
 

 

第2回 阪大本番レベル模試・英語（外国語学部以外） 

採点基準 

大問Ⅰ 
 
(A) ２０点 

区分 配点 

The messes that result ＋ are familiar 
（結果として生じる惨状はおなじみなものだ） 3点 

when people cannot inhibit immediate gratification for the sake of delayed outcomes, 
even when they know they should 
（後になって生じる結果を考慮して刹那的な満足を抑制することを，頭ではそうすべき

分かっていてもできないとき） 

7 点 

We see willpower’s failure 
（意志の力が敗北するのを私たちは知るのだ） 3 点 

whenever earnest New Year’s resolutions  ̶to quit smoking, to go to the gym regularly, 
to stop quarreling with the person you love most ̶  dissolve before January ends. 
（真剣な新年の決意，つまりタバコをやめたり，ジムに定期的に通ったり，最愛の人と

の口論をやめたりしようという決意が，1 月が終わるまでにはくじけてしまうといつ

でも） 

7 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）を原則として減

点。 

 
(B) ２０点 

区分 配点 
Some of the birds even arrange the items in their collection from smallest to largest, 
（その鳥の中には，自分が集めてきたものの中の品々を，最も小さいものから最も大きな

ものへという順番で並べる者もいる） 
4 点 

forming a walkway that makes themselves and their objects all the more striking to a 
female 
（そして，自分自身と集めてきた品々がそれによりますますメスにとって魅力的なものに

なる通路を作り上げるのだ） 

4 点 

 ̶an optical illusion known as forced perspective that humans did not perfect until the 
fifteenth century, 
（これは15 世紀になるまでは人間が完成させていなかった，強制遠近法として知られる視

覚的錯覚である） 

4 点 

while this remarkable exhibition is not sufficient to satisfy a female bird 
（だが一方で，このように見事に巣を飾り立てても，メス鳥を満足させるのに十分でない。） 

4 点 

should a female show initial interest, the male must react immediately 
（仮にメスが最初の関心を示したら，オスは即座に反応しなければならないのだ） 

4 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）を原則として減

点。 



 

 

大問Ⅱ 
 
設問(2) 20点 
 

具体的ポイント 

① such failure の説明 （16 点配分） 
a)) 「ダム」の欠如 ⇒（―２） 
b)) 「欠陥」またはその類語の欠如 ⇒（―６） 
c)) 「水があふれる」または「決壊する」の類語の欠如 ⇒（―８） 

② down the road の該当部（4 点配分） 
a)) 「今後も，この先も，将来（このような事態は起こる）」の説明がない⇒（―4） 

上に記載のない誤りは1箇所につき1～2点を減点する。 
配分を超えた減点はしない。 



 

 

設問(4) 20点 
 

具体的ポイント 

① Rainfall の有無 （4 点配分） 
a)) 誤訳・欠如は各（－4） 

② longer duration の該当部 （8 点配分） 
a)) 「以前と比べて長期間」という比較の訳出がなければ（―4）。 
b)) duration を「期間」「継[持]続」以外の系統の意味で類推したものは（―４）。 

③ less intensity の該当部 （8 点配分） 
a)) 「以前と比べて強烈ではない」という比較内容でなければ（―４）。 
b)) intensity を「（雨の）激しさ」「集中（的な降雨）」以外の系統の意味で類推したものは（―４）。 

④ ①②③に言及せず，本文 an overall wetter climate, which climate models forecast for parts of the 
United States in coming decades のみで答えているものは（―１４）」 

上に記載のない誤りは1箇所につき1～2点を減点する。 
配分を超えた減点はしない。 

 



 

 

大問Ⅲ 
 

採点の基準 

内容 
(1) 苦境にある他人についての説明（ 7点配分） 
(2) どのように励ましたか （ 8点配分）  
(3) どのような結果となったか （7 点配分） 
(4) まとめ  （8 点配分） 

語数 
(a) ４０語未満：－30点 
(b) ４１～５０語：－15点 

その他 
語句レベルで不適切な箇所は，程度に応じて1カ所につき－１，－２点。節レベルの誤りは―４点。 



 

 

大問Ⅳ 
 
●語句レベルで不適切な箇所は，程度に応じて1カ所につき－１，－２点。 
 
（A）（25 点） 
〈問題部分〉人間関係の希薄化が進む現代社会では，人と人との繋がりがますます重要になっている。何か困

ったことがあっても，遠慮なく助けを求めることができる，そのような友人を増やすことが，将来の資産にな

るのだと私は確信している。深く広い人間関係を構築することができるかが，新たな豊かさの指標になるだろ

う。 
 

区分 配点 
① ～私は確信している 1点 

② 将来の資産になるのだ 3点 

③ 友人を増やす 2点 

④ 何か困ったことがあっても，遠慮なく助けを求めることができる 5点 

⑤ 深く広い人間関係を構築することができるかが 7点 

⑥ 新たな豊かさの指標になるだろう 7点 

 
（B）イ（25 点） 
〈問題部分〉私たちの日常生活は進化論の比喩的な用法に溢れている。なかでも典型的なのは，ビジネスや処

世術に関する書物で用いられる進化論だろう。これらの作者たちは，自然界をモデルとして引き合いに出しな

がら，私たちに絶え間なく進化し続けるよう命じ，厳しい競争を勝ち抜いていこうと鼓舞する。しかし，生物

の世界は，99 パーセント以上の種が絶滅する世界であることを考えると，限られた成功事例ばかりをお手本

にするのは極めて危険だろう。 
 

区分 配点 
① これらの作者たちは ＋私たちに絶え間なく進化し続けるよう命じ 5点 

② 厳しい競争を勝ち抜いていこうと鼓舞する 5点 

③ 自然界をモデルとして引き合いに出しながら 5点 

④ しかし，生物の世界は，99 パーセント以上の種が絶滅する世界であることを考えると 5点 

⑤ 限られた成功事例ばかりをお手本にするのは極めて危険だろう 5点 



 

 

（B）ロ（２５点） 
〈問題部分〉政治家の失言が後を絶たないと感じる人は多いでしょうが，事実は逆なのです。実際，政治家に

よる問題発言は，以前に比べてかなり少なくなっています。多いと人々が感じるのは，社会の価値観が変わり，

かつては普通に使われていた多くの表現が，不適切だとみなされるようになってきたからでしょう。 
 

区分 配点 
① 実際 1点 

② 政治家による問題発言は，以前に比べてかなり少なくなっています 7点 

③ 多いと人々が感じるのは 4 点 

④ 社会の価値観が変わり 4点 

⑤ かつては普通に使われていた多くの表現が，不適切だとみなされるようになってきたからでしょう 9点 

 


