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第3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） 

 
箇所 項目 配点 

① 

Capital and politics influence each other to such an extent that their relations are hotly debated by economists, 
politicians and the general public alike 
（資本と政治は，その関係が経済学者にも，政治家にも，そして一般大衆にも熱く議論されるほどまでに，互いに影響を及ぼし合

う） 

6 

② 
Ardent capitalists tend to argue that capital should be free to influence politics, but politics should not be allowed to 
influence capital. 
（熱烈な資本主義者は，資本は思うがままに政治に影響を及ぼすことができるべきだが，政治が資本に干渉するのは認められるべきで

はない，と論じる傾向がある） 
7 

③ 
They argue that when governments interfere in the markets, political interests cause them to make unwise 
investments that result in slower growth. 
（彼らは，政府が市場に干渉すると，政治的利益のせいで，成長（速度）を鈍化させる結果になる愚かな投資を行うことになる，と論じる） 

7 

 

（Ｂ）（20点） 

箇所 項目 配点 

① 

Black holes are one of only a fairly small number of cases in the history of science in which a theory was developed 
in great detail as a mathematical model before there was any evidence from observations that it was correct. 
（ブラックホールは，それが正しいという，観測による証拠がまったく得られていないうちに，数学的モデルとして極めて詳細に理論

が展開された，科学の歴史上かなり少数しかない事例の１つだ） 

8 

② Indeed, this used to be the main argument of opponents of black holes 
（実際，ブラックホールに反論する人々の主な主張として，かつて次のようなものがあった） 6 

③ : how could one believe in objects for which the only evidence was calculations based on dubious theories? 
（怪しげな理論に基づく計算しかその証拠がないものを，どうして信じられようか？） 6 
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大問Ⅱ 
 
設問(2)  12点 
 
箇所 項目 配点 

① inside it was an army of hardworking, pea-size gods 
（中に小さな働き者の神様がたくさんいて） 4点 

② who built miniature bonfires under the food, 
（食べ物の下で小さな焚き火をし） 4点 

③ then miraculously disappeared when the door was opened 
（扉を開けると不思議にも消え去ってしまう」） 4点 

 
設問(3)  8点 
 
箇所 項目 配点 

① the tides  
（潮の満ち引き） 2点 

② the stars 
（星） 2点 

③ the inner workings of our sun 
（太陽の内部の働き） 2点 

④ the structure of an atom 
（原子の構造） 2点 

  
設問(4)  9点 
 
箇所 項目 配点 
① meeting への言及。 1点 

② I pitched an idea への言及。 2点 

③ with great pride and satisfaction への言及。 2点 

④ … my boss, but he stared at me for a moment, and then said with great force, “Shut up, you boring eggheadへの言及。 4点 

 
設問(5)  10点 
 
箇所 項目 配点 

① How did we go 
（いかに人類が進化したか） 2点 

   ② 
from a species that had barely learned to walk upright and lived on whatever nuts and berries and roots we could harvest 
with our bare hands 
（人類が何とか直立歩行して原始的採集生活を送っていた存在から） 

4点 

   ③ 
to one that flies airplanes, sends messages instantly around the globe, and re-creates in enormous laboratories the 
conditions of the early universe 
（（現代の）驚異的な科学技術を駆使する存在(へと進化した)） 

4点 

 

 



 

3 
 

大問Ⅲ 
 

採点の基準 
内容 
(1) 題意と乖離したものは（－３０）。 
(2) 「人類」ではなく，ごく一部の層だけの恩恵になっている場合，（－１５）。 
(3) 恩恵を2つ以上挙げている場合，（－１５）。 
(4)どういう恩恵をもたらすかが不明な場合，（－１５）。 
(5) 実現の可能性が限りなく低いまたは不可能なことを書いている場合，（－１５）。 

語数 
(a) ４０語未満：－30点 
(b) ４０～５９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。 
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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） 
 

区分 配点 
① 例えば 1点 
② 殆どの者は空腹を満たさんがために働き 4点 
③ また王たちの中には権力を誇示するために奴隷を使って巨大な宮殿を建てた者がいた 5点 
④ こうした欲求を充足させるために 3点 
⑤ 人は働いたり，他人を働かせたりしていたのだ 4点 
⑥ 彼らの欲望にはある程度の限界があったが 4点 
⑦ 近代に誕生した資本主義は我々の欲望を無限に進める 4点 

 
 
（B）（イ）（25点） 
 

区分 配点 
① 激怒しているお客様に対し ＋ 共感を示せば 4点 
②「お気持ちお察しいたします。私がお客様の状況でも，同じように感じるでしょう」と 6点 
③「私も大人気ない態度をとってしまい申し訳ない」などと 6点 
④ 相手も冷静になる 2点 
⑤ これは，自分を相手の立場に置くことで，相手も徐々に冷静に話すようになるからだ 7点 

 
 

(B)（ロ）（25点） 
 

区分 配点 
① 昨年，私は一人で久しぶりにサイクリングに出かけ， 5点 
② 自転車の魅力にはまりました。 4点 
③ 自転車なら止まりたいところに止まれます 5点 
④ それに，周りの様々な香りに敏感になるので， 5点 
⑤ 季節の移り変わりをより意識するようになります。 6点 

 


