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第 3 回 10 月 阪大本番レベル模試（2022 年 10 月 23 日実施） 

採点基準 英語 外国語学部 
Ⅰ 
 
(A)（20 点満点） 

箇所 項目 配点 盛り込むべき内容 

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 

6 点 

「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」 

 

■語句レベルの誤りは 1 カ所につき－1 点。 

② 

Ardent capitalists tend to argue 

that capital should be free to 

influence politics, but politics 

should not be allowed to influence 

capital. 

7 点 

「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」 

 
■下記以外の語句レベルの誤りは 1 カ所につき－1 点。

❏ but 以下が，that 節の一部だと認識できていな

い場合，（－２）。 

❏ 「資本は政治に影響を及ぼすべきではない」ある

いは「政治が資本に干渉するのは認める」と反対

の趣旨で訳出している場合，（－２）。 

③ 

They argue that when 

governments interfere in the 

markets, political interests cause 

them to make unwise investments 

that result in slower growth. 

7 点 

「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。」 

 
■下記以外の語句レベルの誤りは 1 カ所につき－1 点。

❏ argue that when 〜, ....は「〜すると[すれば／す

る時]，…と論じる[主張する]」の形。when から

文末までが that 節のかたまりであると捉えられて

いない訳出は（－２）。 
❏ that を関係代名詞として理解できていない場合

（－２）。 

＊趣旨そのものが大きく違っている解答は，各項目の全配点をマイナスする。 
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Ⅰ 

(B)（20 点満点） 

箇所 項目 配点 盛り込むべき内容 

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. 

8 点 

「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」 
 

■下記以外の語句レベルの誤りは 1 カ所につき－1 点。

❏ (evidence) that it was correct の evidence と

that 節が同格だと捉えられていない場合（−２）。 

② 
Indeed, this used to be the main 

argument of opponents of black 

holes 

6 点 

「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」 
 

■語句レベルの誤りは 1 カ所につき－1 点。 

③ 

: how could one believe in 

objects for which the only 

evidence was calculations 

based on dubious theories? 

6 点 

「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？」 

 

■下記以外の語句レベルの誤りは 1 カ所につき－1 点。

❏ based on 以下を calculations を後置修飾する形

容詞句として理解できていない場合，（－２）。 

＊趣旨そのものが大きく違っている解答は，各項目の全配点をマイナスする。 
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Ⅱ 
設問(1) （12 点） 
【設問】 

下線部①の意味を日本語で表しなさい。 
【下線部】 

But the early villages, in which some inhabitants managed to accumulate more food than others, 
were still far from the first cities with their complex social hierarchies. 

【解答例】 
しかし，初期の村は，一部の住民がどうにか他の住民よりも多くの食料を蓄えることができたものの，

複雑な社会階層を持つ最初期の都市にはまだ程遠いものだった。 
 

区分 配点 備考 

But the early villages, ～ were… 

しかし，初期の村は，～だった 
2 点 

（×）S(villages) ～ V(were)関係 が把握できて

いないものは不可。 

in which some inhabitants 
（その村では）一部の住民が 2 点 

（×）in which の修飾関係を正しく理解していな

いものは不可。 

（×）some の抜けは不可。 

managed to accumulate 
（どうにか）～を蓄えることができた／ 

どうにか～を蓄えた 

2 点 
 

more food than others,  
他の住民よりも多くの食料を 

2 点 
（×）others（他の住民）を誤解しているものは

不可。 

still far from the first cities 
最初（期）の都市にはまだ程遠い 2 点 

（×）far from を「距離が遠い」ととらえている

ものは不可。 

（×）still の訳漏れは不可。 

with their complex social hierarchies. 
複雑な社会階層を持つ（最初期の都市） 

2 点 
（×）「最初（期）の都市」を修飾するとわかっ

ていないものは不可。 

・区分内に 1 か所でも誤り・訳抜けがあれば，その区分 0 点。 
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設問(2) （12 点） 
【設問】 
下線部②について，具体的なやり方を日本語で説明しなさい。 
【下線部】 

Perhaps surprisingly, ②the big man’s means of persuasion is not the threat of violence but his 
abundant generosity.「意外かもしれないが，②大物の説得手段は暴力による脅しではなく，大いなる気

前の良さである」 
【解答例】 
 家族に余剰食料を作らせて他の人々に与え，後日その見返りとしてより多くの食料を受け取り，それ

を家族や他の人々に与えることでさらに恩を売るやり方。 
【該当箇所】 

１ At the beginning, he might require his family to produce extra food, which he then gives to 
others; 「当初，大物はおそらく自分の家族に余剰食料の生産を要請し，それを他の人々に与える」 
２ he subsequently receives more food in return, which he can then distribute among his family 
and give to others, thus putting them under further obligation to him.「その後，彼はより多くの食

料を見返りとして受け取り，それを家族に分配したり，他の人々に与えたりして，自分へのさらなる恩

義を負わせるのである」 
 
区分 配点 必須項目 

１ 4 点 

●家族［一族］に余剰食料を作らせて他の人々に与える 

 （he might require his family to produce extra food, which he then gives to others） 

下記の①，②に相当する内容がないもの・不適切なものはそれぞれ配当の点数を減点。 

①（2 点）he might require his family to produce extra food, 

    「（自分の）家族に余剰食料を作らせる」 

②（2 点）which he then gives to others 

    「それを（他の）人々に与える」 

   ※others は「人(々)」だけも認める。 

２ 8 点 

●後日その見返りとしてより多くの食料を受け取り，それを家族［一族］や他の人々に

与えることでさらに恩を売る 

 （he subsequently receives more food in return, which he can then distribute among 

his family and give to others, thus putting them under further obligation to him） 

下記の③～⑤に相当する内容がないもの・不適切なものはそれぞれ配当の点数を減点。 

③（4 点）he (subsequently) receives more food in return, 

    「（後日）その見返りとしてより多くの食料を受け取る」 

   ※in return（見返りに／お返しに／礼として／代わりに）がないものは－2 点。 

   ※more food（より多くの食料）の比較のニュアンスがないものは－2 点。 

④（2 点）which he can then distribute among his family and give to others, 

    「それを家族に分配したり，（他の）人々に与えたりする」 

   ※family / others の一方しか言及がないものは不可（－2 点）。 

⑤（2 点）thus putting them under further obligation to him 

    「（そうして）自分へのさらなる恩義を負わせる」 

   ※「恩を売る［施す］／義務［恩義］を負わせる」などに相当する内容であれば

広く認める。 

※趣旨そのものが違う場合は，その区分 0 点。 

※上記指定以外で，語句レベルで部分的にやや難がある箇所は，1 箇所につき－2 点。 

※項目のつながりなどまとめ方の不備は，1 箇所につき－2 点。 

＊同じことを言っていれば表現やまとめ方は広く認める。 
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設問(3) （12 点） 
【設問】 

下線部③について，イヌイット族の例を日本語で説明しなさい。 

【下線部】 

Does this mean big men are rich and lazy? ③Far from it.「これは，大物が 金持ちで怠け者だというこ

とを意味するのだろう か？③それからは程遠い／まったくそうではない」 

【解答例】 

集団内の価値ある物品の分配と流通を管理するイヌイット族のリーダーは，受け取るものはすべて手放す

義務があり，援助の要請を拒否できないため，配下の者たちよりも仕事はきつく物質的に貧しいことも多

い。 
【該当箇所】 

１  In North Alaskan Inuit groups, for example, the most respected whaling captains are responsible 
for trading with inland caribou hunters. Therefore, as leaders or big men, they end up controlling 
the distribution and circulation of valuables within their group.「例えば北アラスカに住むイヌイッ

トの集団では，最も尊敬される捕鯨船長たちが内陸のカリブー猟師との取引を担当する。そのため，

リーダーすなわち大物として，彼らは集団内の価値ある物品の分配と流通を管理することになる」 
２  But since they must give away everything they receive, and cannot refuse a request for help, they 

often work harder and are materially worse off than their followers.「しかし，受け取るものはすべ

て手放す義務があり，援助の要請は拒否できないため，配下の者たちよりも，仕事は大変で物質的に

貧しいことも多い」 
 
区分 配点 必須項目 

１ 4 点 

●集団内の価値ある物品の分配と流通を管理するイヌイット族のリーダーは 

（they(=Inuit leaders) end up controlling the distribution and circulation of valuables 

within their group） 

下記の①に相当する内容がないものはそれぞれ－4 点。 

①（4 点）「（イヌイット族の）リーダーは，（集団内の）価値ある物品の分配と流通を管

理する」 

    ※「リーダー［大物］は～を管理する／監督する」がないものは－4 点。 

    ※「価値ある［貴重な］もの」がないものは－2 点。 

    ※「分配／流通／取引／やり取り」（distribution / circulation のいずれか）が

ないものは－2 点。 

２ 8 点 

●受け取るものはすべて手放す義務があり，援助の要請を拒否できないため，配下の者

たちよりも仕事はきつく物質的に貧しい（ことも多い）。 

（But since they must give away everything they receive, and cannot refuse a request 

for help, they often work harder and are materially worse off than their followers.） 

下記の②，③に相当する内容がないものはそれぞれ－4 点。 

②（2 点）「受け取るものは（すべて）手放さねばならない」がないものは－2 点。 

 （2 点）「援助の要請を拒否できない」がないものは－2 点。 

③（2 点）「配下の者たちよりも」がないものは－2 点。 

     （×）「フォロワー」は不可（以下同）。 

 （2 点）「仕事がきつい／よく働く」and「（物質的に）貧しい／物［財産］がない」の

両方がそろっていないものは不可（片方だけでは不可）。 

※趣旨そのものが違う場合は，その区分 0 点。 

※上記指定以外で，語句レベルで部分的にやや難がある箇所は，1 箇所につき－2 点。 

※項目のつながりなどまとめ方の不備は，1 箇所につき－2 点。 

＊同じことを言っていれば表現やまとめ方は広く認める。 
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設問(4) （12 点） 

【設問】 

下線部④が示す内容を日本語で具体的に説明しなさい。 

【下線部】 

In ④such a situation the big man is still far more of a manager than a king.「④こうした状況におい

ては，リーダーは依然として，王などではなく管理者である」 

【解答例】 

集団のリーダーが支持者たちへの強制力を持っておらず，リーダーの地位を維持するために［彼らが離れ

ていかないように］，集団を養い，再配分しなければ［必要なものを与え続けなければ］ならない状況。

【該当箇所】 
１ But he has no power to force his followers. （しかし，彼には支持者たちに強要する力はない） 
２ Maintaining his position depends on being able to provide for the group and govern 

redistribution. （その地位の維持は，集団を養い，再分配ができるかどうかにかかっている） 
３ For example, if the leader of a group is not generous enough and fails to provide for his followers, 

they will leave and join a different group.（例えば，ある集団のリーダーが，気前が悪く，支持者た

ちに必要なものを与えなければ，彼らはそこを離れて別の集団に加わるだろう） 
 

配点  必須項目 

１ 4 点 

●彼（＝リーダー）には支持者たちに強要する力はない。 

 
下記の①に相当する内容がないものは－4 点。 

①（4 点）「集団のリーダーは支持者たちへの強制力を持っていない」に相当す

る内容。  

２or３ 8 点 

●②その地位の維持は，集団を養い，再分配ができるかどうかにかかっている。 

●③リーダーが，気前が悪く，支持者たちに必要なものを与えなければ，彼らは

そこを離れて別の集団に加わるだろう 

※上記②，③のいずれか，またはその組み合わせで，下記の(A)または(B)のよう

な状況説明ができていればよい。 

 

(A)  
（4 点）「地位の維持のために／支持者が離れない［別の集団に加わらない］よ

うに」 

（4 点）「集団を養う／再分配する／気前が良い／必要なものを与える」状況 

 ※「再配分することで，地位を維持しなければならない状況」なども可。 

 

(B) 
（4 点）「集団を養えないと／再配分しないと／気前が悪いと／必要なものを与

えないと」 

（4 点）「地位が維持維持できない／支持者が離れる［別の集団に加わる］」状況  

※趣旨そのものが違う場合は，その区分 0 点。 

※上記指定以外で，語句レベルで部分的にやや難がある箇所は，1 箇所につき－2 点。 

※項目のつながりなどまとめ方の不備は，1 箇所につき－2 点。 

＊同じことを言っていれば表現やまとめ方は広く認める。 
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設問(5) （12 点） 
【設問】 

 下線部⑤が示す 3 つの影響を日本語で具体的に説明しなさい。 

【下線部】 

This would increase the village’s agricultural productivity, and would have ③other effects too.「これ

（＝灌漑用水路と堤防設備の構築）は村の農業生産性を高めるだけでなく，⑤他の影響ももたらすだろ

う」 

【解答例】 

灌漑（かんがい）設備への投資と依存によって人々の定住化が促進され，設備の管理権限を持ったリーダ

ーの権力は強化され，設備を守るためにリーダーの配下に専業の兵士が置かれる。 

 
【該当箇所】 

１ Members of the community would be less inclined to leave once they had invested in irrigation 
systems and had come to rely on them「共同体の構成員たちは，灌漑設備に投資し，それに依存する

ようになると，共同体を離れたいと思わなくなるだろう」 
２ control of the irrigation system would give power to the leader, since those disliked by the leader 

might have their water supply reduced「リーダーに嫌われた者は水の供給を減らされるかもしれな

いため，灌漑システムの管理はリーダーに権力を与えるだろう」 
３ the irrigation system might also need to be defended, using full-time soldiers funded by the food 

surplus and placed under the leader’s control「灌漑設備を守る必要が生じ，余剰食料を財源にして

リーダーの支配下に置かれる常備兵を雇うことも考えられる」 
 

区分 配点 必須項目 

１ 4 点 

●灌漑設備への投資と依存によって人々の定住化が促進される。 

 
 ※「共同体を離れたいと思わなくなる／定住化が促進される」に相当する内容

がないものは－4 点。 

 ※「灌漑設備への投資と依存」に相当する内容がないものは－2 点。 

 

２ 4 点 

●設備の管理権限を持ったリーダーの権力が強化される。 

 
 ※「リーダーの権力の強化」に相当する内容がないものは－4 点。 

 ※「設備の管理権限」に相当する内容がないものは－2 点。 

３ 4 点 

●設備を守るためにリーダーの配下に専業の兵士が置かれる。 

 
 ※「リーダーの配下に専業の兵士（＝常備兵）が置かれる」に相当する内容が

ないものは－4 点。 

 ※「設備を守る」に相当する内容がないものは－2 点。 

 ※「（リーダーの）配下［コントロール下］に」に相当する内容がないものは

－2 点。 

※趣旨そのものが違う場合は，その区分 0 点。 

※上記指定以外で，語句レベルで部分的にやや難がある箇所は，1 箇所につき－2 点。 

※項目のつながりなどまとめ方の不備は，1 箇所につき－2 点。 

＊同じことを言っていれば表現やまとめ方は広く認める。 
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設問(6) （12 点） 
下線部⑥が始まるに至った経緯を日本語で具体的に説明しなさい。 

【下線部】 
A third suggestion is that competition for agricultural land led to ⑥warfare. 「第三に，農地をめぐる

争いが⑥戦乱を引き起こしたという説がある」 

【解答例】 

農民が増えて利用可能な農地をすべて使い切ると，段々畑や灌漑によって自分たちの村の生産量を増やし

たが，それが限界に達すると農地を求めて他の村と戦いになった。 

【該当箇所】 

１ As the population of farmers expanded and all the available farming land was being used,「農民

の人口が増え，利用可能な農地をすべて使い切ると」 
２ they increased production, extracting more food from a given area using terraced fields and 

irrigation systems.「農民は段々畑や灌漑設備を使って，一定の区域からより多くの食料を得ることで

生産量を増やした」 
３ But eventually they reached the limit of agricultural productivity, at which point the villages 

began to attack each other.「しかし，やがて農業生産力の限界に達すると，村々は互いに攻め合うよ

うになる」 
 

区分 配点 必須項目 

１ 4 点 

●農民が増えて利用可能な農地をすべて使い切った。 

 
（2 点）「農民の人口増加で」 

（2 点）「（利用可能な）農地を使い切った／農地がなくなった」 

 

２ 4 点 

●段々畑や灌漑によって自分たちの村の生産量を増やした。 

 
（2 点）「段々畑や灌漑で」 

    ※「段々畑」or「灌漑」のどちらかで認める。 

（2 点）「（村の）生産量を増やした／生産量が増えた」 

３ 4 点 

●農業生産力の限界に達すると，村々は互いに攻め合うようになった。 

 
（2 点）「（農業）生産（力）の限界に達する」 

    ※前後から自明なら「農業」はなくてもよい。 

（2 点）「村々が互いに攻め合った／村同士が戦いになった／他の村を攻撃し

た」 

※趣旨そのものが違う場合は，その区分 0 点。 

※上記指定以外で，語句レベルで部分的にやや難がある箇所は，1 箇所につき－2 点。 

※項目のつながりなどまとめ方の不備は，1 箇所につき－2 点。 

＊同じことを言っていれば表現やまとめ方は広く認める。 
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設問(7) （18 点） 
【設問】 

 下線部⑦の意味を日本語で表しなさい。 

【下線部】 

The emergence of strong leaders is often assumed to be dependent on force, but people might initially 

have regarded the need to hand over some or all of their surplus production to the leader as a price 

worth paying if the benefits they received in return were judged to be of sufficient value. 
【解答例】 

強いリーダーの出現は力によるものだと思われがちだが，人々は当初，余剰生産物の一部または全部を 

リーダーに渡す必要性について，その見返りに得られる利益に十分な価値があると判断したなら，支払う

に値する対価であるとみなしたのかもしれない。 

 

区分 配点 備考 

The emergence of strong leaders  
強いリーダーの出現は 

2 点 
 

is often assumed to be dependent on force 
力によるものだと思われがちだ［よく思わ

れる］ 

2 点 

（〇）dependent on (force)に「（力）に依存する

［左右される］」などは可。 

but people might initially have regarded 
しかし，人々は当初，（～と）みなしたの

かもしれない 

2 点 
 

the need to hand over ～ to the leader 

（～を）リーダーに渡す必要性を 
2 点 

（×）regarded の目的語だとわかっていないも

のは不可。 

（×）hand over ～ to the leader のつながりが

わかっていないものは不可。 

some or all of their surplus production 
余剰生産物の一部または全部を 

2 点 

（×）hand over の目的語だとわかっていないも

のは不可。 

（×）production に「製造，生産」など行為を指

す訳は不可。 

as a price worth paying 
支払うに値する対価［代償］であると 

2 点 
（×）regarded A as B のつながりがわかってい

ないものは不可。 

if the benefits ～ were judged (to ...) 

もし（～）利益が（…と）判断されたなら 2 点 
（×）S(the benefits) ～ V(were judged) が把握

できていないものは不可。 

they received in return  
見返りに彼らが受け取る（利益） 

2 点 
（×）the benefits を修飾していることがわかっ

ていないものは不可。 

to be of sufficient value. 
十分な価値があると（判断されたなら） 

2 点 
（×）be of ～ の意味が解っていないものは不

可。 

・区分内に 1 か所でも誤り・訳抜けがあれば，その区分 0 点。 
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Ⅲ 
【設問】 

 多くの国が宇宙開発 (space development / space exploration) に取り組む今，宇宙旅行が現実化する

など，宇宙はますます身近な存在になりつつあります。このような状況にあって，宇宙開発の進展が将来，

人類にもたらす恩恵にはどのようなものがあると思いますか。具体的な恩恵を１つ挙げ，その内容を 80 

語程度の英語で述べなさい。 

 
【基準】 

１．語数 
 （80 語程度） 

  59 語以下，101 語以上のものは 0 点。 

２．形式 
  右スペースを多く残して不自然な改行をしているものは －5 点。 

３．英語の正しさ 
①下記のミスは 1 箇所につき－1 点。 

（軽微なスペルミス，文頭の大文字の誤り，文末のピリオド・疑問符等の欠落） 

②冠詞・単複・動詞の語形の誤り，語句の誤りなどすべて１箇所につき－2 点。 

③文構造の誤りなど，広範囲に及ぶ誤りは１箇所につき－4 点。 

３．構成面・内容面 
１．構成 

 基本構成は，次の２点を盛り込むことになるが，①，②の不備の減点は，２．内容において行う。 

①「宇宙開発の進展が将来，人類にもたらす恩恵」（具体例を 1 つ挙げる） 

②「その内容の説明」 

【構成の減点】 

  先に「具体的な恩恵」を明示してから，「その内容の説明」を論じる形をとっていないものは－10 点

（「構成」不適切）。 

 （例）説明や前置きをひたすら述べて，最後に「具体的な恩恵」を示すといった，通常の英語の論理構

成に沿わないもの。 

２．内容 

（指定内容） 

 宇宙開発の進展が将来，人類にもたらす恩恵にはどのよう なものがあると思いますか。具体的な恩恵を

１つ挙げ，その内容を 80 語程度の 英語で述べなさい。 

・指定内容とまったく無関係の事柄を書いているものは－50 点。（内容不適合） 

（例）別のテーマの英作文の解答を書いているといった，真面目に答えていないものなど。 

・「具体的な恩恵」を挙げていないものは－30 点。（指示違反） 

 （例）抽象論に終始して「具体的な恩恵」を挙げているとは言えないもの。 

・まったく関連性のない別個の「具体的な恩恵」を複数挙げているものは－20 点。（指示違反） 

・「宇宙開発の進展が将来，人類にもたらす恩恵」として明らかに適さないもの。 

 設問の趣旨を明らかに正しく理解していないものは－20 点（指示違反） 

・「その内容の説明」といえるものがないものは－30 点。（指示違反） 

・「具体的な恩恵」と「その内容の説明」がかみ合っていないものは－10 点。（内容不適切） 

 ・その他，文法的には正しいが内容が明らかに不適切な部分は 1 箇所につき－4 点。 

（例）内容的に意味が伝わらない。 

（例）因果関係が明らかにおかしい。 

（例）明らかな語数かせぎ（意味もなく同じ文を繰り返しているなど）。 
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Ⅳ 
【設問】 

次の日本文の下線部(1)～(3)の意味を英語で表しなさい。 

【下線部(1)】 

敗戦直後の食糧難の時期には，少しでも空腹を満たすことが多くの日本人の望みでした。しばらくして

食糧事情がよくなると，米，野菜，魚を中心とした伝統的な食生活を送ることができるようになりまし

た。 

【解答例】（20 点） 

（解答例 1） 

During the period of food shortages immediately after the defeat in the war, many Japanese just 

hoped to satisfy their hunger even a little. After a while, when the food situation improved, they 

were able to enjoy a traditional diet based on rice, vegetables, and fish.  
（解答例 2） 

In the period of shortage of food right after losing the war, satisfying hunger if only slightly was 

the desire of many Japanese. Once the food situation improved after a while, people became able 

to live on a traditional diet consisting mainly of rice, vegetables, and fish. 

 
【基準】 

以下の区分に分けて採点する。各部分の減点は，配点を超えないものとする。 

区分 区分 

食糧難の時期には， 2 点 

敗戦直後の 2 点 

空腹を満たすことが 2 点 

少しでも（空腹を満たす） 2 点 

多くの日本人の望みでした。 2 点 

しばらくして 2 点 

食糧事情がよくなると， 2 点 

（～を）送ることができるようになりました。 2 点 

伝統的な食生活を 2 点 

米，野菜，魚を中心とした 2 点 

※ほぼ同等の意味が伝わる表現は広く認める。 

※区分全体として構造的に意味が通らないものはその区分 0 点。 

※語句レベルの誤りを含む箇所は，1 箇所につき－2 点。 

※ただし，下記の軽微なミスは 1 箇所につき－1 点に。 

 スペルミス，文頭の大文字の誤り，文末のピリオド等の欠落。 
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【下線部(2)】 

やがて，高度成長期を迎え，国民の生活水準が大幅に向上すると，もっとおいしいものをできるだけ安

く食べたいという欲求が生まれました。その結果，人気になったのがハンバーグやカレーライスで，食

生活の洋風化が進みました。 

【解答例】（20 点） 

（解答例 1） 

Before long, with the arrival of the rapid economic growth period, people’s standards of living 

improved significantly, which created a desire to eat more delicious food at the lowest price 

possible. As a result, hamburgers and curry and rice became popular, and the Westernization of 

their eating habits progressed. 
（解答例 2） 

Eventually, as the period of rapid economic growth started, the nation’s living standards rose so 

dramatically that people began to want to get more delicious food for as low a price as possible. 

Consequently, hamburgers and curried rice became popular, which promoted the westernization 

of the Japanese diet. 

 
【基準】 

以下の区分に分けて採点する。各部分の減点は，配点を超えないものとする。 

区分 区分 

やがて，～を迎え 2 点 

高度成長期 2 点 

～が大幅に向上すると， 2 点 

国民の生活水準 2 点 

～したいという欲求が生まれました。 2 点 

もっとおいしいものを食べ（たい） 2 点 

できるだけ安く（食べたい） 2 点 

その結果， 2 点 

人気になったのがハンバーグやカレーライスで， 2 点 

食生活の洋風化が進みました。 2 点 

※ほぼ同等の意味が伝わる表現は広く認める。 

※区分全体として構造的に意味が通らないものはその区分 0 点。 

※語句レベルの誤りを含む箇所は，1 箇所につき－2 点。 

※ただし，下記の軽微なミスは 1 箇所につき－1 点に。 

 スペルミス，文頭の大文字の誤り，文末のピリオド等の欠落。 
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【下線部(3)】 

一方で，家族で食卓を囲むという習慣は失われつつあります。家族がそれぞれの都合で違う時間に食事

をしたり，一緒に食事をしても各人が好きなものを食べたりするのは珍しいことではなくなってきまし

た。 

【解答例】（20 点） 

（解答例 1） 

On the other hand, the custom of eating together as a family is disappearing. It is no longer unusual 

for each family member to eat at different times because of their schedules or for each to eat 

different foods based on their individual preferences even when they do eat together. 
（解答例 2） 

Meanwhile, they are lo 

sing the tradition of sitting around the dinner table as a family. It is becoming less and less 

uncommon for family members to eat whenever is convenient for them or for each person to eat 

what they like even when they eat together. 

 
【基準】 

以下の区分に分けて採点する。各部分の減点は，配点を超えないものとする。 

区分 配点 

一方で， 2 点 

失われつつあります。 2 点 

～という習慣は 2 点 

家族で食卓を囲む（という） 2 点 

（～は）珍しいことではなくなってきました。 2 点 

家族が～食事をしたり 2 点 

違う時間に 2 点 

それぞれの都合で 2 点 

各人が好きなものを食べたりする（のは） 2 点 

一緒に食事をしても 2 点 

※ほぼ同等の意味が伝わる表現は広く認める。 

※区分全体として構造的に意味が通らないものはその区分 0 点。 

※語句レベルの誤りを含む箇所は，1 箇所につき－2 点。 

※ただし，下記の軽微なミスは 1 箇所につき－1 点に。 

 スペルミス，文頭の大文字の誤り，文末のピリオド等の欠落。 
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Ⅴ 
設問(1) 

 2021 年 11 月に国際宇宙ステーションの宇宙飛行士たちが脱出カプセルに避難しなければならなかった

のはなぜですか。 

 
【解答例】（12 点） 

 ロシアが破壊した人工衛星から何トンもの破片が国際宇宙ステーションの方へと飛んできたため。 

 
【該当箇所】 

In November 2021, the five astronauts and two cosmonauts on the International Space Station had 

to retreat to their escape capsules because a satellite that Russia destroyed sent tons of debris flying 

toward the station. 
（2021 年 11 月，国際宇宙ステーションにいた西側諸国の 5 人の宇宙飛行士とロシアの 2 人の宇宙飛

行士は，ロシアが破壊した人工衛星から何トンもの破片が宇宙ステーションに向かって飛んできたため，

脱出カプセルに退避しなければならなかった） 

 
【基準】 

必須項目 配点 

① 

●a satellite that Russia destroyed（ロシアが破壊した人工衛星）に相当する内

容。 

 
（×）「ロシア」の誤り・欠如は－2 点。 

（×）「破壊した／壊れた」の誤り・欠如は－2 点。 

（×）「人工衛星」の誤り・欠如は－2 点。「サテライト」は不可（－2 点）。 

6 点 

② 

●sent tons of debris（何トンもの破片が～にきた［送られた］）に相当する内容。 

  
（×）tons of の誤り・欠如は－2 点。「大量［多量］の，数トンの」など可。 

（×）debris の誤り・欠如は－2 点。「デブリ，（宇宙）ごみ」など可。 

4 点 

③ 

●flying toward the station（国際宇宙ステーションの方へ飛んで［飛びながら］）

に相当する内容。 

 
（〇）「国際宇宙ステーションに」は設問から自明なのでなくてもよい。 

2 点 

※同様のことを言っていると認められれば表現は広く認める。 

※趣旨そのものが違う場合はその区分 0 点。 

※まとめ方や部分的な表現に不備がある場合は，1 カ所につき適宜－2 点。 

※英語で答えたものは 0 点。 
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設問(2) 

国際宇宙ステーションが 12 月 3 日に受けた警報の内容はどのようなものでしたか。 

 
【解答例】（12 点） 

 1990 年代から地球を周回しているアメリカの古いロケットが，国際宇宙ステーションに衝突する軌道に

乗ったというもの。 

 
【該当箇所】 

In the same week, on December 3, they received another alert―an old US rocket that had been 

orbiting the Earth since the 1990s was also on track to hit the space station. 
（同じ週の 12 月 3 日，また別の警報を受けた。それは 1990 年代から地球を周回しているアメリカの

古いロケットも，宇宙ステーションに衝突する軌道に乗ったというものだった） 

 
【基準】以下を必須項目とする。 

必須項目 配点 

① 

●an old US rocket that had been orbiting the Earth since the 1990s（1990年代か

ら地球を周回しているアメリカの古いロケットも）に相当する内容。 

 
 （×）「1990年代から」の誤り・欠如は－2点。 

 （×）「地球を周回して［回って］いる」の誤り・欠如は－2点。 

 （×）「アメリカの」の誤り・欠如は－2点。 

 （×）「（古い）ロケット［（人工）衛星］」の誤り・欠如は－2点。 

    

8 点 

② 

●～ was also on track to hit the space station.（国際宇宙ステーションに衝突する

軌道に乗った）に相当する内容。 

 
 （×）「衝突する軌道に乗った」に相当する内容がないものは－4点。 

 （×）「国際宇宙ステーションに（衝突する）」の誤り・欠如は－2点。 

 

4 点 

※同様のことを言っていると認められれば表現は広く認める。 

※趣旨そのものが違う場合はその区分 0 点。 

※まとめ方や部分的な表現に不備がある場合は，1 カ所につき適宜－2 点。 

※英語で答えたものは 0 点。 
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設問(3) 

地球低軌道（LEO）は，どのような軌道で，何が起きている場所ですか。 

 
【解答】（12 点） 

（地表から）99～1200 マイルの高度の軌道で，宇宙ごみの衝突の大半が起きている場所。 

【該当箇所】 

These events showed how dangerous orbiting around the Earth has become because of space junk, 

and it is especially problematic in Low Earth Orbit or LEO, which refers to altitudes between 99 and 

1,200 miles above the Earthʼs surface. 
（これらの出来事は，宇宙ごみのせいで地球の軌道を回ることがいかに危険になったかを明らかにしたが，

特に問題なのが地球低軌道（LEO）で，これは地表からの高度が 99 マイルから 1200 マイルまでの軌道

のことである） 

Thatʼs the area where most collisions happen. 
（衝突の大半がその領域で起こっている） 

 
【基準】以下を必須項目とする。 

必須項目 配点 

① 

●altitudes between 99 and 1,200 miles above the Earthʼs surface（（地表か

ら）99～1200マイルの高度の軌道である）に相当する内容。 

 
 （×）99～1200マイルの数値・単位の誤りは，「99」「1200」「マイル」のそれ

ぞれにつき－2点。「約100」などの概数は認めない。 

 （×）上記数値が「高度／地表からの距離」であることが明示されていないも

のは－2点。 

   

8 点 

② 

●That’s the area where most collisions happen.（宇宙ごみの衝突の大半が起き

ている場所である）に相当する内容。 

 
 （×）「（衝突が）多い」ことに相当する内容がないものは－2点。 

 （×）衝突の主体「宇宙ごみの／宇宙ごみ［（スペース）デブリ］による」が

述べられていないものは－2点。 

 （×）「衝突（事故）」を単に「事故」としたものは－2点。 

 

4 点 

※同様のことを言っていると認められれば表現は広く認める。 

※趣旨そのものが違う場合はその区分 0 点。 

※まとめ方や部分的な表現に不備がある場合は，1 カ所につき適宜－2 点。 

※英語で答えたものは 0 点。 
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設問(4) 

  強力なレーザーを使うことで，どのようなことが可能になり，強力なレーザー基地局が完成すると何を

減らすことができますか。 

 
【解答例】（12 点） 

  強力なレーザーで宇宙ごみを（より正確に）追跡できるようになり，基地局の完成で宇宙ごみ衝突の誤

警報を減らすことができる。 

 
【該当箇所】 

As it stands now, they are two years away from completing a powerful laser station that will track 

the debris. It will also help lower the number of collision alerts that turn out to be false alarms. 
（現状では，デブリを追跡する強力なレーザー基地局の完成まであと 2 年かかる。基地局が完成すれ

ば，あとから誤報と判明する衝突警報の数を減らすことにも役立つだろう） 

 
【基準】以下を必須項目とする。 

必須項目 配点 

① 

●a powerful laser station that will track the debris（宇宙ごみを（より正確

に）追跡できるようになる）に相当する内容。 

 
 （×）「追跡できる／観測できる／軌道が分かる」などに相当する内容がない

ものは不可（－6点）。 

 （×）宇宙ごみ［デブリ］の誤り・欠如は－2点。 

   

6 点 

② 

●It(=laser station) will also help lower the number of collision alerts that turn 

out to be false alarms.（宇宙ごみ衝突の誤警報を減らすことができる）に相当

する内容。 

 
 （×）「間違った警報を減らせる」に相当する内容がないものは不可（－6点）。 

 （×）「衝突の」の誤り・欠如は－2点。 

 

6 点 

※同様のことを言っていると認められれば表現は広く認める。 

※趣旨そのものが違う場合はその区分 0 点。 

※まとめ方や部分的な表現に不備がある場合は，1 カ所につき適宜－2 点。 

※英語で答えたものは 0 点。 
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設問(5) 

 国連宇宙部（the UN Office for Outer Space Affairs）が示したガイドラインによると，人工衛星の撤

去期限についてどのように定められていますか。 

 
【解答例】（12 点） 

  役目を終えてから 25 年以内に撤去されなければならない。 

 
【該当箇所】 

According to one guideline, satellites must be removed from space within 25 years of completing their 

missions. 
（ある指針には，人工衛星はその使命を終えてから 25 年以内に宇宙から撤去されなければならない，

とある） 

 
【基準】 

必須項目 配点 

※「使命を終えて 25 年以内」があればよい（「撤去する」は設問から自明なのでなくても不問）。 

① 

●of completing their missions（役目を終えてから［終えたら］）に相当する内

容の誤り・欠如は－6 点。 

 
 （×）「必要なくなったら」のような，もとの英語に沿わないものは－4 点。 

 （〇）mission は「役目，使命，仕事，ミッション」など可。 

  

6 点 

② 

●within 25 years（25 年以内）に相当する内容の誤り・欠如は－6 点。 

  
 （×）「25 年」の誤りは－4 点。 

 （×）within「以内」の意味の誤り・あいまいなものは－2 点。 

    ※「25 年後に／25 年で」など 

 

6 点 

※同様のことを言っていると認められれば表現は広く認める。 

※趣旨そのものが違う場合はその区分 0 点。 

※まとめ方や部分的な表現に不備がある場合は，1 カ所につき適宜－2 点。 

※英語で答えたものは 0 点。 

 

 


