
第 2回 10月 北大本番レベル模試（2022年 10月 23日実施） 

採点基準 英語  
 
１ 
 
問 1（8 点） 

【設問】下線部(1)を日本語に訳しなさい。 
 
【下線部(1)】 

a letter asking the British government to consider similar plans was signed by over 500 cross-
party politicians from across the UK 
 

【解答例】 
 イギリス政府に同様の計画を検討するよう求める書簡には，イギリス全土から党派を超えて 500
人以上の政治家が署名した。 
 

【基準】 
・次の区分に分けて採点する。 
・減点範囲は下記区分を超えないものとする。 
・下記に言及されていない単語レベルの誤訳・訳抜けはマイナス１点。 
・下記に言及されていない単語をカタカナ表記や英語のまま書き写したものはマイナス１点。 
 

区分 配点 備考 

①文構造 4 
・S (a letter) V(was signed[受動態])という文の骨格が

理解できていないと判断されるものは（−４）。 
・was signed を現在形で訳しているものは（−１）。 

②  
a letter  
asking the British 
government  
to consider similar plans 

2 

・letter：「×文学，×文字」は誤訳として（−１）。 
・asking 以下が現在分詞による修飾句と理解できてい

ないと判断されるものは（−２）。 
・ask O to do の構造が理解できていないと判断される

ものは（−２）。 

③ 
by over 500 cross-party 
politicians  
from across the UK 

2 

・by 以下が受動態の動作主だと理解できていないもの

は（−２）。 
・from across：「越えて，渡って」などイギリス外を指

すと感じられるもの，「横切って」など不自然に感じ

るものは（−１）。 
  



問 2（8 点） 
【設問】下線部(2)を，it が表す内容を明示して，日本語に訳しなさい。 
 
【下線部(2)を含む文】 

But there is nothing especially left-wing about providing everybody with a basic income ̶ ̶ ̶   
(2)it is a matter of common justice that would enhance freedom and provide basic security for 
all. 
 

【解答例】 
 ベーシック・インカム（を全員に支給すること）は，自由を高め，すべての人に基本的な安全を
提供する普遍的な正義の問題だ。 
 

【基準】 
・次の区分に分けて採点する。 
・減点範囲は下記区分を超えないものとする。 
・下記に言及されていない単語レベルの誤訳・訳抜けはマイナス１点。 
・下記に言及されていない単語をカタカナ表記や英語のまま書き写したものはマイナス１点。 
 

区分 配点 備考 
① it の明示 
(providing everybody with) 
a basic income  

2 
・it を明示していないものは（−２）。 

②  
is a matter  
of common justice 

2 
・is が述語動詞と理解できていないものは（−２）。ま

た、過去形で訳しているものは（−１）。 

③ 
that would enhance 
freedom and provide basic 
security for all 

4 

・（it that 構文と誤解しているなど）that が common 
justice を先行詞とする関係代名詞だと理解できてい

ないものは（−２）。 
・that 節の範囲が文末までだと理解できていないと判

断されるものは（−２）。 
・security「×警備，×治安」は（−１）。 
・for all の誤訳・欠如は（−１）。 
・for all は provide A for B「A を B に提供する」の一

部として訳されていない場合は（－１）。 
  



２ 
問 3 （8 点） 

【設問】下線部(2)を日本語に訳しなさい。 
 
【下線部(2)】 

Asked what kind of work, he shrugs, but other migrants talk of taking jobs as taxi drivers and 
car mechanics or builders. 
 

【解答例】 
どんな仕事がしたいかと尋ねられると，彼は肩をすくめたが，別の移住者たちは，タクシー運転

手，自動車整備士，あるいは建設作業員として仕事に就くと話す。 
 

【基準】 
・次の区分に分けて採点する。 
・減点範囲は下記区分を超えないものとする。 
・下記に言及されていない単語レベルの誤訳・訳抜けはマイナス１点。 
・下記に言及されていない単語をカタカナ表記や英語のまま書き写したものはマイナス１点。 
 

区分 配点 備考 

① 
Asked what kind of work,  
he shrugs, 

4 

・①区分全体が分詞構文（過去分詞句＋SV）と理解でき

ていないと判断されるものは（−２）。 
 ※区分全体で he の訳が欠如している場合も（−２）。 
・Asked の意味上の主語が he だと理解できていないと

判断されるものは（−２）。 
・asked「×頼まれて，×求められて」は（−１）。 
・shrug の誤訳・欠如は（−１）。 

②  
but other migrants talk of 
taking jobs 

2 

・talk が述語動詞と理解できていないと判断されるも

のは（−２）。 
・other 欠如は（−１）。 
・taking jobs が of の目的語の動名詞句と理解できてい

ないと判断されるものは（−２）。 
③ 
as taxi drivers and car 
mechanics or builders 

2 
・as「として（の），のような」。taking jobs as が理解

できていないと判断されるものは（−２）。 
・他は単語レベルで採点。誤訳・欠如は各（−１）。 

 
  



問 5（8 点） 
【設問】下線部(3)の “an ‘infrequent phenomenon’”とは，何のどのような状態を示すか。具体的

に 45 字以内（句読点を含む）の日本語で簡潔に説明しなさい。 
 
【下線部(3)と解答参考箇所】 

Ms. Patel had promised to reduce the crossings to (3)an “infrequent phenomenon” by this 
spring, but has had to watch the reverse happen. 
 
the crossings「横断」 
第１段落 第 1 文・第 2 文  
…a group of Sudanese migrants dream of jobs and shelter across the Dover Channel in the 
UK. A successful crossing will also mean ( ア ) from the French police … 
第６段落 最終文 
While most of those arriving continue to say they are from Afghanistan, Iran, Iraq and Syria, 
there has been an increase in those from African countries. 
 

【解答例】 
フランスからイギリスに渡ってくるアフリカや中東からの難民の数が限りなく減った状態。 
(41 字) 
 

【基準】 
・以下の内容に点を与え，欠如している場合はその区分をゼロとする。 
・英単語をそのまま書いたもの，カタカナ書きにしたものは備考に指示がない限り不可（−１）。 
 

内容 配点 備考 
① 
infrequent (phenomenon)  2 ・「頻繁ではない，少ない」など，「減少」という意味合

いを含む日本語。 
② 
crossing 2 ・「渡る，来る，行く」など，「移動」という意味合いを

示す日本語。 

③  
どこからのどこへの

crossing か 
2 

・仏英どちらかが欠けている，またはどちらかの国名が

誤っている場合は（−１）。 
・「ドーバー海峡」という語句を使った場合、「ドーバー

海峡を渡る」のみで「どこからどこへ」という方向が

わからない場合は（−１）。 
・英→仏と逆になっている場合やどちらの国名も誤っ

ている場合は（−２）。 

④ 
誰の crossing か    2 

・migrants について，「×旅行者，×経済人，×政治家，

×人々」など本文の趣旨に反するまたは誤解を招く

日本語を当てている場合，または migrants に当たる

日本語が欠如している場合は（−２）。 
・アフリカ・中東のどちらかが欠けている，または地域

名が誤っている場合は（−１）。 
・「アフリカ」「中東」という地域名ではなく、特定の国

にのみ限定した場合は（−１）。 
  



３ 
Question A（10 点） 
 
Complete the following sentence. 
In the first paragraph, the author introduces the topic about ___________________ in the 
future. In the second paragraph, the author discusses ___________________ . 
 

【解答参考箇所】 
第１段落 最終文 
In the not-so-distant future, digital IDs may completely replace physical ones. 
第２段落 第２文・第３文 
…a more substantive benefit is digitalized IDs can be renewed or reissued or updated with 
address changes more easily and quickly than physical ID cards. Thus, digital IDs can help 
save time and cut costs for both governments and their citizens. 
 

【解答例】 
<１つ目の空欄> 
whether digital IDs will take the place of physical identity cards 
 
<２つ目の空欄> 
the benefits of digital IDs to both governments and their citizens [how digital IDs can help 
people access government services and reduce costs for both governments and their 
constituents] 

 
【基準】 
・以下の要素に点を与え，欠如している場合はその区分をゼロとする。 
・以下の要素内におけるスペリングミスは 1 語につき－1 点とする。 
 

要素 配点 備考 
①  
  about との接続 
 （文法的な正しさ） 
「〜かどうか/〜という可能性」等 

2 

・名詞／動名詞／名詞節を導く疑問詞等，前置詞 about
に続く形になっていること。 

※接続詞の if，that は（−２）。 
※about の後ろが SV になっているものは（−２）。 

②  
  デジタル身分証明書が 
  有形の身分証明カードに 
  取って代わる 

3 

・「デジタル身分証明書」digital ID 欠如（−１）。 
・「有形の身分証」physical ID 欠如（−１）。 
・「取って代わる」に当たる語は replace, replacement
など。 

※about の直後に置かれた語（句）に続く形として文法

的に誤っているものは（−１）。 
※digital と physical の関係性が逆のもの，欠如は（−

１）。 
③  
  discusses との接続 
 （文法的な正しさ） 

2 
・名詞／名詞節を導く疑問詞等になっていること。 
※接続詞の that は（−２）。 
※discusses を自動詞扱いしたものも（−２）。 

④ 
  デジタル ID は 
  政府と市民に利益がある 

3 
・「政府」government 欠如（−１）。 
・「市民，人々」citizens, people, us 欠如（−１）。  
 ※「デジタル」欠如（−１），「利益」欠如（−１）。 

 

  



Question B（5 点） 
Complete the following sentence. 
In the third paragraph, biometric authentication is described as the security process that 
involves the use of ___________________ in order to verify ___________________ . 
 

【解答参考箇所】 
第３段落 第３文 
Biometric authentication, a security process that relies on the unique biological 
characteristics of individuals, such as retinas, irises, voices, facial characteristics, and 
fingerprints, to verify they are who they say they are, can prevent this. 
 

【解答例】 
<１つ目の空欄> 
individual physical traits 
<２つ目の空欄> 
they are who they claim to be  

 
【基準】 
・以下の要素に点を与え，欠如している場合はその区分をゼロとする。 
・以下の要素内におけるスペリングミスは 1 語につき－1 点とする。 
 

要素 配点 備考 

① 文法 1 ・名詞／動名詞／名詞節を導く疑問詞等前置詞 of
に続く形になっていること。 

② 個人に特有の 
   身体的[生物的] 1 ・unique と biological にあたる表現について，

一方でも欠如している場合は（−１）。 
③ 特徴 1 ・characteristic / trait / feature / attribute など 

④ 文法 1 ・名詞／名詞節を導く疑問詞等他動詞 verify に続

く形になっていること。 
⑤ 本人であること 1 ・identity/ who you are も可 

 
 
 

  



Question C（20 点） 
In Japan, there is an official ID card called “My Number Card,” which contains your name, 
address, date of birth, sex, and an individual number along with your photo. If your 
government starts issuing a digital version of this card, do you think you will also carry your 
physical My Number Card in the future? Write a 70-100 word paragraph to explain your 
opinion, providing at least two reasons or ideas to support your position. 
 
（設問文の和訳） 
日本には，「マイナンバーカード」という公式の身分証明書があり，それにはあなたの名前，住所，

生年月日，性別，個人番号が写真とともに収められている。もし政府がデジタル版のカードを発

行し始めたら，あなたは将来，自分の有形のマイナンバーカードも携帯すると思いますか。あな

たの意見を説明する 70 ～100 語から成る 1 つの段落を，あなたの立ち位置を裏付ける理由，ま

たは考えを少なくとも 2 つ示して書きなさい。 
 
 

【解答例１】※解答例２は解答解説参照 
I think we will not need our physical identity cards including My Number Card in the future. 
One reason is I do not want our government to waste our tax money by continuing to issue 
both physical and digital IDs. Whether you like it or not, our world is getting more virtual and 
people have to get used to doing without physical things like IDs. Another reason is we should 
cut down on the use of resources like plastic, which our ID cards are made of. Sooner or later, 
we will need to abolish physical IDs. (96 words) 
（私は将来，マイナンバーカードを含む有形の身分証明書は必要なくなるだろうと思う。理由の 1 つは，有形の身分証明書と

デジタル身分証明書の両方を発行し続けることによって，政府に私たちの税金を無駄に費やしてもらいたくないことにある。
否が応でも，世界はより仮想的になり，人々は身分証のような有形のものなしにすませることに慣れていかなければならない。
もう 1 つの理由は，私たちは有形の身分証明書を作る材料になっているプラスチックなどの資源の利用を減らすべきだという

ことだ。遅かれ早かれ，私たちは有形の身分証明書を廃止しなければならなくなるだろう。） 
 
【基準】 
① 本文と完全一致する sentence がまるまる 1 文含まれるものは－20 点。 
② 内容面 
・70～100 語の指定を明らかに逸脱している答案（= 50 語以下／120 語以上）は 0 点。 
・題意に全く沿わないもの（「将来デジタルマイナンバーカードが発行された場合でもプラスチ

ック製のマイナンバーカードを携帯するか」に対する解答になっていないもの）は－20 点。 
・立場を明示していないものは－10 点。 
・理由が１つも挙げられていないものは－10 点。 
 ※明らかに理由が１つしかない解答は減点（－５点）。 

・明らかに常識に反する，または根拠に乏しいと採点者が判断する理由は，1 箇所につき－２点 
・文と文が明らかに論理的につながっていないと採点者が判断するものは，1 箇所につき－２点 
③ 文法・形式面 
・スペリングミスは 1 語につき－1 点とする。 
・文法ミスは 1 箇所につき－1 点とする。 
・主語・動詞の一致の不備（主語の人称・数に動詞の形が合っていないなど）は－1 点。 
 


