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言語文化学部・国際社会学部・国際日本学部 

2020 年度前期日程入学試験問題 

外国語（英語） 

正解・配点・解答例（300 点満点） 

 

 

１ 

配点＝70 点満点：問 1，6 は各 15 点。問 2，3，4，5 は各 10 点。 

 

1. （15 点）（解答例） 

紀元前には文字，15 世紀には印刷，18 世紀には新聞が，人間の知的営みの弊害になりうると指摘さ

れ，現在はインターネットが記憶力を低下させることが危ぶまれること。（77 字） 

 

（採点基準） 

・「紀元前には文字，15 世紀には印刷，18 世紀には新聞が，人間の知的営みの弊害になりうると指摘

され」という部分の満点が 9 点，「現在はインターネットが記憶力を低下させることが危ぶまれる」と

いう部分の満点が 6 点。 

・「紀元前には文字，15 世紀には印刷，18 世紀には新聞が，人間の知的営みの弊害になりうると指摘

され」は，「ソクラテスが文字の発明は記憶力を損なうと述べて以来，技術の登場が記憶に及ぼす悪影

響が危惧されてきたが」でも可。 

・「現在はインターネットが記憶力を低下させることが危ぶまれる」は，「最近ではインターネットが記

憶の敵だと言われている」でも可。 

・「紀元前には文字，15 世紀には印刷，18 世紀には新聞が」は，「情報伝達のための新しい手段が登

場すると」でも可。ただし，「新しい技術が登場すると」のように，具体性に欠ける表現の場合は 3 点

減点。 

・「古代から」「昔から」「過去において」等でも可。ただし，明らかに時代を取り違えている場合は 2

点減点。 

・「弊害になりうる」は，「悪影響を与える」「損なう」「低下させる」等でも可。 

 

2. （10 点）（解答例） 

脳は，我々がどのようにそれを使うかに応じて絶えず変化する柔軟さをもっていること。（40 字） 

 

（採点基準） 

・「脳は，我々がどのようにそれを使うかに応じて」という部分の満点が 3 点，「絶えず変化する柔軟さ

をもっている」という部分の満点が 7 点。 

・「変化する柔軟さをもっている」の部分を「改訂しモデルを変える」のように revises and 

remodels を日本語として不自然に解釈している場合は 2 点減点。 

・「絶えず変化する柔軟さをもっている」は，「絶えず変化する」「自在に形を変える」等でも可。 
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・「どのように使うかの機能として」のように，function を「機能」としている場合は 2 点減点。 

・plastic を「プラスチック」としている場合は 2 点減点。 

 

3. （10 点）（解答例） 

オンラインのやりとりの多くが未完結であることが脳の機能に影響を及ぼすこと。（37 字） 

 

（採点基準） 

・「オンラインのやりとりの多くが未完結であることが」という部分の満点が 5 点，「脳の機能に影響を

及ぼす」という部分の満点が 5 点。 

・「未完結である」は，「終わりがない」等でも可。 

・「ウェイターは客との未完結のやりとりをよく記憶するものだ」というように，the Waiter Effect を

説明している場合，オンラインでの現象に言及していなければ 6 点減点。 

・「脳の機能に影響を及ぼす」は，「脳に負荷をかける」等でも可。 

・「オンラインの」は，「SNS の」「フェイスブックの」等でも可。 

 

4. （10 点）（解答例） 

現代人がソーシャルメディアなどに時間を費やすあまり，脳に休む時間を与えないこと。（40 字） 

 

（採点基準） 

・「現代人がソーシャルメディアなどに時間を費やすあまり」という部分の満点が 5 点，「脳に休む時間

を与えない」という部分の満点が 5 点。 

・「ソーシャルメディア」は，「SNS」「インスタグラム」等でも可。 

・「ソーシャルメディア等に時間を費やすあまり」は，「常に情報を消費し続けることで」等でも可。 

・「脳に休む時間を与えない」は，「脳を休ませない」等でも可。 

 

5. （10 点）（解答例） 

デジタル機器から情報を引き出せると思うと，その情報を忘れる傾向にあること。（37 字） 

 

（採点基準） 

・「デジタル機器から情報を引き出せると思うと」という部分の満点が 5 点，「その情報を忘れる傾向に

ある」という部分の満点が 5 点。 

・「デジタル機器から情報を引き出せると思うと」は，「オンラインで入手できると思うと」「インター

ネット検索に頼ると」「情報はいつでもネットで調べられるので」等でも可。 

 

6. （15 点）（解答例） 

インターネットが人間にとっての外部記憶装置となることで，学習方法が変化し，個々の事実の暗記よ

りも知的価値の高い概念的思考を重視するようになるであろうこと。（77 字） 
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（採点基準） 

・「インターネットが人間にとっての外部記憶装置となることで」という部分の満点が 3 点，「学習方法

が変化し」という部分の満点が 2 点，「個々の事実の暗記よりも知的価値の高い概念的思考を重視する

ようになるであろう」という部分の満点が 10 点。 

・「インターネットが外部記憶装置の役割を果たすことにより」は，「インターネットを情報の保管先と

して活用することで」等でも可。 

・「外部記憶装置」は，「記憶装置」「ハードドライブ」「ハードディスク」「メモリ」等でも可。 

・「個々の事実の暗記よりも」の部分が抜けている場合は 3 点減点。 

・「概念的思考」は，「個々の事実を関連づけて自分なりに考える力」という趣旨の説明でも可。「思考

力」「考察力」「発想力」等でも可。「コンセプチュアルな思考」「コンセプトに関わる思考」等は 2 点減

点。「インターネットでは得られないこと」は 2 点減点。 

・「知的価値の高い」はなくても可。 

 

 

２ 40 点：各 4 点×10 問 

 

① describing  ②  expect 

③  contained（または contain） ④ limited 

⑤ reach   ⑥ traveled（または travelled, travel） 

⑦ used   ⑧ growing 

⑨ lead    ⑩ inhaled 

 

（採点基準） 

各 4 点であるが配点内訳は以下の通り： 

・正しい単語が選択できていれば 2 点。 

・そのうえで，正しい活用形・綴りであれば 2 点。 

 

 

３ 40 点：各 5 点×8 問 

  ① G  ② A  ③ B  ④ F 

  ⑤ H  ⑥ D  ⑦ I  ⑧ E 

 

 

４ 40 点：各 4 点×10 問 

1.  a  2.  a  3.  c  4.  c  5.  b 

6.  b  7.  a  8.  a  9.  c      10.  b 
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５ 30 点：各 5 点×6 問 

1. c   2. a  3. c 

4. b   5. c  6. a 

 

 

６ 配点＝80 点満点：1. 要約文 40 点満点  2．意見文 40 点満点 

 

１． 要約文（解答例） 

 

There are two types of cultures involved in language learning. One is “Big C” culture, 

which refers to the traditional type of culture that we all grow up with. As language 

learners, we tend to learn “Big C” culture, such as the prominent figures in literature, film, 

and music, at an early stage of language learning. However, there is another type of culture 

called “Little c” culture, which refers to a more everyday type of culture.  

The knowledge of “Little c” culture is essential in everyday communication, yet its 

importance has been unnoticed for a long time. Examples of “Little c” culture are simple 

choice questions such as “Paper or plastic?” in a supermarket or “Is that for here or to 

go?” in a restaurant. Although the actual words used in these common expressions are 

easy enough for first year learners of a foreign language to know, they present 

communicative difficulty to those who are unfamiliar with the context in which they are 

used. These expressions have specific meanings and usages peculiar to particular social 

situations. Although these daily expressions are taken for granted by native speakers of a 

language, they may be completely incomprehensible for learners of that language.     

(200 words) 

 

（採点基準）  

 (1) 採点者ひとりにつき 20 点×2 名の採点者（以下は 1 名の採点者の基準内容） 

 (2) 要約文全体を形式面 (10 点満点)＋内容面(10 点満点) により評価 

 (3) 形式面については，以下の基準で採点する。 

 

Scores Descriptors  

9-10 An essay at this level 

・displays consistent facility in use of language 

・demonstrates syntactic variety and appropriate word choice 

though it may have occasional errors 
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7-8 An essay at this level 

・displays facility in use of language 

・demonstrates some syntactic variety and range of word choice, 

though it may have occasional errors 

5-6 An essay at this level 

・displays adequate but possibly inconsistent facility with syntax 

and usage 

・may contain some errors that occasionally obscure meaning 

3-4 An essay at this level 

・reveals a noticeably inappropriate choice of words or word 

forms 

・reveals an accumulation of errors in sentence structure and/or 

usage 

1-2 An essay at this level 

・is flawed by serious and frequent errors in sentence structure or 

usage 

・may be undeveloped 

0 A paper is rated 0 if it contains no response, merely copies the 

topic, is off-topic, or is written in Japanese. 

                   Adapted from TOEFL writing scoring guide 

 

・ただし、書かれた分量に応じて上記の基準を適応させる。例えば 200 語の半分程度しか書かれてい

なければ，半分の尺度で採点する。 

・文法・語彙・綴り・句読点・一貫性・結束性・文章構成・文章量を評価する。 

 

 (4) 内容面については、以下の基準で採点する。 

Scores Contrast/Comparison + Main idea  

1 “Big C” culture / high culture “Little c” culture / low culture 

2 traditional / permanent / things 

you grow up with and will never 

go away 

everyday / temporary / ephemeral 

/ things that may go away 

2 known writers, directors, films, etc.  

e.g. literature—Shakespeare  

music—Bach, Tchaikovsky 

simple this-or-that questions 

e.g.  Paper or plastic? 

Cash or credit?  

Is that for here or to go? 

1 commonly learned (early) in 

foreign language learning 

tendency not to be learned in 

foreign language learning 
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2  - makes living today possible 

- part and parcel of language 

- essential for everyday 

 communication 

-culturally embedded / encoded 

- easy expressions but 

unintelligible  

in cultural context for learners 

2 - overall clarity of comparison  

- clearly stated main idea re: the importance of “Little c” culture 

Total 10 points 

 

・それぞれの要点について，きちんと言及しているかどうかに応じて加点。 

（いずれかのキーワード，あるいはその同義語が使われていれば可。例も各一例挙げていれば可。） 

 

 

2．意見文（解答例） 

 

When learning a second language, having an understanding of the culture in which 

that language is used is as important as mastering its vocabulary and grammatical rules. 

While listening, speaking, reading, and writing are all essential in second language learning, 

successful communication with a native speaker is not possible without an understanding 

of the everyday “Little c” culture.  

Common English expressions can be a source of confusion and anxiety for non-native 

speakers. Casual greetings like, “What’s up?”, “What’s happening?”, “What’s 

new?” are essentially identical in their purpose, to politely inquire about someone’s state 

of being, like “How are you?”, but require a different response. While most appropriate 

response to any of these questions is “Not much,” an English language learner who has 

only studied the more formal “How are you?” greeting, may be confused and incorrectly 

respond with, “I’m fine, thanks.” This common mistake exemplifies the importance of 

understanding “Little c” culture in language learning.  

A lack of understanding of the ways in which people actually communicate in a 

foreign language can result in confusion and embarrassment. For this reason it is essential 

that we as English language learners expand our learning beyond our textbooks and gain 

a deeper understanding of the cultural context of English communication.  

                                 (207 words) 

        

（採点基準）  
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 (1) 採点者ひとりにつき 20 点×2 名の採点者（以下は 1 名の採点者の基準内容） 

 (2) 意見文全体を形式面 (10 点満点)＋内容面(10 点満点) により評価 

 (3) 形式面については，以下の基準で採点する。 

 

9-

10 

An essay at this level 

・displays consistent facility in use of language 

・demonstrates syntactic variety and appropriate word choice 

though it may have occasional errors 

7-8 An essay at this level 

・displays facility in use of language 

・demonstrates some syntactic variety and range of word choice, 

though it may have occasional errors 

5-6 An essay at this level 

・displays adequate but possibly inconsistent facility with syntax and 

usage 

・may contain some errors that occasionally obscure meaning 

3-4 An essay at this level 

・reveals a noticeably inappropriate choice of words or word forms 

・reveals an accumulation of errors in sentence structure and/or 

usage 

1-2 An essay at this level 

・is flawed by serious and frequent errors in sentence structure or 

usage 

・may be undeveloped 

0 A paper is rated 0 if it contains no response, merely copies the topic, 

is off-topic, or is written in Japanese. 

                   Adapted from TOEFL writing scoring guide 

 

・ただし，書かれた分量に応じて上記の基準を適応させる。例えば 200 語の半分程度しか書かれてい

なければ，半分の尺度で採点する。 

 ・文法・語彙・綴り・句読点・一貫性・結束性・文章構成・文章量を評価する。 

 

 (4) 内容面については，以下の基準で採点する。 

9-

10 

An essay at this level 

・effectively addresses the writing task 

・is well organized and developed 
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・uses clearly appropriate details to support a thesis or illustrate 

ideas 

7-8 An essay at this level 

・may address some parts of the task more effectively than others 

・is generally well organized and developed 

・uses details to support a thesis or illustrate an idea 

5-6 An essay at this level 

・reveals inadequate organization or underdevelopment 

・reveals inappropriate or insufficient details to support or illustrate 

generalization 

3-4 An essay at this level 

・reveals serious disorganization or underdevelopment 

・reveals little or no detail, or irrelevant specifics 

1-2 An essay at this level 

・may be incoherent 

・may be undeveloped 

0 A paper is rated 0 if it contains no response, merely copies the topic, 

is off-topic, or is written in Japanese. 

Adapted from TOEFL writing scoring guide 

 

 ・全く関係のない内容について書いている場合は，完璧な英文で書いていても 0 点。 


