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第3回10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 10 1 10 

22 B (ア) 記号 2 5 10 

B (イ) 単語記入 2 1 2 

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) 和訳 4 1 4 

B (イ) 説明 4 1 4 

B (ウ) 和訳 4 1 4 

5 

(A) 単語記入 1 4 4 

24 

(B) 和訳 4 1 4 

(C) 並べ替え 3 1 3 

(D)  (ア) 記号 2 1 2 

(イ) 記号 1 5 5 

(ウ) 記号 2 1 2 

(エ) 記号 2 1 2 

(オ) 記号 2 1 2 

合計         120 

 
1B(イ)はmajority以外不可。綴りの誤りは１字でも不可。 
5(A)はGraceまたはLouise以外不可。綴りの誤りは１字でも不可。 
5(C)は that’s all I have a right to hope for以外不可。綴りの誤りは１字でも不可。 
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【１】－Ａ（10点満点） 
【例１】 

人類は農業を通して，作物と家畜を長期にわたる人為淘汰によって作り上げてきた。植物の多数の種のうちごく少

数に絞り込んで栽培した理由は，扱いやすく成長の速い少数の動物を選んだのと同様，消化に良い・栽培しやすい

といった適合性だろう。（113字）  

【例２】 

農民たちは人為的に選択することにより野生種を栽培化された農作物や家畜へと変えた。何千という種のうち，世

界の農業において優位を占めるようになった動植物種はごく少数だったが，これは大きさ，成長速度，育てやすさ

など適合性のためだった。（115字） 

 

必須項目 
（10点） 

 
①「何万世代にもわたって種子や羊や豚を人為的に選択することにより，先史時代の農民たちは野生

種を栽培化された農作物や飼いならされた家畜へと変えた」（6点） 
By selecting, over many tens, hundreds, or thousands of generations, the seeds ... , the 
sheep ..., or the pigs ..., the prehistoric farmers gradually turned the wild ancestral species into 
domesticated agricultural crops and livestock. 
►「選択」(selecting)に相当するものがないものは２点減点。 

○「選択」は「選別／選ぶ」も可。 

○「淘汰」は「選択」と認める。 

×「改良」は「選択」と認めない。 

►「農民」(farmers)に相当するものがないものは２点減点。 
○「農業」(agriculture)は「農民」と認める。 

○「農家」は「農民」と認める。 

○「農作物[農産品]を作る人／第一次産業従事者」は「農民」と認める。 

×「ファーマー／百姓」は「農家」と認めない。 

►「種」(species)に相当するものがないものは２点減点。 
○「品種／種目」は「種」と認める。 

×「種類／種族／スピーシーズ」は「種」と認めない。 

 

②「理論的には栽培化可能だった何万という植物種のうち，世界の農業において優位を占めるように

なったのはごく少数だった」（2点） 
Out of the many thousands of plant species that could in theory have been domesticated, only 
very few have come to dominate world agriculture. 
►「少数」(few)に相当するものがないものは２点減点。 

○「少数」は「少し／少ない／わずか」でもよい。 

○「多くない」は「少数」と認める。 
×「多少」は「少ない」と認めない。 

 

③「なぜそれほど多くの候補のうち実際に栽培化・家畜化された種がそれほど少ないのかという質問

に対する答えは，一言で言えば，[大きさ，成長速度，育てやすさなど]適合性だ」（2点） 

Diamond’s answer to the question of why so few species have been domesticated out of so 
many candidates is, in a word, suitability. 

►「適合性」(suitability)に相当するものがないものは２点減点。 
○「適合性」は「適性／適している」でもよい。 

○「適応／適応能力／[その地に]合った」は減点しない。 

×「相性／一致／合理性／育てやすさ」は「適合性」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】 
This passage tells you about a competitive society. In the manufacturing business, for example, if your rival sells 
a new product, you have to respond quickly by making a similar product with higher quality. Thus, competition 
has been the key to economic growth and prosperity since the Industrial Revolution. However, in a highly 
competitive society, you must keep running and may suffer from extreme stress. It is also important to slow 
down at times.（74語） 
（この文章は競争社会について語っている。例えば，製造業において，ライバル会社が新製品を売り出したとすれば，

より高い品質の類似製品を作ることで素早く対応しなければならない。このように，競争は産業革命以来，経済の成

長と繁栄の重要な鍵である。しかしながら，高度な競争社会では，ずっと走り続けなければならず，極度のストレス

に苦しむこともある。時には減速することも大切である） 
【例2】 
The Red Queen urges Alice to run faster, but I don’t think it is the only way to get somewhere. Imagine what 
would happen if Alice stopped. She would go somewhere different because all her surroundings are moving. Also, 
what if she went in a different direction? The important thing for one to achieve something is not to run on the 
same road faster than others, but rather to find and pursue one’s own path.（75語） 
 （赤の女王はアリスにもっと速く走れと迫るが，私はそれがどこかへ行くための唯一の方法だとは思わない。アリ

スが止まれば何が起きるか想像してほしい。周囲のものすべてが動いているのだから，彼女は別の場所へ行くことに

なる。また，彼女が別の方向へ行ったらどうなるだろう？ 人が何かを成し遂げるために大切なことは，同じ道を他

の人々よりも速く走ることではなく，むしろ自分だけの道を探し求めることだ） 
【例3】 
This story illustrates the importance of working harder than other people in order to survive in a competitive 
field. In my case, I want to be a J-League soccer player in the future. If I practice just as hard as my rivals, my 
dream will never come true. I am not sure if my efforts will be rewarded, but I am determined to make an extra 
effort to get to my goal.（72語） 
（この話は，競争の場で生き残るためには，他の人々よりもっと頑張ることが大切だということを説明している。私

の場合は，将来 Jリーグのサッカー選手になりたいと思っている。もし私がライバルとまったく同じ程度の頑張りで

練習するならば，私の夢は決して実現しないだろう。私の努力が報われるかどうか確信はないが，私は目標に到達す

るためにより一層の努力をしようと決意している） 
 

 
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 「与えられた英文の内容に関係があるかどうか」（6点） 

＊与えられた英文にまったく関係がないものは６点減点。 
＊与えられた英文の内容を誤解しているもの（just as fastの誤解，AliceとRed Queenを取り違えているもの，

など）は３点減点。 
 

ポイント２ 「思うこと」（6点） 

＊まったく書かれていないものは６点減点。 
＊論旨が一貫していないと判断できるものは３点減点。 
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【２】－Ｂ（2 点×5＝10点満点） 
 
 
【例1】you might find it helpful to think of your life as if it were a game in which you need to solve each problem 

that you face. 
（人生を，まるで直面するそれぞれの問題を解決する必要のあるゲームであるかのように考えることは役に立つと分

かるかもしれない） 
【例2】you can be helped by thinking that life is like a game where you have to solve the problems you face one by 

one. 
（人生は直面する問題を一つ一つ解決しなければならないゲームのようなものだと考えることにより，あなたは救わ

れる可能性がある） 
【例3】it could be helpful to think that life is something like a game where the player has to clear one mission 

after another. 
（人生とは，プレイヤーが与えられる課題を次々とクリアしなければならないゲームのようなものだと考えることは，

助けになり得るだろう） 
【例4】it would be better for you to think that life is something like a game in which you have to solve every single 

problem facing you, and that may be helpful for you. 
（人生は直面している一つ一つの問題を解決しなければならないゲームのようなものであると考えるほうがよいだろ

う，そしてそれはあなたにとって助けになるかもしれない） 
 
 

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「人生とはまるで～のようなものだ」 （2点） 
②「直面する一つひとつの問題」 （2点） 
③「～を解決しなければならないゲーム」 （2点） 
④「…と考えてみる」 （2点） 
⑤「[考えてみる]と助けになるかもしれない」 （2点） 
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【４】－Ｂ (ア)（４点満点） 
 
＜問題部分＞  

the Italians he met socially spoke English so much better than he spoke Italian that he could not bring himself 
to converse with them in their language. 

＜例1＞ 
付き合うイタリア人たちは彼のイタリア語よりもはるかに上手な英語を喋ったから，彼は相手の言葉で会話する気に

はなれなかった。 
＜例2＞ 
彼が付き合うイタリア人は彼がイタリア語を話すのに比べてはるかに上手に英語を話すので，彼はイタリア語で彼ら

と会話する気になれなかった。 
 
区分 配点 具体事例 

the Italians he met socially spoke English 
彼が社交的に会うイタリア人は英語を話した 

１点 
×the Italians と he の間に目的格関係代名詞の省略がある

ことがわかっていないものは不可。 
×sociallyを spokeにかけているものは不可。 

so much better than he spoke Italian that ... 
彼がイタリア語を話すよりもずっとうまく

[英語を話した]ので… 
１点 

×so ～ thatの構文が分かっていないものは不可。 
×muchの訳抜けは不可。 

he could not bring himself to ～ 
彼は～する気になれなかった 

１点 ×couldが過去形だとわかっていないものは不可。 

converse with them in their language 
彼らの言葉で彼らと会話する 

１点  

 
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＞ 
下線部（イ）の内容を40字以内の日本語で説明せよ。 

his purpose 
＜解答例＞ 
イタリア語を自由に使えるようになって，よそ者だと感じることなく暮らすこと。（37字） 

＜別解例＞ 
現地の人の会話についていけるくらいにイタリア語が話せてよそ者でなくなること。（38字） 

 
① 41字以上は0点。 
② 次の（１）（２）が必須項目。 
 
（１）to express his sentiments, to tell jokes, and to follow overheard conversations on trolley cars and buses

（気持ちを表現したり，冗談を言ったり，路面電車やバスの中で耳にする会話についていく）に相当するも

の（これがないものは２点減点） 
○「イタリア語をもっと上手に話す」に近ければよい。 

（２）「outsider（よそ者／部外者）でなくなる」に相当するもの（これがないものは２点減点） 
○「イタリア人になる」は「outsiderでなくなる」と認める。 
×「国外居住者／イタリア在住の外国人」はoutsiderと認めない。 

 
 
 
【４】－Ｂ (ウ)（４点満点） 
 
＜問題部分＞  

the expatriates passing through the square on their way to their Italian lessons 
＜例1＞ 
広場を通ってイタリア語のレッスンに向かう，イタリア在住の外国人 
＜例2＞ 
イタリア語のレッスンに行く途中その広場を通り抜ける外国人居住者 

 
区分 配点 具体事例 

the expatriates [pass]ing 
～する国外居住者 
国外居住者が～する 

１点 

○passing は the expatriatesを修飾する形容詞用法の分詞。 
○the expatriatesとpassingのSV関係がわかっていれば，独立分詞構

文のように訳しているものも減点しない。 
×expatriatesに「外国人」は不可。（「イタリア在住の外国人」は可） 
×passingを動名詞ととっていることが明らかなものは不可。 

pass[ing] through the square 
広場を通り抜ける 

１点 
○pass throughの訳に「通る／過ぎる／抜ける」は可。 
×passに「急ぐ／回る」は不可。 
×squareに「スクエア／四辻／交差点」は不可。 

on their way to ～ 
～へ行く途中で 

１点 ×passingにかかる副詞句だとわかっていないものは不可。 

their Italian lessons 
イタリア語のレッスン 

１点 ×Italianに「イタリアの／イタリア人の」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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【５】－(B)（４点満点） 
 
＜問題＞  
下線部（B）を和訳せよ。 

there she would be 
＜例1＞ もうそこだ。 
＜例2＞ もうすぐ着く。 
＜例3＞ もう彼の家だ。 

 
区分 配点 具体事例 

she would [soon]  
彼女はもうすぐ 

２点 

○「もう／じきに／ほら／すぐ／やがて」など可。 
○sheに「私／自分」も認める。 
○soon（まもなく／もうすぐ）というニュアンスがあれば可。 
×wouldを仮定法過去または過去の習慣ととっているものは不可。

there (at his house) ～ be 
彼の家に着く 

２点 
○「着く／そこだ／彼の家だ」など，「（もうすぐ）彼の家に着く」

というニュアンスがあれば可。 

 
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。 
 
 


