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第1回7月 阪大本番レベル模試（2020年 7月 18日実施） 

採点基準 英語 外国語学部 

Ⅰ 
大問Ⅰ 

A 下線部和訳 １６点 

〈設問指示〉下線部を日本語に訳しなさい。 

〈解答例〉キリストの教えに刻みこまれた平等主義にもかかわらず，教会の全信徒が人間は神の

前に平等であるという考えを理解できるように，現世の社会構造は改革可能であると

か，改革すべきであるとかといった提案は，キリスト教の政治論理家の側からほとん

ど出てこなかったのである。 

【和訳箇所】 

Notwithstanding the equal principles embedded within Christ’s teachings, there was little 

suggestion on the part of Christian political theorists that the worldly social structure could or 

should be reformed so that all members of the Church might realize the belief that humans are 

equal before God. 
●次の①～④の項目に相当する内容に得点を配分。 

項目 配点 

①  

Notwithstanding the equal principles embedded within Christ’s 

teachings 

４点 

②  

there was little suggestion on the part of Christian political theorists 
４点 

③  

that the worldly social structure could or should be reformed 
４点 

④  

so that all members of the Church might realize the belief that 

humans are equal before God 

４点 

語句レベルの誤訳と欠如、ケアレスミスは一律各（－１）。 
文構造など語句レベルを超えた誤読は各（－２）。 
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B 下線部和訳 ２４点 

〈設問指示〉次の英文を読み，下線部の意味を日本語で表しなさい。 

〈解答例〉彼らは，暇つぶしにやる，私としてはやってもらいたくない，創造的なことをいつも思

いつくもの 

なのだ。サンタモニカでは，小さなカリフォルニアタコ，おそらく体長 8 インチしかないような

タコが，水 

槽の中のバルブを用いて水族館の各事務所を水浸しにしてしまった。そして，環境に配慮して設計

された新品 

の床を台無しにすることで，数千ドル相当の被害をもたらしたのだった。 
【和訳対象箇所】 
They will invariably come up with something creative to do with their time that I don’t want them to do. In Santa Monica, a small California octopus, 
only perhaps eight inches long, managed to flood the aquarium’s offices with a valve in her tank, causing thousands of dollars’ worth of damage by 
ruining the brand-new, ecologically designed floors. 

●次の①～⑤の項目に相当する内容に得点を配分。 

項目 配点 

①  

They will invariably come up with 
３点 

② 

something creative to do with their time that I don’t want them to do 
６点 

③  

In Santa Monica, a small California octopus, only perhaps eight inches 

long, 

３点 

④ 

managed to flood the aquarium’s offices with a valve in her tank 

６点 
 

⑤ causing thousands of dollars’ worth of damage by ruining the 

brand-new, ecologically designed floors. 
６点 

語句レベルの誤訳と欠如、ケアレスミスは各（－１）。 
文構造など語句レベルを超えた誤読は各（－２）。 
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Ⅱ 
 
設問(1) （14 点） 

【設問】  

下線部①の意味を日本語で表しなさい。 

【下線部】 

The overwhelming impression one gets from studying the evolutionary record is one of 

biological abundance, with life spreading almost everywhere, ceaselessly experimenting with 

new and better adaptations, and exploring ever more complex body structures. 
【解答例】 

進化の記録を研究することから受ける圧倒的な印象は，生物の豊富さという印象であり，生物はほ

ぼすべての場所に広がり，新しくより優れた適応を絶え間なく試し，いっそう複雑化する身体構造

を探求していく。 

 

区分 配点 備考 

The overwhelming impression 

one gets from ～ 

～から受ける圧倒的な印象は 

２点 

 

studying the evolutionary record 

進化の記録を研究すること 
２点 

 

is one of biological abundance, 

生物の豊富さという印象［もの］である 
２点 

・one を impression 意外ととらえているもの

は不可（－2 点） 

with life 

（そして）生物は 
２点 

・life が以下の 3 つの分詞の意味上の主語だと

分かっていないものはここで減点（－2 点）。

spreading almost everywhere, 

（生物は）ほぼすべての場所に広が

り， 

２点 

・almost の訳漏れは不可（－2 点） 

ceaselessly experimenting with new 

and better adaptations,  

（生物は）新しくより優れた適応を絶え

間なく試し， 

２点 

 

and exploring ever more complex body 

structures. 

（生物は）いっそう複雑化する身体構

造を探求する。 

２点 

 

・区分内に 1 か所でも誤りがあれば，その区分 0 点。 
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設問(2) （12 点） 

【設問】 

下線部②の意味を it が何を指すか明らかにして日本語で表しなさい。 

【下線部】 

In other words, intelligence, or technological society it brings, is something almost bound to 

emerge sooner or later, once life gets going. 
【解答例】 

言い換えれば，知性，あるいは知性がもたらす科学技術社会は，いったん生命が始まれば，遅かれ

早かれ，ほぼ確実に出現するものである。 

 

区分 配点 備考 

In other words,  

言い換えれば， 
２点 

 

intelligence, or technological society it 

brings, 

知性［知能］，あるいは知性［知能］がも

たらす（科学）技術社会は， 

２点 

・it＝intelligence を明示していないもの

（「それ」）は不可。 

・it brings が technological society を修

飾することが分かっていないものは

不可。 

is something almost bound to ～ 

ほぼ確実に～する（ものである） 
２点 

 

emerge 
出現する 

２点 
 

sooner or later, 
遅かれ早かれ， 

２点 
 

once life gets going. 

いったん［一たび］生命が始まれば， ２点 

・once が接続詞であることがわかってい

ないものは不可。 

・life に「命」は可。「生活」は不可。 

・区分内に 1 か所でも誤りがあれば，その区分 0 点。 
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設問(3) （14 点） 

【設問】 

下線部③の encephalization quotient (EQ) とはどのような指数で，どのような問題を克服するた

めに考案されたものか。日本語で具体的に説明しなさい。。 

【下線部】 

The so-called ③encephalization quotient (EQ) is an attempt to get around this problem by 

comparing the actual brain size with an expected brain size for the body size of the animal 

concerned. 
【解答例】 

動物の実際の脳の大きさと，その体格から予想される脳の大きさを比較した指数であり，数値が高

いほど，脳の比率が高いことを示す。脳の大きさは体の大きさに比例するので，絶対的な脳の大き

さからでは，知性が正確に測定できないという問題を克服するために考案された。 

 

区分 配点 備考 

［１］ 

指数の説明 

 

６点 「動物の実際の脳の大きさと，その体格から予想される脳の大きさを比

較した指数」に相当する内容。 

 
次の①～③を必須項目とし，部分的な不備は該当の点数を減点。 

①（2 点）comparing ② with ③（②と③の比較） 

②（2 点）the actual brain size（実際の脳の大きさ） 

③（2 点）an expected brain size for the body size（体格から予想される

脳の大きさ） 

「体の大きさに比べて脳が大きいか小さいかを示す指数」なども可。 

 

［２］ 

問題の説明 

8 点 「脳の大きさは体の大きさに比例するので，絶対的な脳の大きさからで

は，知性が正確に測定できないという問題（を克服するために考案され

た）」に相当する内容。 

 
次の①～④を必須項目とし，部分的な不備は該当の点数を減点。 

①（2 点）Absolute brain size（絶対的な脳の大きさ／脳の大きさを単純

に比べること） 

②（2 点）is not itself a good measure（適切な基準でない） 

③（2 点）of intelligence（知性／知能の） 

④（2 点）because ... big bodies demand big brains（体が大きれば脳は

大きいから／脳の大きさは体に比例するはずだから） 

 

※該当区分としての趣旨そのものが大きく違っている場合は部分的に要素が含まれていても，その

該当区分は 0 点。 

※その他，部分的な表現の不備は 1 カ所につき－２点。 



 
大阪大（外国語） 第 1版 

 

6

設問(4) （12 点） 

【設問】 

下線部④の内容を日本語で具体的に説明しなさい。 

【下線部】 

④This point was much stressed by the late Stephen Jay Gould. 

【解答例】 

自然界は未来を予見できず，生命があらかじめ決められた望ましい目標に向かおうとしている（，

つまり進化とは進歩である）という考えは誤りであるという指摘。 

 
【該当箇所】 

Nature cannot foresee the future any more than we can, so the idea that life is actively striving 

for, or channeled towards, some pre-determined end, is wrong. 
「我々と同様に，自然は未来を予見することができないので，生命が何らかのあらかじめ決まって

いる目標を積極的に目指しているとか，それに向けられているという考えは誤りである」 

 
以下の項目にそれぞれ得点を配分する。 

区分 配点 備考 

［１］ 2 点 Nature cannot foresee the future に相当する内容。 

（自然は未来を予見できない） 

［２］ 4 点 the idea that ... is wrong に相当する内容。 

（…という考えは誤り） 

［３］ 6 点 life is actively striving for, or channeled towards, some pre-determined end に

相当する内容。 

 
次の①～③を必須項目とし，部分的な不備は該当の点数を減点。 

①（2 点）life（生命／生物が） 

②（2 点）striving for, or channeled towards ～ 

     「～を求める，～に向かう，進化する」など。 

③（2 点）pre-determined end 

     「決まった目標，定まったゴール」など。 

 

※該当区分としての趣旨そのものが大きく違っている場合は部分的に要素が含まれていても，その

該当区分は 0 点。 

※その他，部分的な表現の不備は 1 カ所につき－２点。 



 
大阪大（外国語） 第 1版 

 

7

設問(5) （6×2＝12 点） 
下線部⑤に「設定の非対称性が原因で起こる」とあるが，「設定の非対称性」とはどのようなもので，

どのようなことが起こるのか。① a drunk（酔っぱらい）の場合と，② life（生命）の場合につい

て，それぞれ日本語で具体的に説明しなさい。 
【下線部】  

The process ⑤occurs due to the asymmetry of the set-up, and the same goes for life. 
（その過程は⑤設定の非対称性が原因で起こり，生命についても同様のことが起こる） 

【解答例】 
① 酔っぱらいは，片側が壁であれば，歩き回るうちに溝に落ちる（しかない）。 
② 生命は，始まりが単純だから，可能性を探るうちに複雑化する（しかない） 
 

区分 配点 備考 

① 

酔っ払いの

場合 

 

６点 次の①～③を必須項目とし，部分的な不備は該当の点数を減点。 

 
①（2 点）道の片側が壁（でもう片側が溝［側溝，どぶ］） 

     ※③に「溝」があれば，ここでは溝はなくても可。 

②（2 点）歩き回る［動き回る］と／移動すると 

③（2 点）（いつか／必ず）溝に落ちる［溝で寝ている］ 

 

② 

生命の場合 

６点 次の①～③を必須項目とし，部分的な不備は該当の点数を減点。 

 
①（2 点）単純から始まる／始まりは単純なもの／複雑なものからは始

まらない 

②（2 点）可能性を探ると［求めると］ 

③（2 点）（必ず）複雑化する／複雑になる／上昇する／高度になる／

進化［進歩］する 

 

※該当区分としての趣旨そのものが大きく違っている場合は部分的に要素が含まれていても，その

該当区分は 0 点。 

※その他，部分的な表現の不備は 1 カ所につき－２点。 
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設問(6) （12 点） 
下線部⑥の evolutionary convergence とはどのようなものか。羽（wing）の例を使って，日本語

で具体的に説明しなさい。 
【下線部】 
 A key factor in addressing these questions is the phenomenon of ⑥evolutionary convergence. 
（こうした問いに取り組む際に鍵となる要因は，⑥収斂進化という現象である） 

【解答例】 
空を飛ぶ能力を持つことが進化上有利になると，異なる生物がそれぞれ別々の進化の過程で羽を発

達させたように，複数の生物種が同一の特性を獲得すること。 
 

区分 配点 備考 

［１］ 

evolutionary 

convergence 
（収斂進化）

とはどのよ

うなものか 

６点 「複数の生物種が同一の特性を獲得すること」に相当する内容。 

 
次の①，②を必須項目とし，部分的な不備は該当の点数を減点。 

①（3 点）複数の生物種／異なる生物種 

②（3 点）同一の特性［性質，特徴，機能，能力］を獲得する 

［２］ 

羽（wing）の

例 

６点 「空を飛ぶ能力を持つことが進化上有利になると，異なる生物がそれぞ

れ別々の進化の過程で羽を発達させた」に相当する内容。 

 
次の①，②を必須項目とし，部分的な不備は該当の点数を減点。 

①（3 点）飛ぶこと［滑空］が（進化上）有利［利点］になると 

②（3 点）異なる生物が羽を持つようになった／異なる器官が羽に進化し

た／生物が個々に羽を作り出した 

 

※該当区分としての趣旨そのものが大きく違っている場合は部分的に要素が含まれていても，その

該当区分は 0 点。 

※その他，部分的な表現の不備は 1 カ所につき－２点。 
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設問(7) （14 点） 

下線部⑦はどういうことか。an empty niche がどのようなものかわかるように，ティラコレオ

（Thylacoleo）の例を使って，日本語で具体的に説明しなさい。 

【下線部】 

How does it happen ⑦that a new species evolves to fill an empty niche? 

（⑦新しい種が空白のニッチ（生態的地位）を満たすために進化することはどのように起こるのだ

ろうか？） 

【解答例】 

5000 万年ほど前の大陸の分裂後，肉食獣がいなかったオーストラリア大陸で，ティラコレオが肉

食獣に進化したように，生態系の中で特定の役割を果たす生物種がいないと，それを満たすために

新たな生物が進化すること。 

 

区分 配点 備考 

［１］ 

an empty 
niche がどの

ようなものか

わかるように

下線部を説明 

８点 「生態系の中で特定の役割を果たす生物種がいないと，それを満たすた

めに新たな生物が進化すること」に相当する内容。 

 
次の①～③を必須項目とし，部分的な不備は該当の点数を減点。 

①（2 点）生態系（に） 

②（2 点）ある役割の生物種がいない 

③（2 点）新たな種が進化し［登場し］ 

④（2 点）（そこを）満たす／埋める 

 

［２］ 

ティラコレオ

（Thylacoleo）

の例 

６点 「5000 万年ほど前の大陸の分裂後，肉食獣がいなかったオーストラリ

ア大陸で，ティラコレオが肉食獣に進化した」に相当する内容。 

 
次の①～③を必須項目とし，部分的な不備は該当の点数を減点。 

①（2 点）大陸の分裂によって 

②（2 点）（オーストラリア大陸に）肉食獣がいなくなった 

③（2 点）ティラコレオが肉食獣になった［進化した］ 

 

※該当区分としての趣旨そのものが大きく違っている場合は部分的に要素が含まれていても，その

該当区分は 0 点。 

※その他，部分的な表現の不備は 1 カ所につき－２点。 
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Ⅲ 

【設問】（50 点） 

 現在，日本の都市部ではセキュリティーカメラ（監視カメラ）が次々と設置されています。公共

の場におけるセキュリティーカメラにはどのような利点，あるいは問題点があると思いますか。70 

語程度の英文で述べなさい。 

 
【基準】 

１．語数 
 49 語以下，91 語以上のものは 0 点。 

 

２．英語の正しさ 
 

 ・軽微なスペルミスは1点減点。 

 ・冠詞・単複・動詞の語形の誤り，語句の誤りなどすべて１箇所につき２点減点。 

・文構造の誤りなど，広範囲に及ぶ誤りは１箇所につき－４点減点。 

 

３．構成面・内容面 

１．構成 

  文章構成の不適切なもの －20 点 

  ・先に立場・意見の提示（「善は急げ」、「急いては事を仕損じる」のどちらの考えに近いのか）を

はっきりさせてから論じていないもの。 

  ※通常の英語の論述展開（意見→根拠（具体例））から大きく逸脱しているもの。 

 
２．内容 

（指定内容） 

 公共の場におけるセキュリティーカメラにはどのような利点，あるいは問題点があると思いますか。 

・指定内容と全く無関係の事柄     －50 点 

・指定内容と論じ方の趣旨が異なるもの －30 点 

・指定内容と明らかに趣旨がずれている －10 点 

・内容的に意味が伝わらない箇所 －４点。 
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Ⅳ 

【設問】 

次の日本文の下線部(1)～(3)の意味を英語で表しなさい。 

 

【下線部(1)】 

「こんなところに日本人？」一瞬，どこかで聞いたような言葉が頭をよぎった。尋ねると，彼女は

ある NGO のスタッフで，夫の転勤に伴ってこの国に渡り，以 後 10 年以上，住民の生活向上のた

めに活動しているそうだ。 

 
【基準】 

以下の区分に分けて採点する。各部分の減点は，配点を超えないものとする。 

区分 配点 備考 

「こんなところに日本人？」 2  

一瞬，（・・・）頭をよぎった。 2  

どこかで聞いたような言葉が 2  

尋ねると，（・・・）だそうだ 2  

彼女はあるNGO のスタッフで， 2  

夫の転勤に伴って 2  

この国に渡り， 2  

以 後10 年以上， 2  

住民の生活向上のために 2  

活動している 2  

※各区分内に 1 箇所でも誤りがあればその区分 0 点（原則，各区分 2 点か 0 点で採点する）。 

※ただし，スペルミス，冠詞，文頭の大文字の誤り，文末のピリオドの欠落は１箇所につき－１点。
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 【下線部(2)】 

そんな地域に設けられた作業場では，生活を楽にしたいと願う多くの女性たちが，地元特産の材料

を使ったバッグなどの製品を作っていた。目を引いたのは， そのデザイン性の高さであった。 

 
【基準】 

以下の区分に分けて採点する。各部分の減点は，配点を超えないものとする。 

区分 配点 備考 

そんな地域に設けられた 2  

作業場では， 2  

生活を楽にしたいと願う 2  

多くの女性たちが， 2  

地元特産の材料を使った 2  

バッグなどの 2 ・「など」に当たるものがないものは不可（－２）

製品を 2  

作っていた。 2 ・「過去」時制以外は不可。 

目を引いたのは， 2  

そのデザイン性の高さであった。 2  

※各区分内に 1 箇所でも誤りがあればその区分 0 点（原則，各区分 2 点か 0 点で採点する）。 

※ただし，スペルミス，冠詞，文頭の大文字の誤り，文末のピリオドの欠落は１箇所につき－１点。
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【下線部(3)】 

「閉ざされた世界にいると，人は自分の何が特別なのかを知るのは難しい」と彼女は言った。「彼女

たちには，よそ者だからこそわかる潜在的な力があるのです。 それを引き出し，経済力そして自信

に変える手助けをすることが私の役目です」 

 
【基準】 

以下の区分に分けて採点する。各部分の減点は，配点を超えないものとする。 

区分 配点 備考 

「閉ざされた世界にいると， 2 
 

人は自分の何が特別なのかを 2  

知るのは難しい」， 2  

と彼女は言った。 1  

「彼女たちには，（・・・）があるのです。 1  

よそ者だからこそわかる 2 
 

 

潜在的な力 2  

それを引き出し， 2  

経済力そして自信に変える 2  

手助けをすることが 2  

私の役目です 2  

※各区分内に 1 箇所でも誤りがあればその区分 0 点（原則，各区分 2 点か 0 点で採点する）。 

※ただし，スペルミス，冠詞，文頭の大文字の誤り，文末のピリオドの欠落は１箇所につき－１点。
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Ⅴ 

 
日本語の誤字脱字の軽微なものは指摘にとどめるが，意味を損ねるものは－１点。キーワードを含ん

でいても主旨そのものを誤っているものは 0 点。 

 
設問(1) 

 英文の内容に合うように，次の文の空所（ ａ ）～（ ｃ ）に入る日本語または数字を答えな

さい。 

 Transylvania Effect とは，（ ａ ）が人の行動に悪影響を与えるという考えであり，それに関す

る話は（ ｂ ）世紀からずっと伝えられてきた。古代ローマの自然哲学者 Pliny the Elder は，人

間の脳内に（ ｃ ）が蓄積されることがその原因だと信じていた。。 

 
【解答例】（4 点×3＝12 点） 

 (a) 満月 

 (b) （紀元／西暦）１ 

 (c) 水分／湿気 

 
【基準】 

 

必須項目 配点 

① 
 the full moon「満月」 

 ※「月」，「フルムーン」は不可（－4点） 
4 点 

②  the first (century) (A.D.)「（紀元／西暦）1」 4 点 

③  moisture「水分／湿気／露／水蒸気／水／液体」 4 点 

※部分的な表現にやや難がある場合は適宜－２点とする。 

※英語で答えたものは 0 点。 
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設問(2) 

 18 世紀に，イギリスの裁判官は lunatic をどのような人だと宣言しましたか。 

 
【解答例】（12 点） 

 月の周期［満ち欠け］と関係がなく，自制心のない人［自己制御ができない人］。 

 
【該当箇所】 

In the early 1700s, a British judge declared that a lunatic was someone who had no self-control 
regardless of the moon cycle（1700 年代の初頭には，あるイギリスの裁判官が，精神異常者とは

月の周期と関係なく，自制心のない人のことだと宣言した） 

 
【基準】 

必須項目 配点 

① someone who had no self-control（自制心のない人） 6 点 

② 
regardless of the moon cycle（月の周期［満ち欠け，満月］と関係ない） 

※cycleに相当するものがなく単に「月」は－2点。 
6 点 

※部分的な表現にやや難がある場合は適宜－２点とする。 

※項目のつながりなどまとめ方の不備は適宜－２点。 

※英語で答えたものは 0 点。 
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設問(3) 

 Transylvania Effect の通念が生まれた背景として，一部の研究者は，人工照明がなかった時代に，

どのようことがあったと推測していますか。 

 
【解答例】（12 点） 

 満月で空が明るいために人々が眠れず，睡眠不足で精神状態が変化した。 

 
【該当箇所】 

Some researchers say that a full moon usually fills the sky with brightness, and before artificial 

lighting, this brightness most likely kept people awake. So perhaps their moods changed from 
lack of sleep.（一部の研究者はこう言う。満月は通常，空を明るさで満たすので，人工照明が登場

する以前は，この明るさのせいでおそらく人々は眠れなかっただろう。そのため，睡眠不足によっ

て人々の精神状態が変化したのかもしれない） 

 
【基準】 

必須項目 配点 

① 
 a full moon usually fills the sky with brightness 
 「満月で（空が／夜が）明るい」ことがあればよい。 

4 点 

② 
 this brightness most likely kept people awake 
 「（明るさで）人が眠らなかった」ことがあればよい 

4 点 

③ 
  their moods changed from lack of sleep 
 「睡眠不足で」（2点） 

 「気分［精神状態］が変わった」（2点） 

4 点 

※部分的な表現にやや難がある場合は適宜－２点とする。 

※項目のつながりなどまとめ方の不備は適宜－２点。 

※英語で答えたものは 0 点。 
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設問(4) 

 人が Transylvania Effect を正当化しようとするのは，脳にどのような傾向があるからですか。 

 
【解答例】（12 点） 

人間の脳には，ひとたびある考えを抱くと，実際に存在していなくても因果関係のパターンを探し

求める傾向があるから。 

  
【該当箇所】 

The human brain, once it has an idea, tends to seek out cause-and-effect patterns — even if 
they don’t exist.（人間の脳は，ひとたびある考えを抱くと，因果関係のパターンを探し求める傾向

がある。たとえそれが実際に存在していなくてもである） 

    
【基準】 

必須項目 配点 

① 
 once it has an idea, 
 「何か考えを持つ」 

4 点 

② 
 tends to seek out cause-and-effect patterns 
 「因果関係［原因と結果］（のパターン）を探す［求める］」 

4 点 

③ 
  even if they don’t exist. 
 「たとえ存在しなくても／ありもしない」 

 

4 点 

※部分的な表現にやや難がある場合は適宜－２点とする。 

※項目のつながりなどまとめ方の不備は適宜－２点。 

※英語で答えたものは 0 点。 
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設問(5) 

 Transylvania Effect に関して，人はcognitive bias によってどのように考えて安心感を得ますか。 

 
【解答例】（12 点） 

良くないことが起きるのは満月が原因だから，自分の落ち度ではないと考える。 

 
【該当箇所】 

If we can somehow expect something bad to happen only during a full moon, it gives us a sense 

of reassurance that the moon is the actual cause. It’s much nicer for people to think that bad 
things happen by no fault of their own, but rather because of the phases of the moon.（満月の期

間だけに何か良くないことが起こるとなんとかして思い込めれば，満月がその原因だという安心感

を得られる。悪いことが起こるのは自分自身の落ち度ではなく，月の満ち欠けのせいだと考える方

が，人々にとってずっと好都合なのであ る） 

 
【基準】 

必須項目 配点 

① 
 bad things happen 
 「悪いことが起きる」 

4 点 

② 
 by no fault of their own, 
 「自分のせいではない」 

4 点 

③ 
  but rather because of the phases of the moon 
 「月の満ち欠け［月齢，周期，満月］のせい」 

 ※phasesに相当するものがなく単に「月」は－２点。 

4 点 

※部分的な表現にやや難がある場合は適宜－２点とする。 

※項目のつながりなどまとめ方の不備は適宜－２点。 

※英語で答えたものは 0 点。 

  

 


