
 

2022 年 第 2 回一橋大本番レベル模試 英語 

解答・解説・採点基準 

全 3 問 120 分 250 点満点 

Ⅰ（130 点） 

解答 

1  

5 年生の生徒に，数分の作業時間を追加で捻出する術を身に付けさせるという目的。 

（38 字） 

 

2  

わずか数十年前には志願者の 30％を受け入れていた名門大学が，今では志願者の 10％未満しか受け

入れなくなっているから。 

（56 字） 

3 3 番目：リ 7 番目：ヘ 

 

4  

大手法律事務所の共同経営者になるために必須とされる年約 2400 時間の報酬請求可能時間を達成

するには，週 6 日で 8 時から 20 時まで，毎週働く必要がある。 

（70 字） 

 

5 ladder 

 

6  

毎週の労働時間が 25 時間少ない方がいいと彼らが言うのは，仕事のせいで，2006 年のある研究が

明らかにしたところでは配偶者や子どもと密接な関係を持ったり家庭を維持したりする彼らの能力を

損なうものである「時間欠乏」に，彼らが陥るからだ。 

 

7 3 番目：イ 6 番目：ニ 

 

 



 

8 

出世の「最終予選」に直面した上で，要領がよく，猛烈に働いても燃え尽きず，精神の安寧を保ち，家族

の生活をまとめられる人々。 

（60 字） 

 

9  

職業選択の際に自身の関心事や夢中なものを考慮に入れられず，自身の人的資本から価値を引き出す

機会として仕事に取り組まなければならない状態。 

（68 字） 

 

10 （A）：on （B）：in   （E）：at （J）：without 

 

11 （C）：ホ （D）：ヘ   （I）：ニ 

 

12 ハ 

 

13 ロ，ハ 

 

 



 

採点基準 

1 8点満点 

1. 第 5 段落第 3 文に基づき，「5 年生の生徒に，数分の作業時間を追加で捻出する術を身に付けさ

せるという目的。」などと説明できていれば 8点加点。 

� 「5 年生の」，「数分の」といった要素が欠けている場合は，1箇所につき 1点減点。 

 

2 12点満点 

1. 第 7 段落第 2 文に基づき，「名門大学が，今では志願者の 10％［1 割］未満しか受け入れ［入学さ

せ］なくなっているから。」などと説明できていれば 8点加点。 

2. 第 7段落第 2文に基づき，1 の大学が，「（わずか）数十年前には，志願者の 30％［3割］を受け入

れていた」などと説明できていれば 4点加点。 

� 1 が説明されず，2 のみ書かれている場合，2 でも加点なし。 

＊ 「（わずか）数十年前には」，「名門」，「志願者［申し込み者］」という要素を欠いた場合は，1箇所につ

き 1点減点。 

＊ 「わずか数十年前に比べ，名門大学に入学できる志願者の割合が低下しているから。」など，1・2 の

いずれか，あるいは両方で具体的な数値を示していない場合，3点減点。 

 

3 5点 

 

4 14点満点 

1. 第 9 段落第 2 文に基づき，「年（約）2400 時間の報酬請求可能時間を達成するよう求められる」

などと説明できていれば 6点加点。 

� 同段落第 3 文で，弁護士の労働時間全てが報酬請求可能なものではないと述べられているの

で，「年（約）2400 時間働くことが求められる」などとしたものは 4点減点。 

2. 第 9 段落第 2 文に基づき，1 の「年約 2400 時間の報酬請求可能時間」が「大手法律事務所の共

同経営者になるために必須とされる」，「大手法律事務所が無理ではないものとして要求する」もの

であることを説明できていれば 3点加点。 

� 「共同経営者になるために」や「無理ではないものとして」などの要素が欠けた場合，1点減点。 

3. 第 9 段落第 3文に基づき，1 の「年（約）2400 時間の報酬請求可能時間」を達成するには，「週 6

日で 8 時から 20 時まで，毎週［年中］働く必要がある」ということを説明できていれば 5点加点。 

� 1 日の勤務時間，毎週の勤務日数，そして（休暇などを取らず）毎週［年中］働く必要性といった

要素が欠けた場合，1箇所につき 2点減点（3つ欠けた場合でも減点は 5点にとどめる）。 



 

5 5点 

 

6 20点満点 

They say this because work subjects them to a “time famine” that, a 2006 study 

found, interferes with their capacity to have strong relationships with their 

spouse and children and to maintain their home. 

「毎週の労働時間が 25 時間少ない方がいいと彼らが言うのは，仕事のせいで，2006 年のある研究が

明らかにしたところでは配偶者や子どもと密接な関係を持ったり家庭を維持したりする彼らの能力を

損なうものである「時間欠乏」に，彼らが陥るからだ。」 

1. this の内容として第 10 段落第 1 文のうち they would [...] prefer 25 fewer weekly 

hoursから要素を盛り込みつつ，They say thisを「毎週の労働時間が 25 時間少ない方がいい

と彼らが言うのは，（略）からだ。」などと訳していれば 6点加点。 

� this の内容が全く異なる箇所から盛り込まれている，あるいは「彼らがこのように言うのは，

（略）からだ。」などと，thisがそのままにされている場合，1 では加点なし。 

� 「週の労働時間が 25 時間以下であるほうがいい」などと，this の参照箇所はよいが，訳し方

が不適切なものは，3点減点。 

2. work subjects them to a “time famine”を「仕事のせいで，彼らは『時間欠乏［不足］』に陥

る」や「仕事をすることで，彼らは『時間欠乏［不足］』を経験する［被る］ことになるからだ」などと訳

していれば 5点加点。 

� subject A to B について，嫌な目にあわせるといった含みが反映されていない場合，2点減

点。 

3. that [...] interferes with their capacity to have strong relationships with their 

spouse and children and to maintain their home を「配偶者や子どもと密接な［強固な

／強い］関係を持ったり家庭を維持したりする彼らの能力を損なう（ものである）」などと訳し，「時

間欠乏」の説明として用いていれば 6点加点。 

� 3 だけ見た場合には訳は適切だが，「時間欠乏」の説明として用いられていない場合，4 点減

点。 

� interfere with Oや capacity to doの訳が不適切な場合，1箇所につき 2点減点。 

4. a 2006 study found を，「（ある）2006 年の研究が示した［によって分かった］ところでは」な

どと訳し，that以下のことを示したのがこの研究なのだと分かるよう用いていれば 3点加点。 

7 5点 

 

8 12点満点 

1. 第 11 段落第 2 文に基づき，成功する管理職の人々が直面するものとして「（出世［昇進］の）『最終

予選［最後の試練］』」を指摘できていれば 4点加点。 



 

2. 同段落第 3・4 文に基づき，成功する管理職の人々がどういった人々かについて，「要領がよく，猛

烈に働いても燃え尽きず，精神の安寧を保ち，家族の生活をまとめられる人々」などと説明できて

いれば 8点加点。 

� 「要領がよく［手際がよく／賢く／抜け目がなく］」，「猛烈に［狂ったように］働いても燃え尽き

ず」，「精神の安寧［精神の安定／良好な精神状態］を保ち」，「家族の生活をまとめられる［家

族を結束させる］」という要素が欠けた場合，1箇所につき 2点減点。 

 

9 14点満点 

1. 第 8 段落第 2 文に基づき，「職業選択の際に自身の関心事や夢中なものを考慮に入れられず」な

どと説明できていれば 7点加点。 

� take O into considerationを訳出できていない場合，4点減点。この表現の訳としては

意味がずれるが，自身の関心事などを職業選択の際の基準にできないという主旨を伝えるも

のとして通用する場合は，1点減点にとどめる。 

� 「自身の関心事」，「（自身が）夢中なもの」のいずれかを欠いた場合，2点減点。いずれも欠いた

場合，1 では加点なし。ただし，「自身の好きなことを職業として選ぶことができず」など，これ

らの要素が曖昧な形でしか反映されていないが，主旨は説明できている場合は，2点減点にと

どめる。 

2. 同段落第 3文に基づき，「自身の人的資本から価値を引き出す機会として仕事に取り組まなければ

ならない状態」などと説明できていれば 7点加点。 

� 「自身の人的資本から価値を引き出す機会として」という要素を欠いた場合，2 では加点なし。

「自身の人的資本から」のみを欠いた場合は，3点減点。 

� 「（略）として仕事に取り組まなければならない」は「（略）として仕事を扱わなければならない」

などとしても可。 

 

10 3点×4＝12点 

11  3点×3＝9点 

12  4点 

13  5点×2＝10点 

 

 



 

Ⅱ（60 点） 

解答 

（1） 

（解答例 1） 

A man stands at a podium, holding some documents and a cup of water.  Judging 

from the fact that he is surrounded by an audience, this is probably a scene of 

a political speech in an auditorium.  The face of the man making the speech 

looks confident.  However, as indicated by the bored expressions of the 

observers at the bottom of the picture, the 'egg-headed' politician's speech 

does not seem to have actually impressed his audience.  The contrast in the 

faces of these figures probably suggests that there is a large gap between what 

the politician is saying and what the audience expects him to actually achieve 

for them.  The picture was probably intended to convey the message that 

politicians must listen and respond to the expectations and wishes of the 

masses, not just sit in his ivory tower.  

(139 words) 

 

（解答例 2） 

This picture shows a man standing on a podium, holding documents in his left 

hand and a glass of water in his right hand.  He is formally dressed in a tailcoat 

and looks quite stern, and around the podium, many people are listening to him.  

The man appears to be a benevolent politician, but the expression on the faces 

of some in the audience is somewhat skeptical.  The fact that his head is drawn 

so big, and that his eyes seem to look only at the manuscript he holds, gives a 

satirical message: politicians should use their own words to explain their policies 

to the people, without relying on manuscripts written by bureaucrats to give 

their answers. 

 (117 words) 

 

（2） 

（解答例 1） 

At the right of the image, a masked person is shown holding something like a 

rifle.  Next to him, a man is swinging a sword.  Both appear to be in threatening 



 

poses.  Most of the people on the left are cowering, frightened by the menacing 

men.  Among them, however, there is another man, grinning at the attackers and 

showing his buttocks to them.  He seems to be expressing opposition, or 

perhaps resignation.  This is a situation where the oppressed people have no 

recourse against people with lethal weapons.  The appearance of the taunting 

man seems to convey the lesson that when you are in a situation where you have 

nothing left to rely on, it is better to just stand your ground.  

(122 words) 

 

（解答例 2） 

This picture depicts a seemingly gruesome scene in a war.  On the right side of 

it, a man brandishes a sword and the other person, who covers his or her head 

and upper body with cloth, also has a weapon.  On the left side, a group of 

people including women and children are huddled together, scared of the attack.  

It seems that they are about to be murdered by the two on the right.  Meanwhile, 

when we focus on the man in the light, he is raising his leg to show the attackers 

his behind and gazing directly at them.  He knows how stupid and shallow it is 

to oppress innocent people, and perhaps that is why he is able to look the armed 

men directly in the face. 

 （129 words） 

 

（3） 

（解答例 1） 

A man and a woman in early 20th century dress are sitting under a tree.  Both 

are sitting with box-shaped machines attached to cables on their knees and 

looking down.  Although they are close together, they are not attempting to face 

each other.  On each of their heads, there is a hat with a kind of antenna on it.  

Given that cables and antennas are used for telecommunication, these machines 

would be like a prototype of mobile telephones.  They may have been so 

dominated by telecommunication that they have forgotten the real human 

connection.  This may also be true for us in the modern Internet society; it 

seems our current problems were detected a long time ago.  We need to rethink 

what sincere communication is.  

(125 words) 

 



 

（解答例 2） 

This picture shows a man and a woman, seemingly people of the past, sitting on 

chairs in a grassy plain.  They are both in formal clothing and sit by the same 

tree, so they seem to be on a date.  However, there is something strange about 

them.  They sit on separate chairs and face in different directions.  Each of 

them has their own antennas on their heads and is receiving messages through 

the black boxes on their lap.  These boxes type out messages for them and the 

woman looks happy with them while the man has a sour face, reading them.  This 

picture predicts a common present-day situation where a young couple is always 

using their smartphones, not looking at the other’s face, even during a date.  

(127 words) 

 

 



 

採点基準 

60点満点 

＊ 選択した絵画［図］と無関係なことのみを書いているものは加点なし。 

＊ 選択した絵画［図］の番号，作文の語数を正確に記していないものは 1箇所につき 10点減点。 

＊ それぞれの文どうしのつながりに無理がある，あるいはそのつながりが不明瞭であるなど，答案内

での論理的な不整合がみられる場合は，程度に応じて 1箇所につき 15点を上限として減点。 

1. 絵画［図］から得られる客観的情報を整理し，明確に表現できていれば 45点加点。 

� 絵画［図］から得られる情報についての説明を試みてはいるが，その内容が絵画［図］から客観

的に導かれるとは言い難いと考えられるものは，程度に応じて 1箇所につき 15点を上限とし

て減点。 

2. 1 で整理した絵画［図］から得られる情報が意味する内容について，自らの解釈を適切に説明でき

ていれば 15点加点。 

� 解釈が絵画［図］から得られる客観的な情報に依拠していると言い難い内容の場合は，程度に

応じて 15点を上限として減点。 

 

 

 



 

Ⅲ（60 点） 

解答・採点基準 

A 各 5点 計 30点 ＊スペルミスがあるものは加点なし。 

（1） agents 

（2） development 

（3） environmental 

（4） consensus 

（5） transition 

（6） unequal 

 

B 各 5点 計 30点 

1 ハ 

2 イ 

3 ロ 

4 ロ 

5 ニ 

6 イ 


