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第３回 名大本番レベル模試 

英語採点基準  

 

配点表 

大問 小問等 内訳 小問得点 大問得点 

Ⅰ 

1 記述 10 

62 

2 客観 2×4 

3 客観 6(完答) 

4 記述 12 

5 客観 2×4 

    6 客観 8(完答) 

     7 記述 10 

Ⅱ 

1 客観 3×4 

66 

2 記述 12 

3 記述 12 

4 記述 12 

   5 記述 10 

   6 客観 8 

Ⅲ 

1 記述 10 

44 

      2 客観 4 

   ３ 記述 12 

   ４ 客観 2×4 

       5 客観 5×2 

Ⅳ 記述 28 28 

合計 200 
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Ⅰ 

【客観問題】 

 
2 ① (ウ) ② (ア)  ③ (イ)  ④ (エ) 
 

3 完答 3 番目 were  7 番目 would   10 番目 to  12 番目 fed 

 （完成部） most cattle were killed so they would not have to be fed during（the winter） 
 
5  ［a］ カ  ［b］ エ  ［c］ ク  ［d］ ア 
 

6 完答 D ⇒ B ⇒ C ⇒ A 
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1 内容説明（10点満点） 

〈設問指示〉 
下線部⑴の理由として述べられていることを，文脈に即して 45 字以内（句読点も含む）の日本語で説明しなさい。 
 

〈解答例〉 
 冬至を境に，冬の厳しさのピークが過ぎ，日が延び日照時間が増すのを楽しみにできたから。（42字） 
 

 
【解答参考箇所】  
第2段落 
How did Christmas start? (1)In terms of seasonal variations in climate, the middle of winter has long been a time of 
celebration in Europe. Centuries before the arrival of Jesus, early Europeans celebrated light in the darkest days of 
winter. Many peoples rejoiced during the winter solstice, when ①the worst of the winter was behind them and ②they 
could look forward to longer days and extended hours of sunlight. 
（クリスマスはどのように始まったのだろうか？ (1)気候の季節的変化という観点から見ると，冬の中頃は長い間ヨーロッパでは祝祭の

時であった。イエスが世に現れた何世紀も前，初期のヨーロッパ人は，冬が最も暗くなる頃に，光を祝っていた。①冬の厳しさの頂点

が背後に過ぎ去り，②日が延び日照時間が長くなるのを楽しみにすることができた 冬至の間，多くの民族が歓喜したのだった。） 
 

【基準】  
・語数指示の無視は0点。数字と記号のマス使いの指示無視は一カ所につき（－１） 
 
●次の①・②の項目に相当する内容に得点を配分。 

箇所 項目 配点 盛り込むべき内容 

① 
the worst of the winter was 
behind them の該当部 4点 

「冬の厳しさのピークが過ぎ」 

❏ the worst of the winter の該当内容 
・the worst を「最も厳しい寒さ」などとして，冬を間接的に示すよう

に述べていれば，「冬」はなくても可。 
・上記以外で「冬」の欠如は減点。 

❏ was behind them の該当内容 
〇～が過去のものとなり/～が彼らの背後に去り ×後ろに来た 
・them[=peoples] の誤認は減点。 

② 
they could look forward to 
longer days and extended 
hours of sunlight  の該当部 

6点 

「日が延び 日照時間が増すのを楽しみにできたから」 
❏ look forward to の該当内容 
・「期待」「待望」と述べても可。 

❏ longer days の該当内容 
・「日がのびる」の意味ととれるものは許容。 
❏ extended hours of sunlight の該当内容 
・「日照時間の増加」の意味にとれないものは減点。 
・extended(V) hours of sunlight(O) と読んで「日照時間をの

ばした」としたものは減点。 
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4 和訳（12点満点） 

〈設問指示〉下線部(3)を日本語に訳しなさい。 
 

〈解答例〉 ①冬至へと至る週に始まり，丸 1 ヶ月間続くのだが，②その祝祭は特別な時であり，③その時には食べ物

や飲み物が豊富で，通常のローマの社会秩序がひっくり返された。 
 

 
【和訳箇所】  
①Beginning in the week leading up to the winter solstice and continuing for a full month, ②the festival was a special 
time, ③when food and drink were plentiful and the normal Roman social order was turned upside down.  
 
●次の①〜③の項目に相当する内容に得点を配分。 

箇所 項目 配点 盛り込むべき内容 

① 

Beginning in the week 
leading up to the winter 
solstice and continuing for a 
full month 

5点 

「冬至へと至る週に始まり，丸 1 ヶ月間続くのだが」 
❏ 付帯状況の分詞構文として「…だが」「…始まり…まで続き」な

どを許容。  
❏ leading up to the winter solsticeを the week にかけて訳せて

いなければ減点。 
⇒the winter solstice は「最も日が短い日（時期）」などと説明的に述

べても可。 
❏ continuing を Beginning と並列になる分詞構文だと理解でき

ていないもの（the winter solstice にかけている，the weekにか

けているなど）は減点。 
❏ fullの訳（「丸々」「ずっと」など）がないと減点。 

② the festival was a special time 2点 

「その祝祭は特別な時であり」 
❏ the festival の欠如は減点。カタカナ表記可。 
・the の訳出の欠如は減点。 
・the festival を「サートゥルナーリア（祭）」と具体化しても可。 

その場合，カタカナ表記の誤りについては不問。 
❏ a special time の欠如は減点 

③ 

when food and drink were 
plentiful and the normal Roman 
social order was turned upside 
down 

5点 

「その時には食べ物や飲み物が豊富で，通常のローマの社会秩序が

ひっくり返された」 
❏「食べ物や飲み物が豊富」「通常のローマの社会秩序がひっくり返さ

れた」の二つの要素が並列関係に訳されていない場合減点。 

❏ when 以下を， a special time にかけて訳していても許容。 
❏ andの訳出 
・無視：「豊富だった時、ひっくり返された」と捉えている場合は減点。 
・誤読：「豊かだったので、ひっくり返された」に捉えている場合は減

点。 
❏ drinkは「酒」と解釈しても可。 
⇒「フード」や「ドリンク」というカタカナ訳はそれぞれ減点。 

❏ Roman の欠如は減点。 
❏ normal / social order の欠如は，それぞれ減点。 
・normal は「通常の」「正常な」「ノーマルな」いずれも可。 
・social order は，「社会規則」や，単に「秩序」でも可。 

❏ was turned upside down の欠如は減点。 
・「逆転した」のように能動態で訳しても可。 
〇「上下が逆にされた[なった]」「ひっくり返された[返った]」 ×「逆さ

になった」 
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7 和訳（10点満点） 

〈設問指示〉 
 下線部(4)を日本語に訳しなさい。 
 

〈解答例〉 
 ①クリスマスは 1 年の中で，②上流階級が ③（経済的に）恵まれない市民を楽しませることによって，社会に

対する現実の，または想像上の「負債」を返済すべき 時期になっていた[になった]。 
 

 
【和訳箇所】  
①Christmas became the time of year ② when the upper classes should repay their real or imagined “debt” to society  
③by entertaining less fortunate citizens. 

 

●次の①〜③の項目に相当する内容に得点を配分。 
箇所 項目 配点 盛り込むべき内容 

① 
 

Christmas became the time 
of year 

2点 

「クリスマスは 1 年の中で ～ 時期になっていた[になった]」 
❏ Christmas のカタカナ表記の誤りは不問。 
※「降誕祭」も許容。 

❏ the time of year の誤った直訳（「年の時」など）は減点。 
・「年間の～な時期」など，time / year がそれぞれ入っていれば

可。 どちらかが全く無視されていれば，それぞれ減点。 

② 
when the upper classes 
should repay their real or 
imagined “debt” to society 

5点 

「上流階級が～社会に対する現実の，または想像上の「負債」を

返済すべき」 
❏ the upper class は「富裕層」「お偉方」など，「富裕度」か「身

分」が上であることが分かるものは許容。 

❏ when を「～な時は」など，副詞節として誤訳したものは減点。 
❏ when 以下を the time ではなく year にかけたことが明らか

な場合，減点。 
❏ imagined は「架空の」など real との対比で訳してあれば許

容。 
❏ debt は「負債」「負い目」などを許容。「借金」も可とする。 
※「 」の有無は不問。 

❏ to society は repay, debt どちらにかけて訳していても許

容。 

③ by entertaining less 
fortunate citizens 

3点 

「（経済的に）恵まれない市民を楽しませることによって」 

❏ entertaining は「楽しみ」「娯楽」の意味があれば許容。 
❏ less fortunate は「富裕度」または「身分」と無関係な場合減点。 
〇 貧しい / 貧困層の / 経済的に劣った / 下流の / （より）恵

まれない  
❏ citizens は「市民」以外に「人々」「者たち」としても可。 
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Ⅱ 

【客観問題】 

 
1 ［a］ウ  ［b］カ  ［c］キ  ［d］ア 
 
6  (C) 
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2 和訳（12点満点） 

〈設問指示〉 
 下線部(1)を日本語に訳しなさい。 
 

〈解答例〉 
   ①大当たりすると，②人は一時的に衝撃を受け，③普段ならあるような明確な判断力をなくし，④人生のいろいろな

局面で愚かな判断をしてしまうのです。 
 

 
【和訳箇所】  
“①When one has a large win, ②one is temporarily stunned ③and one doesn’t have such clear judgement as one 
normally would, ④making unwise decisions on several aspects of life.” 

 
●次の①〜④の項目に相当する内容に得点を配分。 

箇所 項目 配点 盛り込むべき内容 

① When one has a large win, 2点 

「大当たりすると[時]」 
❏ one の誤訳（「一人」など）は減点。   
※言及なしは許容。 

❏ has a large win の，日本語としておかしい直訳（「大きな勝利を

持つ」など）は不可。 
❏ 「大当たりした時」のように。過去形に訳しても可。 

② one is temporarily stunned 2点 

「人は一時的に衝撃を受け」 

❏ temporarily は「一瞬」も許容。 
❏ stunned は「（心理的）衝撃」のニュアンスのある訳を許容。 
〇 「ビクッとし」「我を失い」 

③ 
and one doesn’t have such clear 
judgement as one normally 
would, 

4点 

「普段ならあるような明確な判断力をなくし」 

❏ doesn’t have は「持たず」のような直訳も，「失う」のような意訳も，

どちらも許容。 
❏ such A as B 「BのようなA」の構造を訳出できていないと減点。 
❏ judgement は「判断」も可。 
❏ would の後に have を補って理解できていない場合減点。 
※「普段のような」と，have を見かけ上は訳出していなくて

も意味が通じるものは許容。 

④ making unwise decisions on 
several aspects of life. 

4点 

「人生のいろいろな局面で愚かな判断をしてしまうのです」 
❏ making を and one makes の意味で訳せていない場合は減

点。 
❏ several は「いくつか[も]の」も可。 
❏ aspectsは「側面」「場面」「状況」など，文脈に合うものは許

容。 
❏ life は「生活」も可。 
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3 和文英訳（12点満点） 

〈設問指示〉下線部(2)を英語に訳しなさい。 
⇒ （2）①宝くじに当たることで，②人はより幸福になり，③精神的な健康は増進するのです。 

 
〈解答例1〉①winning a lottery ②makes you happier  ③and improves your mental health. 
〈解答例2〉①when[if] you win a lottery, ②you become happier  ③and your mental health improves. 
 

 
【基準】 
・語句・文法レベルの誤訳と欠如，ケアレスミスは一律各（－１） 
ただし，各部分ごとに，その部分の文意がとれない，述語動詞が欠けているなど，致命的なミスがある場合，その部分は

０点とする。 
 
●次の①～③の項目に相当する内容に得点を配分。 

箇所 項目 配点 盛り込むべき内容 

① 宝くじに当たることで 4点 

“winning a lottery” 
“when[if] you win a lottery,” 
“by[on] winning a lottery” 
❏ 「当たる」は win の他に hit も許容。  
❏ 副詞節中の主語はyou, we, people, one を許容。 

※ ①全体を a[the] lottery winner / lottery winners など

と，名詞中心で表しても可。 
⇒ex.) lottery winners are likely to become happier and 
their mental health tendｓ to improve 

② 人はより幸福になり 4点 

“makes you happier” 
“you become[get, grow] happier” 
❏「人は」の代名詞は①と同じものを用いる。一貫性を欠く

場合は減点。 
❏「～するものだ」と表現しても可。 
 ⇒ex.) be likely to do, tend to do, will do 
❏ one’s happiness increases といったS Vも可。 
❏「（前より）幸福になった」のニュアンスが無い場合減点。

× makes you happy   

③ 精神的な健康は増進するのです 4点 

“and improves[enhances] your mental health” (VO) 
“and your mental health better” (makeに対するOC) 
“and your mental health improves” (SV) 
❏「精神的な」は psychological ~ や ~ of[in] mind も可。 

❏「増進する」をgrow O(mental health)としたものは不可。 

❏「（前より）増進」のニュアンスが無い場合 

× makes your health good 
❏mental health の所有格の有無は不問。但し付ける場合は②

と一致していないと減点。 
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4 和訳（12点満点） 

〈設問指示〉下線部(3)を日本語に訳しなさい。 
〈解答例〉 
 ① 私たちの仮説は，② 高揚感が消えていった後，③ 当選者は潜在意識の中で自分は当選金にふさわしくないと認識し，

④ この「自分は（当選金に）値しない」という思いが消えていくには時間がかかる（のだろう） ということです。 
 
【和訳箇所】  
“① We have postulated that ② after the euphoria wears off, ③ in their subconscious they realize they don’t deserve 
the money ④ and it takes a while for this ʻnon-deservedness  ̓to wear off,” 

 
●次の①〜④の項目に相当する内容に得点を配分。 

箇所 項目 配点 盛り込むべき内容 

① We have postulated that 2点 
「私たちの仮説は～ということです」 

❏ 「私たちは～ということを前提としている[仮定している]」も可。 
❏ postulate は「考える」など仮説提示として違和感ないものは許容。 

② after the euphoria wears 
off, 

2点 

「高揚感が消えていった後」 
❏ the の訳出の有無は不問。 
❏ euphoria は「高揚」「幸福」のいずれかに相当しない意味は不可。 
（許容例） 〇 もりあがった気持ち / 興奮 / 歓喜 

❏ wear off は 「消失する」「低減する」以外に，直訳的に「はがれ落ち

る」，意訳で「冷める」も可。 
❏ the euphoria wears off を 「冷静さをとりもどす」など極端な意

訳（euphoria, wear off 共に表面に現れていない）になっている場合

は減点。 

③ 
in their subconscious they 
realize they don’t deserve the 
money 

4点 

「当選者[彼ら]は潜在意識の中で自分は当選金にふさわしくないと認

識し」 
❏ in their subconscious の許容例： 無意識に/ 意識下で/ 何となく 
❏ in their subconsciousを②にかけて訳していた場合は減点。 
❏ theyを「研究者」などと誤認したものは減点。 
❏ realize を「実現する」「現実となる」などとしたものは減点。 
❏ they ~ the moneyが realizeに掛かると理解できていないと減点。 
❏ the money を単に「金」としたものは減点。「当選金」「その金」

などと限定する必要がある。 

 
 
④ 
 
 

and it takes a while for this 
ʻnon-deservednessʼ to wear 
off 

4点 

「この「自分は（当選金に）値しない」という思いが消えていくには

時間がかかる（のだろう）」 
❏ it が形式主語だと分かっていない場合は減点。 
❏ a while = time だと分かっていない場合は減点。 
❏ this の訳漏れや，見当はずれな具体化は減点。 
❏ for Aが不定詞の意味上の主語（「Aが」）だと理解できていない

場合は減点。 
❏ non-deservedness は「ふさわしくない」のニュアンスを含んでい

れば許容 
〇「自分は(当選金に)値しない」という思い / 「当選していいの だ

ろうか」という感覚 /「不釣り合い」という考え 
※上記のという思いなどがないために，to wear off の訳とうまくつ

ながらない場合は減点。ex.)「不釣り合い」が消える 
※「 」の有無は不問。 

❏ wear off は 「消失する」「低減する」以外に，直訳的に「はがれ落ち

る」，意訳で「薄まる」も可。 
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5 内容説明（10点満点） 
〈設問指示〉  
下線部(4)の意味を，This type of policy と our research が指すことを明らかにして，日本語で説明しなさい。 
 

〈解答例〉  
市民をより幸福にするためには（彼らを）より裕福にすればよいという政策は，宝くじ当選が当選者に与える影響につい

てオズワルド教授たちが行った研究と大いに関係があるということ。 
 
【参考箇所】  
・第5～7段落にかけて、Oswaldの発言における our research/ we~ と述べられている箇所に注目して簡潔にまとめ、 
「宝くじ当選が当選者に与える影響についてオズワルド教授たちが行った研究」であることを明らかにする。 

・最終段落から this type of policy を明らかにする。 
… All politicians speak as though if they could make their citizens richer it would make their citizens happier. (4)This 
type of policy has much to do with our research.” 
政治家は皆，市民をより裕福にできれば，市民をより幸福にできるかのように話します。(4)この種の政策は，私たちの研究と大いに

関係しているのです。」 
 
●次の①〜③の項目に相当する内容に得点を配分。 

箇所 項目 配点 盛り込むべき内容 

① This type of policy  
の該当内容 4点 

「市民をより幸福にするためには彼らをより裕福にすればよいという政策」 

⇒All politicians speak as though if they could make their citizens 
richer it would make their citizens happier（政治家は皆，市民をより裕

福にできれば，市民をより幸福にできるかのように話します）を過不足

なく利用する。 
❏ if they could make their citizens richer の該当内容 
・they=politicians の誤認は減点。 
・couldを仮定法過去と認識できていなければ減点。 
・citizens は「市民」「民衆」「国民」いずれも可。 
※「人々」「有権者」とした場合も許容。  

❏ it would make their citizens happierの該当内容 
・it が if節の内容だと理解できていない場合は減点。 
・would を仮定法過去だと認識できていない場合は減点。 
・their の訳出の有無は不問だが，their を見当はずれな名詞に訳出して

いる場合は減点。 
❏ if 節と it 以下の因果関係が理解できていない場合は減点。 
❏「という政策」などの適切なまとめがされていないと減点。 

② our research 
の該当内容 

4点 

「宝くじ当選が当選者に与える影響についてオズワルド教授たちが行った

研究」 

⇒the studies that have been done on lottery winners  // Professor 
Oswald  が，必須要素。 

❏ our が Professor Oswald と関連付けられていないと減点、 
・教授自身が our と述べているので，「たち」「チーム」など複数にでき

ていないと減点。 
❏ 「宝くじ」「当選(者)」「影響」の欠如はそれぞれ減点。 
〇「宝くじが当選者に与える影響」/「宝くじ当選が人間に与える影響」 
・「影響」の具体的な例についての言及は必須ではないが、言及していた

場合「良い影響と悪い影響」の両方を取り上げていなければ不可。 

③ has much to do with 
の該当内容 

2点 
「大いに関係があるということ」 

❏ ①②の相関関係への言及になっていないと減点。 
❏ muchの欠如は許容。 
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Ⅲ 

【客観問題】 

 
2  (D) 
 
4  (a) ニ  (b) ロ  (c) ヘ  (d) イ 
 
5  B，E (順不同) 
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2 和文英訳（10点満点） 

〈設問指示〉 
2  Translate the underlined part after (1) into English. 
⇒ ①単に暴力シーンを含んでいるからといって，②テレビ番組やビデオゲームを非難すべきじゃないよ。 
 

〈解答例〉 
② You shouldnʼt condemn TV shows or video games ① just because they include violent scenes. 

 
 
【基準】 
・語句・文法レベルの誤訳と欠如，ケアレスミスは一律各（－１） 
ただし，各部分ごとに，その部分の文意がとれない，述語動詞が欠けているなど，致命的なミスがある場合，その部分は

０点とする。 
 
●次の①・②の項目に相当する内容に得点を配分。 

箇所 項目 配点 盛り込むべき内容 

① 
単に暴力シーンを含んでいるから

といって  
5点 

“just because they include violent scenes” 
❏「単に」を just / only / simply で訳出できていないものは

減点。merely は不可。 

❏「単に～だからといって」は just[only/simply] for the 
reason that SVでも可。 

❏ この節は，②の前後どちらに置いても可。 
❏「含んでいる」は include , contain , haveも許容。 
・進行形は不可。 

❏「暴力的な」を aggressive としたものは減点。 
・violence scenes（名詞の形容詞的用法）は可。 

② 
テレビ番組やビデオゲームを非難

すべきじゃないよ 
5点 

“You shouldn’t condemn TV shows or video games” 
❏「番組」は programs も可。単に television だけで「番組」が

ないものは減点。 
（例）a television は，「テレビ受像機」になり，かつ「番組」がな

いので不可。 
❏「ビデオゲーム」の許容例 
〇 video games / video-games / videogames  

❏ 「非難する」は criticize/ blame/ accuse/ say bad things 
about も許容。 

・speak ill of は，「人について」使い，「本人のいないところで」

を含意するが，許容。 
❏ 「べきじゃない」は must not / had better not / should avoid 

doing も許容。 
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4 自由英作文（12点満点） 

〈設問指示〉 
Give an example of bad aspects of relying too much on the Internet when studying. Your answer 
should be between 18 and 25 English words in length. (Indicate the number of words you have written 
at the end of your answer.） 
 

（解答例） 
When we rely too much on the Internet to gather information, we tend to fail to develop the skills to 
gather first-hand information.［23 words］ 
 

 
【基準】 
・語句・文法レベルの誤訳と欠如，ケアレスミスは一律各（－１） 
ただし，各部分ごとに，その部分の文意がとれない，述語動詞が欠けているなど，致命的なミスがある場合，その部分は

０点とする。 
・末尾に語数を記入していないものは全体から減点。 
 
● 次の区分に分けて配点する。 
区分 配点 具体事例 

①（内容点）  
「学習でインターネットに過度に依存すること

の悪しき側面の例として適切か」  
an example of bad aspects of relying too 
much on the Internet when studying 

4点 

❏ 許容例 
「レポートを，サイトからのコピペで済まし，学力が付かない」

「調べている途中で，関係のないサイトやゲームに走る」「サ

イトの情報の信頼性を確かめにくい」「書籍より信頼度が低い」 
❏ 減点例(－４) 
 ・「学習」という観点が抜けている/触れていない 

⇒「電気代がかさむ」「目が悪くなる」(←補足で学習につ

なげていれば許容) 
 ・「悪しき側面」かどうかわからない 
  ⇒「わからないことをすぐ調べる」 

(「それによって何が悪いのか」の言及が必要)  

② （記述点） 
「英語として正しいか」「語数を守っているか」 

8点 

❏ 解答例の When we rely too much on the Internet の相当

部分は，設問指示から自明と考え，改めて解答中で述べなく

ても可。（例）The information on the Internet is not as 
reliable as the information given in books, so ….で書き出し

ていてもよい。 
❏ home page を website[ web site, web-site] の意味で使っ

たものは許容。 
❏ 人を主語にして述べる場合，you, we, I いずれも許容。解答

内で不統一が見られる(一度目が we で，二度目が you や
yourで受けているなど)はそれぞれ減点。  

※明らかに2つ以上の別個の例を述べているものは，①の内容点から減点とする。但し，連続した因果関係を and で
述べている場合は許容。 
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Ⅳ ２８点 グラフは問題冊子を参照すること 

〈問題指示〉INSTRUCTIONS 
Examine the graph given below carefully. Write what you have observed and explain a possible reason for your 
observations. Your answer should be between 50-60 English words in length. (Indicate the number of words you have 
written at the end of your answer.) 
 
（解答例①）After the sales of cameras rose due to the spread of the digital camera, the sales began to decrease 
dramatically when the smartphone came to market. I think the reason for the decrease is that the smartphone’s 
built-in camera provides as good performance as a digital camera does and people no longer need to buy a camera.［57 
words］ 
 
（解答例②）The sales of cameras almost tripled from 1999 to 2009 as the digital camera became popular. But the sales 
dropped sharply after the smartphone came to be widely used. I think the reason is that we can take pictures with a 
smartphone whenever we like since it is always in our pocket or bag.［54 words］ 
  

 
●記述点 
① 文法レベルの誤りとスペルミスは各（－１） 
② 設問文からの表現の借用は許容。 
③ 過度な語数超過・不足は減点。 
④ 末尾に語数を記入していないものは減点。 

 
●内容点 

項目・配点 

配点の内訳 ➡ what you have observed【１４点】＋ a possible reason for your observations【１４点】 

ⅰ. what you have observed 【１４点】 

※正しくない事象への言及・グラフの読みとりの大きな誤り(グラフ要素の取り違い、増減の反転など)は減点。 
※時制は過去形を許容。 
※「カメラ」「デジタルカメラ」「スマートフォン」は，「無冠詞単数」以外は広く許容。(無冠詞単数はそれぞれ減点) 
解答例 
・「カメラの売れ行きはデジタルカメラの普及以来急増」 
・「スマートフォンの発売を境に，激減」 

ⅱ. a possible reason for your observations 【１４点】 

❏ⅰの「読み取ったこと」が複数ある場合、それぞれについて理由を一つずつ述べていても許容。 
→「読み取ったこと」一つの事象に対して明らかに 2 つ以上の別個の理由を述べているものは，減点。但し，連続した

因果関係を and で述べている場合は許容。 
→iに対して「関連する理由」として成立していないものや見当違いのものは減点。 

解答例 
★「デジタルカメラの普及以来(大きく)カメラの売れ行きが急増した」に対する理由 
（不可の例）「有名な写真家が増えた」 
（許容の例）「パソコンで画像を楽しめる」「小型で携帯に便利」「フィルムを買わなくてよい(＝大量に撮影しても，費用が

かからない)」 
★「スマートフォンの発売を境に，カメラの売れ行きが激減した」に対する理由 
（不可の例）「写真を撮る人が減った」「フィルム現像ができる店が減ってきた」←デジカメ普及の理由には使えるが， 

スマホがデジカメにとって代わった理由には不適 
（許容の例）「スマホなら画像をすぐに友人に送れる」「スマホの画像レベルや機能で十分満足できる」 

 


