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第 1回 阪大本番レベル模試 

採点基準 英語 外国語学部以外 

Ⅰ 
(A) （16点） 

 
 
(B) （24点） 

 

原則として次の部分に以下の点を配し，誤訳・訳抜けの程度に応じて１箇所につき―1，―2点を減点する。 

区分 配点 備考 
①  Notwithstanding the equal 
principles embedded within Christ’s 
teachings 

4点 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 

②  there was little suggestion on the 
part of Christian political theorists  

4点 
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 

③  that the worldly social structure 
could or should be reformed 

4点 

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 
※suggestion への同格であることが捉えられていない訳

出は－3点。 
④  so that all members of the Church 
might realize the belief that humans 
are equal before God 

4点 
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 
※so that S might Vの用法を誤認しているものは－2点。 

原則として次の部分に以下の点を配し，誤訳・訳抜けの程度に応じて１箇所につき―1，―2点を減点する。 

区分 配点 備考 

① They will invariably come up with 3点 彼らはいつも思いつくものなのだ 

② something creative to do with their 
time that I don’t want them to do 

6点 

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 
※ creative, to do ～, that I ～それぞれが something への修

飾だと分かっていない訳出は－2点。 
③ In Santa Monica, a small California 
octopus, only perhaps eight inches long, 

3点 
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 
④ managed to flood the aquarium’s 
offices with a valve in her tank 

6点 
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 
⑤ causing thousands of dollars’ worth of 
damage by ruining the brand-new, 
ecologically designed floors. 

6点 
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 
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Ⅱ 
 
設問(2)  （12点） 
 
【設問】 
下線部⒜の 3 人はここではどういう人物として扱われているか。本文の内容に即して日本語で説明しなさい。

ただし，解答はそれぞれの固有名詞を用いずに，「この3人」を使うこと。 
 

【解答参考箇所】 
Yet if art is defined by human emotions, what might happen once external algorithms are able to 
understand and manipulate human emotions better than Shakespeare, Frida Kahlo, or Beyoncé? 
（しかし，芸術が人間の感情で定義されるなら，外部にあるアルゴリズムがシェイクスピア，フリーダ・カーロ，あるいはビヨン

セよりもうまく人間の感情を理解し，操ることができるようになれば，何が起こるのだろうか。） 
 
【解答例】 
この3人は，人間の感情を理解し，巧みに操ることができる人物として扱われている。 
 

●次の①～②の項目に相当する内容に得点を配分。 
項目・配点 備考 

① ２点 
書き出しの適切さ 
 

・設問指示を無視し、固有名詞を用いていれば一括

して（－２） 

② １０点 
are able to understand and manipulate human 
emotions better 

・understand 部分の欠如（－２） 
・manipulate 部分の欠如（－２） 
・human emotion部分の欠如（－２） 

※趣旨そのものが大きく違っている解答は0点。 
※その他，部分的な表現に難がある箇所は1箇所につき－1点。 
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設問(4)  （12点） 
 
【設問】 
本文中の下線部(b)の意味を日本語で表しなさい。 
 

【下線部】 
it could calculate the emotional impact that a particular song  ̶even a particular musical key  ̶is likely 
to have on you. 

 
【解答例】 

それはある特定の歌が，さらには特定の調でさえもが，人に与えそうな感情的影響を計算できる可能性がある。 
 
●次の①～②の項目に相当する内容に得点を配分。 

区分 配点 備考 

it could calculate the emotional impact 

12

点 

2

点 
それは感情的影響を計算できる可能性がある 
※couldを過去時制に訳したものは－1点。 

that a particular song ̶ even a particular 
musical key ̶  is likely to have on you. 

10

点 

ある特定の歌が，さらには特定の調でさえも

が，人に与えそうな 
※is likely toの訳漏れは－2点。 
※ダッシュ部が a particular song への補足だ

と理解できていない訳出は－2点。 
※趣旨そのものが大きく違っている解答は部分的に要素が含まれていても該当区分は0 点。 
※その他，部分的な表現に難がある箇所は1箇所につき－1点。 
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設問(5)  （14点） 
 
【設問】 
下線部⒞ No human DJ could ever hope to match the skills of such an AI. では，「どのような人間のDJ も，

このようなAI の腕前に伍するなど望むべくもあるまい」と述べています。なぜこのようなことが言えるのか，

筆者の考えに基づいて日本語で説明しなさい。 
 

【解答参考箇所】 
Suppose you just had a nasty fight with your boyfriend. The algorithm in charge of your sound system will 
immediately discern your inner emotional disturbance, and based on what it knows about you personally 
and about human psychology in general, it will play songs adjusted to your gloom and distress. These 
particular songs might not work well with other people, but they are just perfect for your personality type. 
After helping you get in touch with the depths of your sadness, the algorithm would then play the one song 
in the world that is likely to cheer you up  ̶perhaps because your subconscious connects it with a happy 
childhood memory that even you are not aware of. No human DJ could ever hope to match the skills of 
such an AI. 
（あなたがボーイフレンドとたちの悪い喧嘩をしたばかりだとしよう。あなたの音楽システムを担当するアルゴリズムがすぐさま心にある感

情の乱れを識別し，あなた個人についてわかっていることと人間心理全般についてわかっていることに基づき，あなたの憂うつと苦悩に

合わせた曲を流すだろう。こういった特定の曲は，他の人々には効果はそれほどなかろうが，あなたの性格タイプにはまさしく最適なの

だ。アルゴリズムによって，あなたが自分の悲しみの深みに触れることができると，次にアルゴリズムは，あなたを励ましてくれるであろう世

界でたった 1 つの曲を流してくれるだろう―励まされるのは，おそらく，あなたの潜在意識が，自分でさえ意識していない幸せな幼少時

代の記憶とその曲を結びつけるからだ。どのような人間のDJ もこのようなAI の技術に伍するなど望むべくもあるまい。） 
 
【解答例１】 
一人ひとりの感情と性格にぴったりの曲を選択し，その人の感情を潜在意識のレベルまで制御できる，DJ と
して比類のないAI が登場するだろうから。 

 
【解答例２】 
人の気持ちをコントロールするために，個人の感情や性格を知り，人の心を深いレベルまで操る曲選択がアル

ゴリズムによって行われれば，人間のDJはかなわないだろうから。 
 
●次の各項目に相当する内容に得点を配分。 

盛り込むべき内容 ※欠如の場合はカッコ内の点数を減じる 

・アルゴリズム，もしくはAI（－２） 
・個人（別）（－２） 
・性格（－１） 
・感情（－１） 
・適合した（－２） 
・潜在意識（のレベル）（－２） 
・コントロール（－２） 
・人間（のDJ）との比較（－２） 

※趣旨そのものが大きく違っている解答は部分的に要素が含まれていても該当区分は0 点。 
※その他，部分的な表現に難がある箇所は1 箇所につき－1点。 

 



 

5 
 

Ⅲ 
【設問】 
 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・英語の正しさ 

１．語数 
 49語以下，91語以上のものは0点。 
 
２．英語の正しさ 
・スペリングミスは－１点。ただし，ミスによって異なる単語になる場合は－2点。 

・冠詞・単複・動詞の語形の誤り，内容に影響する語句レベルの誤りはすべて－2点。 
・文構造に関わる，広範囲な誤りはすべて－４点。 

 

２．構成面・内容面 

１．構成 
 文章構成の不適切なもの －10点 
 ・先に立場・意見の提示（「公共の場におけるセキュリティーカメラには利点がある」或いは「公共の場におけ

るセキュリティーカメラには問題点がある」）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 
・指定内容と無関係の事柄を述べているものは，－30点。 
・指定内容と趣旨が大きくずれているものは，－20点。 
・利点／問題点として常識的に明らかにおかしいと判断されるものは，－5点。 
・文と文が論理的につながらないなどの内容面のミスは，－5点。 
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Ⅳ 
 
（A） （25点） 
【設問】次の日本文の下線部の意味を英語で表しなさい。 

物事を真剣に考えることを嫌う傾向、これは大変に怖いことです。最近までの日本の安定した社会の中で

は、極端に言えば、何も考えなくても生きていけた。しかし近年の時代の変化は激しく、自力で考えて行動す

る力がなければ、現実に対応することができなくなるでしょう。何よりも、考えることを放棄することで、生

きていることの喜びや価値が低下してしまうのではないかと思います。 
 
●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 

①物事を真剣に考えることを嫌う傾向 4点 

②これは大変に怖いことです 3点 

③最近までの日本の安定した社会の中では 3点 

④極端に言えば 2点 

⑤何も考えなくても生きていけた 3点 

⑥しかし近年の社会の変化は激しく 3点 

⑦自力で考えて行動する力がなければ 3点 

⑧現実に対応することができなくなるでしょう 4点 
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(B)  （25点） 
(イ)（文学部の志願者） 

私は自分の娘を，ちゃんとした大人というだけでなく，一本芯の通った，目標を貫いて誰が何と言おうとや

り遂げる人に育てたいのです。一つのことをやり遂げた時，自信と共に，忍耐力や体力，精神力といった様々

な力を得ることができるのです。意志の強さは今後の人生の中で，あらゆる場面で益となるはずです。 

 
●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 
①私は自分の娘を～に育てたいのです 4点 
②ちゃんとした大人というだけでなく 3点 
③一本芯の通った，目標を貫いて誰が何と言おうとやり遂げる人 6点 
④一つのことをやり遂げた時，自信と共に，忍耐力や体力，精神力といった様々な力を

得ることができるのです 
6点 

⑤意志の強さは今後の人生の中で，あらゆる場面で益となるはずです。 6点 
 

 

(ロ)（文学部以外の学部の志願者） 

振る舞いから人の性格を判断することは，言葉から判断するよりもはるかに頼りになる。私は軍隊生活の経験

からこのことを学んだのだ。例えば，振る舞いを見れば，その人は困っている人を見れば常に勇敢な振る舞い

をするのか，あるいは自分の利害や名声が絡んだ場合にのみ，勇敢な印象を与える振る舞いをするのかを知る

ことができる。 
 
●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 
①例えば 1点 
②振る舞いを見れば 3点 
③困っている人を見れば 4点 
④その人は常に勇敢な振る舞いをするのか 5点 
⑤（あるいは）自分の利害や名声が絡んだ場合にのみ 5点 
⑥勇敢な印象を与える振る舞いをする 5点 
⑦を知ることができる 2点 

 
 


