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１ 
 
問 2（８点） 

【設問】下線部(2)を日本語に訳しなさい。 
 
【下線部(2)】 

(2)it isn’t clear whether the ongoing pandemic will lead to new styles and accessories 
 
【解答例】 
現在進行中の疫病の世界的流行が新しいスタイルやアクセサリーを生むかどうか定かではない  

 
【基準】 
・次の区分に分けて採点する。 
・減点範囲は下記区分を超えないものとする。 
・下記に言及されていない文法・構文レベルの誤訳はマイナス２点。 
・下記に言及されていない単語レベルの誤訳・訳抜けはマイナス１点。 
 

区分 配点 備考 
it …. whether  2 ・it が whether 以下になっていないものは（−２） 
isn’t clear 2 ・肯定文で訳してしまっている場合は（－２） 
the ongoing pandemic 2 ・ongoing「開催中の」は（−１） 
will lead  
to new styles  
and accessories 

2 
・主に語彙レベルで採点 

 
  



問 4（9 点） 
【設問】ドーム型に裾が広がるスカートであるクリノリンは 1850 年代から 1860 年代にかけてど

のような利益を女性にもたらしたか。具体的な内容を本文から探し，2 点挙げて，日本語で述べ

なさい(順不同)。 
 
【解答参考箇所】 
第６段落最終文 
The crinoline mandated that a potential suitor ̶ or, worse yet, a stranger ̶ would keep a safe 
distance from a woman’s body. 
第７段落第１文前半 
these skirts probably inadvertently helped reduce the dangers of the era’s smallpox and 
cholera outbreaks  

 
【解答例】 
・女性が求婚者や見知らぬ男性から身を守るのに役立った。（６点） 
・女性が疫病にかかる危険性を減らすのに役立った。（３点） 

 
【基準】 
・語句レベルの誤訳と判断されるものは−１点。 
 

内容 配点 備考 
a suitor 
a stranger 3 

・「求婚者」抜け，誤訳は（−３）。 
・「見知らぬ男性[人]」の「見知らぬ」抜けは（−３）。 

keep a safe distance 
from a (woman’s) body 3 ・body 抜け（−３） 

reduce the dangers of the 
era’s smallpox and cholera 
outbreaks 

3 

 
 
  



２ 
 
問 2 （8 点） 

【設問】下線部(2)が表す内容を日本語で具体的に述べなさい。 
 
【下線部(2)および解答参考箇所】 

    One of the strangest claims of contrarians is the argument that CO2 is “not a pollutant.” 
What might this mean? Presumably, it means that CO2, by itself, is not toxic to humans or 
other organisms within the range of concentrations that we are likely to encounter, and 
indeed higher CO2 concentrations may be beneficial. 
    However, (2)this is not the meaning of pollution under U.S. law or in standard economics. 
 

【解答例】 
二酸化炭素自体は，私たちが遭遇することになる可能性が高い濃度の範囲内であれば，人間にと

っても他の生物にとっても有害ではなく，実はむしろ，二酸化炭素の濃度の高いことは有益であ

る可能性があり，汚染源にはならないということ。 
 
【基準】 
・以下の内容に点を与え，欠如している場合はその区分をゼロとする。 
 

内容 配点 備考 
① 二酸化炭素は 1 
② 私たちが遭遇することになる（可能性が高

い）濃度の範囲内であれば 
1 

 

③ 人間にとっても 1 
④ 他の生物にとっても 1 
⑤ 有害ではなく 1 
⑥ （二酸化炭素の）濃度の高い（こと） 1 
⑦ （むしろ）有益である 1  

⑧ 可能性があり 1 may 訳抜け（−１） 
  



問 3（8 点） 
【設問】下線部(3)を日本語に訳しなさい。 
 
【下線部(3)】 

(3)I am often asked if, given all the uncertainties, we can be absolutely sure that humans are 
causing rising temperatures and that this trend will continue in the years ahead. 

 
【解答例】 
私は，あらゆる不確定要素を考慮しても，気温上昇を引き起こしているのは人間で，この傾向が

今後何年も続くという絶対的確信がもてるのかということをよく聞かれる。 
 
【基準】 
・次の区分に分けて採点する。 
・減点範囲は下記区分を超えないものとする。 
・下記に言及されていない文法・構文レベルの誤訳はマイナス１点。 
・下記に言及されていない単語レベルの誤訳・訳抜けはマイナス１点。 
 

区分 配点 備考 
I am often asked if, 1 ・often 訳抜けは（−１）。 
given all the 
uncertainties 

1 
・given が分詞構文とわかっていないものは（−１）。 
・all the「あらゆる」訳抜けは（−１）。 

we can be absolutely sure 1 ・absolutely 訳抜けは（−１）。 
that humans are causing  1 
rising temperatures 1 
and that  1 ・sure that…とわかっていないものは（−１）。 
this trend will continue  1 
in the years ahead. 1 ・years は，「1 年」など単数にしたものは（−１）。 

 
  



３ 
Question A（5 点） 
 
Complete the following sentences with reference to the first paragraph. 
 
The author indicates that around 630,000 surveillance cameras are watching London’s 9.3 
million inhabitants. There is __________________ 15 people in the UK capital. The average 
working Londoner can __________________ per workday. 
 

【解答参考箇所】 
It is estimated that the UK capital of 9.3 million people has nearly 630,000 surveillance 
cameras, which makes London the most surveilled city in Europe. This means London has 
one surveillance camera per 15 inhabitants; if you’re the average working Londoner, you may 
be captured on the footage of as many as 300 cameras each workday. 
 

【解答例】 
(1) （２点） one[a] camera for (every)  
 
(2) （３点） appear on camera(s) (approximately[about]) 300 times 
(  )は省略可，[  ]は言い換え可 

 
【基準】 
(1) ２点 

・解答例を原則とする。 

 
(2) ３点 
・解答例とその言い換えに点を与えることを原則とする。 

appear 映る 
① on camera(s) 
 (approximately[about] 
   300 times 

300 回 
カメラに 

・appear などの自動詞で on を用いる場合は無冠

詞の camera のみ可 

② on[by] 300 cameras 
・「映る」を appear などの自動詞とした場合は

by 300 cameras 不可（−１） 
 
＜文法の基準＞ 
・文法ミスは 1 箇所につき－1 点とする。 
・主語・動詞の agreement 不備は－1 点。 
 

 

  



Question B（10 点） 
Complete the following sentences with reference to the second and third paragraphs. 
 
In London, surveillance cameras have been operated by entities ranging __________________ 
as well as government agencies, mainly for crime prevention. Now, an increasing number of 
cities are placing their __________________ to promote public safety as well as crime 
deterrence. 

 
【解答参考箇所】 

(1) Not only the capital’s government bodies but many private individuals and business 
entities in London are responsible. 

(2) Having seen increase in serious crime and having faced occasional terror attacks, as 
London has, more and more cities around the world are relying on surveillance cameras as a 
tool for keeping their streets safe.   

 
【解答例】 

(1) （５点）from (private) individuals to businesses[business entities] 
(2) （５点）reliance[dependence] on surveillance[security] camera(s)  
(  )は省略可，[  ]は言い換え可 

 
【基準】 

(1) ５点 
・解答例を原則とする。 
 
(2) ５点  
・解答例を原則とする。 
・surveillance[security]抜けは（−１）。 
＜文法の基準＞ 
・文法ミスは 1 箇所につき－1 点とする。 
・主語・動詞の agreement 不備は－1 点。 
  



Question C（20 点） 
Would you like to live in a city heavily monitored with surveillance cameras? Write a 70-100 
word paragraph to explain your position, providing at least two reasons to support your 
opinion. 
 

【解答例１】※解答例２は解答解説参照 
I would like to live in a city thoroughly monitored by surveillance cameras mainly for the 
following two reasons. Firstly, security cameras can help prevent crime from occurring. If 
someone knows there are surveillance cameras installed in an area, they may be less likely to 
commit a crime there for fear of being caught. Secondly, objective decisions can be made. 
Even if someone is falsely accused of a crime, footage from the cameras may prove they are 
actually innocent. Surveillance camera systems can help build a safer and fairer community. 
(90 words) 
（主に以下の 2 つの理由から，監視カメラで徹底的 に監視されている街に住みたい。まず，防犯カメラは 犯罪の発生を防ぐ

のに役立つ。地域に監視カメラが設置されていることを知っていれば，捕まることを恐れてそこで犯罪を犯す可能性は低くな

る。第二に，客観 的な決定を行うことができる。たとえ誤って犯罪で告発されたとしても，カメラからの映像が実際には無実 
であることを証明するかもしれない。監視カメラシス テムは，より安全で公正なコミュニティを建設するの に役立つ。） 

 
【基準】 
① 本文と完全一致する sentence がまるまる 1 文含まれるものは－20 点。 
 
② 内容面 
・70～100 語の指定を明らかに逸脱している答案（= 50 語以下／120 語以上）は 0 点。 
・題意に全く沿わないもの（「監視カメラのある都市に住みたいか」に対する解答になっていな

いもの）は－20 点。 
・立場を明示していないものは－10 点。 
・理由が１つも挙げられていないものは－10 点。 
 ※明らかに理由が１つしかない解答は減点。（－５点） 
・明らかに常識に反する，または根拠に乏しいと採点者が判断する理由は，1 箇所につき－２点

（複数ある場合はそのつど減点）。 
・文と文が明らかに論理的につながっていないと採点者が判断するものは，1 箇所につき－２点

（複数ある場合はそのつど減点）。 
 
③ 文法・形式面 
・スペリングミスは 1 語につき－1 点とする。 
・文法ミスは 1 箇所につき－1 点とする。 
・ただし，主語・動詞の agreement 不備は－1 点。 
 
 


