
 

2022 年 第 1 回神戸大本番レベル模試 英語 

解答・採点基準 

全 4 問 80 分 125 点満点 

Ⅰ（35 点） 

解答 

問 1 

（A） （ウ） （B） （ア） （C） （エ） （D） （ウ） 

 

問 2 気持ちが落ち込まないようにするには楽しみが重要だということ。（30 字） 

 

問 3 （う） 

 

問 4 

しかし，笑うこと自体は重要な役割を果たすのだ。つまり，笑いが適切に利用される場合，それは危機の

際にわたしたちの最も効果的な対処機制の 1 つとなり得る。それによってわたしたちは，他者や自分自

身，そしてわたしたちの手に負えない出来事に対して，より健全な調和を見いだすことができるのだ。 

 

問 5 （う），（お） 

  



 

採点基準 

問 1 各 2 点 計 8 点 

 

問 2 5 点満点 

1. 下線部を含む文の mirth was vital をふまえて，「楽しみ［娯楽／浮かれ騒ぎ］が（極めて）重要だ」

というポイントが盛り込まれていれば 3 点加点。 

 下線部の uncorked という表現をふまえて「楽しみ」を「ストレス解消」などと表現してもよい。 

 「（極めて）重要だ」は「必須だ」「不可欠である」でもよい。 

2. keeping up spirits をふまえ，１に関して「気持ちが落ち込まないようにするには」「前向きな精

神を維持するためには」という説明が付け加えられていれば 2 点加点。 

 １の部分で加点がない場合，この部分の加点はなし。 

 「気持ちを上向きにする（には）」に類する表現は 1 点の加点にとどめる。 

 

問 3 4 点 

 

問 4 12 点満点 

But laughing itself matters, and when used appropriately, it can be one of our 

most effective coping mechanisms during a crisis, allowing us to find a healthier 

balance with others, with ourselves, and even with events beyond our control. 

「しかし，笑うこと自体は重要な役割を果たすのだ。つまり，笑いが適切に利用される場合，それは危機

の際にわたしたちの最も効果的な対処機制の 1 つとなり得る。それによってわたしたちは，他者や自分

自身，そしてわたしたちの手に負えない出来事に対して，より健全な調和を見いだすことができるのだ。」 

1. But laughing itself matters の部分が「しかし，笑うこと自体は重要な役割を果たす」のよう

に適切に訳されていれば 3 点加点。 

 matters を「重要な役割を果たす」「大切である」のように適切に訳せていない場合はこの部

分から 2 点減点。 

2. and when used appropriately の部分が，when 節が主語 laughing と be 動詞が省略さ

れた受動態であることを理解した上で，「つまり，笑いが適切に利用される場合」のように適切に訳

されていれば 2 点加点。 

 and の訳は「そして」なども許容範囲とする。 

 when 節が直後の it can be one of our most effective coping mechanisms 

during a crisis という部分にかかる副詞節であるという理解を日本語訳に適切に反映でき

ていない場合，この部分の加点はなし。 



 

3. it can be one of our most effective coping mechanisms during a crisis という

部分が，「それは危機の際に［の］わたしたちの最も効果的な対処機制の 1 つとなり得る」のように

適切に訳されていれば 3 点加点。 

 can を可能性の意味で適切に訳していない場合はこの部分から 1 点減点。 

4. allowing us to find a healthier balance with others, with ourselves, and even 

with events beyond our control の部分が，「それによってわたしたちは，他者や自分自身，

そしてわたしたちの手に負えない出来事に対して（さえ），より健全な調和を見いだすことができる

のだ」のように適切に訳されていれば 4 点加点。 

 分詞構文の主語が主節の主語 it，すなわち laughing であることが明らかに理解できていな

いと思われる場合はこの部分から 2 点減点。 

 「それによって」のように主節との意味的つながりが適切に表されていない場合も，この部分か

ら 2 点減点。 

 

問 5 各 3 点 計 6 点 

  



 

Ⅱ（35 点） 

解答 

問 1 

（a） （え） （b） （う） （c） （あ） 

 

問 2 （い） 

 

問 3 （い） 

 

問 4 研究者はまた，これまで知られていたよりも多く島のあちこちに骨の堆積が散在しているのを発

見した。 

 

問 5 先住民がフォークランドオオカミをフォークランド諸島に持ち込んだという考え。（37 字） 

 

問 6 （う），（お） 

  



 

採点基準 

問 1 各 2 点 計 6 点 

 

問 2 4 点 

 

問 3 4 点 

 

問 4 9 点満点 

The researchers also found a larger than previously known abundance of bone 

piles scattered around the islands. 

「研究者はまた，これまで知られていたよりも多く島のあちこちに骨の堆積が散在しているのを発見し

た。」 

1. The researchers also found a [...] abundance of bone piles の larger than 

previously known を除く部分を「研究者はまた，骨の堆積を発見した」のように訳せていれば 4

点加点。 

2. larger than previously known を「これまで知られていたよりも多く（の）」のように訳せてい

れば 3 点加点。 

3. scattered around the islands を「島のあちこちに散在している」のように訳せていれば 2 点

加点。 

 

問 5 6 点満点 

1. 「先住民がフォークランドオオカミを持ち込んだ」ということが説明できていれば 4 点加点。 

 「先住民」は「初期の船乗り」でも可とするが，これらの要素がない場合，この部分の加点はなし。 

 「フォークランドオオカミ」は「フォークランドキツネ」「ワラ」でも可とするが，単に「オオカミ」「キ

ツネ」「動物」などとしている場合，この部分は 2 点の加点にとどめる。これらの要素がない場

合，この部分の加点はなし。 

 「持ち込んだ」は「連れてきた」「フォークランド諸島に運んだ」でも可とするが，これらの要素が

ない場合，この部分の加点はなし。 

2. １に関して「フォークランド諸島に」という要素が説明できていれば 2 点加点。 

 「フォークランド諸島」は「諸島」「島」でも可とする。 

 

問 6 各 3 点 計 6 点 

  



 

Ⅲ（30 点） 

解答 

問 1 

（a） （え） （b） （え） （c） （あ） （d） （う） 

 

問 2 

（A） （え） （B） （う） （C） （あ） （D） （お） （E） （い） 

 

問 3 オックスフォード・ストリートを歩いていた時，彼女は彼とばったり鉢合わせしていたかもしれな

い。 

  



 

採点基準 

問 1 各 3 点 計 12 点 

 

問 2 各 2 点 計 10 点 

 

問 3 8 点満点 

She might have run into him as she walked down Oxford Street. 

「オックスフォード・ストリートを歩いていた時，彼女は彼とばったり鉢合わせしていたかもしれない。」 

1. She might have run into him の部分を「彼女は彼とばったり鉢合わせしていたかもしれない」

などと適切に訳せていれば，4 点加点。 

 might have＋過去分詞を「～（だった）かもしれない」のように適切に訳せていない場合は 2

点減点。 

 「ばったり鉢合わせしていた」は「偶然会っていた」など類似の表現を広く認める。 

2. as she walked down Oxford Street の部分を「オックスフォード・ストリートを歩いていた時」

など適切に訳せていれば 4 点加点。 

 接続詞 as が時を表す接続詞であると理解せず，この従属節を主節と適切な形で接続できて

いない場合は 2 点減点。 

  



 

Ⅳ（25 点） 

解答 

（1） 

Some functions of mobile phones can help children’s learning if they are allowed 

to use them at school.  On the other hand, it is possible that children would be 

tempted to use their mobile phones for bullying or cheating. 

（39 words） 

 

（2） 

〔賛成の場合〕 

I’m for bans on mobile phones at school.  My school allows students to bring 

mobile phones to school, and I see many of my classmates using them for playing 

games and looking at SNS apps during class.  If we have a mobile phone with us, 

we can hardly resist using it, and it inhibits our ability to concentrate on studying.  

We should focus on our learning activities while we are at school, without using 

mobile phones. 

（76 words） 

 

〔反対の場合〕 

I’m against bans on mobile phones at school because they often are 

educationally useful.  Once, in a science class, each student was told to search 

for information related to the topic using their mobile phones.  As a result, the 

class got a wide range of information, which led us to a fruitful discussion.  Of 

course, we shouldn’t use them for fun during class, but if mobile phones are 

used properly, they serve as effective learning aids. 

（76 words）  



 

採点基準 

（1） 10 点満点 

Some functions of mobile phones can help children’s learning if they are allowed 

to use them at school.  On the other hand, it is possible that children would be 

tempted to use their mobile phones for bullying or cheating. 

＊ 問題を正しく理解していないと考えられる解答，問題で求められていることに関連しない内容のみ

を述べている解答の場合，この設問は 0 点とする。 

1. 第 1 段 落 の 内 容 を ふ ま え ， Some functions of mobile phones can help 

children’s[their] learning のように，「携帯電話の機能が学習を助ける」というポイントが適

切な表現で盛り込まれていれば 5 点加点。 

 問題文で挙げられている具体的な機能（電卓，ストップウォッチ，電子メール）への言及がなく

とも減点はしない。ただし，学習を助ける［学習の補助］というポイントが表現されていない場

合はこの部分は加点しない。 

2. 第 2 段落の内容をふまえ，it is possible that children would be tempted to use 

their mobile phones for bullying or cheating のように，「子供たちが携帯電話を不正な

こと［いじめやカンニングなど］に使う［使いたくなるかもしれない］」というポイントが適切な表現で

盛り込まれていれば 5 点加点。 

 「いじめや（テストでの）カンニング［不正行為］」といった具体例への言及がなくとも減点はしな

い。ただし，「不正なことに使う」「悪用する」「（比較的）よい効果につながらないやり方で使う」

に類するポイントが表現されていない場合はこの部分は加点しない。 

 

（2） 15 点満点 

〔賛成の場合〕 

I’m for bans on mobile phones at school.  My school allows students to bring 

mobile phones to school, and I see many of my classmates using them for playing 

games and looking at SNS apps during class.  If we have a mobile phone with us, 

we can hardly resist using it, and it inhibits our ability to concentrate on studying.  

We should focus on our learning activities while we are at school, without using 

mobile phones. 

 

〔反対の場合〕 

I’m against bans on mobile phones at school because they often are 

educationally useful.  Once, in a science class, each student was told to search 

for information related to the topic using their mobile phones.  As a result, the 



 

class got a wide range of information, which led us to a fruitful discussion.  Of 

course, we shouldn’t use them for fun during class, but if mobile phones are 

used properly, they serve as effective learning aids. 

＊ 問題を正しく理解していないと考えられる解答，問題で求められていることに関連しない内容のみ

を述べている解答の場合，この設問は 0 点とする。 

＊ 学校での携帯電話の禁止について賛成・反対いずれの立場も明記されていない解答の場合，この

設問は 0 点とする。 

1. 学校での携帯電話の禁止について，賛成か反対かが明記されていれば 3 点加点。 

2. 1 で述べた考えを補強するための理由や具体例が適切な形で挙げられていれば 12 点加点。 

 明らかに他人の経験であることが明白な場合や，個人的経験に基づいていることが窺えない

場合，この部分は加点しない。 

 １で述べた考えを支持するものとして明らかに成り立たない理由・具体例がある場合，または１

の考えを裏付ける論理展開として明らかに成り立たない箇所がある場合，1 か所につき 5 点

減点。 
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