空宇宙技術者になることを目指すきっかけになった。 

  
 次の（１）（２）が必須項目。 
 
（１）「人工衛星打ち上げ」に相当するもの（これがないものは２点減点） 

○「人工衛星」は「スプートニク／宇宙衛星」でもよい。 
○「この日／1957年10月5日」（whichの先行詞）はなくてもよい。 

（２）「航空宇宙技術者(aerospace engineer)」に相当するもの（これがないものは２点減点） 
○「私／筆者」はなくてもよい。 
○「航空宇宙技術者」は「NASAのエンジニア／宇宙開発担当者」など広く認める。 
×「宇宙飛行士」は「航空宇宙技術者」と認めない。 

 
 
  ① 必須項目があっても趣旨そのものが誤っているものは不可。 
 ② 必須項目以外で不適切な箇所がある場合は，適宜2点減点。 
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【５】－(C)（４点満点） 
 
＜問題＞ 
下線部(C)の内容を日本語で説明せよ。 

It was taking a while for Sputnik to sink in. 
＜解答例＞ 
ロシア［ソ連］が人工衛星打ち上げに成功したことの意味を人々が理解するまでには多少時間がかかった。 

＜別解例＞ 
人々がスプートニクのことを話し始めたのはしばらく経ってからだった。 

  
③ 次の（１）（２）が必須項目。 
 
（１）「スプートニクが人の心に沈み込む（腑に落ちる）」に相当するもの（これがないものは２点減点） 

○「スプートニク」は「（人工）衛星」でもよい。 
○ sink inの訳は「心に沈み込む／腑に落ちる」に相当するものは認める。 
○「スプートニクのことを話題にする」「スプートニクが（人々に）浸透する／認知される」なども「スプー

トニクが人の心に沈み込む」と認める。 
（２）It was taking a while に相当するもの（これがないものは２点減点） 

×Itが形式主語だとわかっていないものは不可。 
×take a whileは「時間がかかる／しばらく経つ」でよいが，時間の経過以外ととっているものは不可。 
 
 

  ① 必須項目があっても趣旨そのものが誤っているものは不可。 
 ② 必須項目以外で不適切な箇所がある場合は，適宜2点減点。 
 


