
英作文演習 入試問題 2004～７    添削用  哲英会     

      #一枚の紙に一問 を厳守。 

構文を使うこと。名詞は逃げること。 要注意： of which 受け身 など 

１． 東北大 04  

a この話から、『コロンブスの卵』という言い方は、初めはどんなに難しく思える問題でも、できてしまえば当たり

前に見える、という意味に使われます。 

ｂ 『携帯電話』(cell phone, mobile phone)にはどんなよい面と悪い面があると思いますか。100 単語前後 

２． 千葉大  

私は、英語を母国語としないところにいくときは、必ず、そこの歴史、文化、習慣等の前知識は もちろん、簡

単な挨拶から感謝の気持ちの表現等日常的な会話表現は勉強していくことにしている。彼らと気持ちを共有

したいから。 

３． 東工大  

a Edmund Hillary の息子であれば、当然、登山をしないではいられないだろう。程なく私と彼らの間に濃い黒く

もが現れて、私は彼らを見失った。 

b 戦争が終わってはじめて、テレビは大衆的な媒体となり始めた。 

c 1970 年代になると、生活は人々にとって、それまでテレビに映っていたほど単純なものとは見えなく 

なっていた。 

         d 子供たちは今では昔より睡眠時間が少ない。 

         e あるアメリカの調査によって、約二割の子供は昼間に眠気を催したり、夜眠れなかったりという問題をかかえ

ていることがわかった。 

４． 新潟大学  

a このような求めに対して私は「一言でアドバイスするとしたら、よい先生を見つけて習うことです」と答えること

にしている。質問したほうは少し納得のいかない表情をすることもあるが、この回答はけっしてごまかしでは

ない。 

b 英語の勉強法を尋ねてくる人は、何か魔法のようなテクニックか、そうでなければ特殊な教育システムや教材

があるはずだとでも思っているのかもしれない。 

c 道具を買ったからといって、直ちに英語が飛躍的に伸びることは期待できない。 

５． 金沢大学  

a 世界の食糧問題という観点から見ると、決定的に重要なのは、何を食べているかではなくて、どれだけ食べて

いるかである。 

b そのうち、本を好きになるだろうと気長に子供のやる気を待っても、子供が自然に本を好きになることはめっ

たににない。 

６． 学習院 法 

a もっと重要なのは、彼が他の者たちを助けようとしたという事実だ。 What 

    b 彼はナゼ電話をかけてこなかったのだと思う？   Why 

 

７． 青山学院 文 

     If you became the principal of your high school, what would you change about it, and how would you change it? 

(50 単語程度の英文で答えなさい) 



８． 同志社 経済 

     私は考えさせられるような映画が見たいのよ。新しい見方で世界を見せてくれるような映画をね。 

９． 立命館 A 方式    

「子供が家の手伝いをするのは当然だ」という見解に対するあなたの立場を明らかにし、説明しなさい。 

     ＊50 単語以上 60 単語以内 

 

１０． 早大 法 

 

    Under current law, Japanese citizens become adults at the age of 20.Under current law, Japanese citizens become adults at the age of 20.Under current law, Japanese citizens become adults at the age of 20.Under current law, Japanese citizens become adults at the age of 20.    

      

Do you agree with the current law? 

        Or do you think that the age of majority should be reduced----to 18, for example? 

        Or do you think that it should be increased---to 22, for example? 

       

        Write a paragraph defending ONE of these three positions, giving at least one appropriate reason to 

support your opinion. 

 

                     解答欄は幅 18.5cm が 5 行分 

１１． 慶應 医 

        たしかに、においが分からないとせっかくのごちそうの楽しみも半減してしまいますが、 

実はそれだけではすまない問題です。 

１２． 慶應 理工 

     わたしたちは 政治的な状況を心配しないではいられない。 

         ｛help, anxious, situation, the, feel｝ + 4 words  

１３．    大阪市立大 

     a  実はこれは、日本の教育システムの基本にかかわる重要な点である。 

勉強とは先生の教えを記憶することではなく、自ら考えることである。 

       b 多くの日本人にとって必要なことは、たとえ少数意見であっても、自らの意見を 

はっきり言い表すことである。 

１４．   首都大学東京 

    a 平均して人は一文を声に出して言うのに 3 秒とはかからないし、人は平均して 1 日 10 分ほどしか 

話しをしない。 

b 体と口で、別々のことを言っているようなとき、真実を語っているのは体の方なのである。 

１５．   鹿児島大学 

     

    a 最近嫌なニュースが多いけど、スポーツはしばしの間、世の中の嫌なことを忘れさせてくれるね。 

    b スポーツは世界を平和にしてくれるんだね。 

    c はやく地球に戦争のない時代が来ないかな。 

    d 歩いても五分しかかかりません。ここからなら、どの道を通っても海岸に着きますよ。 

    e だからテレビの宣伝が観光客に呼びかけをしていたんだな。 

 

 



    f   

Recently, English has begun to be taught many Japanese elementary schools.  Do you agree 

with English education at elementary school?  From your own viewpoint, write your opinion in 

English using about 70 words. 

 

 

    １６． 東北大学05 

もしあなたが自分の生まれて育つ国を現在の世界の国ないし地域の中から選べるとしたら, どの国ないし

地域をどのような理由で選びますか。 具体的に英語で答えなさい。ただし, 日本は除くこととします。 指

定された解答欄をできるだけ満たすように書きなさい。    about 100 words 

 東京大学 

次の文中の空所を埋め,意味のとおった英文にせよ。空所(1)～(2)を合わせて40～50語とすること。 

Communication style differs  from person to person.  

For example, some people (1), while others (2).  

Therefore, the most important thing in human communication is (3). 

 

１７．  名古屋大 

     薬を飲めば6ヶ月から8ヶ月で*結核は治せる。*tuberculosis 

       私たちの豚に対する態度を考え直す時期に来ている。 

     *それ以外のところにある幼稚園は子供が足りないため閉鎖しつつある。  

*それ＝large scale apartment complexesのこと 

１８． 筑波大 

次の英文はある投書の一部です。下線部を英語に訳しなさい。 

I was amazed when I read the percent age of alcohol in take among teenagers in Europe. These numbers 

aren't increasing just in Europe, however, but also in places like Brazil, where young people are starting 

to drink at an early age, 親達が子供に,若くから飲み始めることの危険を警告すべきです。 

In most European countries, drinking in public is legal. Why not keep the drinking in cafes and bars?  

In most of the United States, アルコールのビンを持って歩きまわることは違法です。 

 

１９．  一橋大 

Choose one of the following topics and write not more than 150 word of English 

about it. Indicate the number of the topic you are going to write about. 

1. Being respected is not important to me. 

2. Multiculturalism is important in today's world, 

3. A woman should be chosen as the next prime minister of Japan, 

 

２０． 横浜市立大 

次の文を英訳しなさい。 

ナイトの爵位(knighthood)を得たロジャ一・ムーア(Roger Moore)は、昨晩、「この大いなる栄誉を

受ける身となったことをたいそう誇りに思っています。ただ、父と母がこの日を生きて目にすることが

できたらと思います。」と語った。 

 



２１.  大阪大学 

私たちは電話やファックスや電子メールで一瞬のうちに他人から連絡を受けることに慣れてしまった

ので, 手書きのメモはかえって新鮮だ。 誰かが時間や考えや努力をついやして, 個入的な温かみを添

えようとしたことが分かろうというものだ。 

 

 

そこで, 自分の言葉の才能の芽を育てようと思えば、やはり本を読むことなんです。 できるだけ広い

分野で本を読む。 それも、早く読むよりはゆっくり読んで、その文章をしっかり受けとめることをしてい

けば、その人の人生にとって有効な才能として、言葉への才能が残っていく。 そして、ほかの分野に行っ

ても、その人は魅力的な人になって、自分らしい人生をつくり出されるのではないかと思います。 

 

最近にいたって、私は自分が余りにも物を知らなさすぎることを、そしてまた、残念なことに余りにも多

く誤って物事を知りすぎていることを痛感するようになった。 知らないことはご愛嬌だが、間違って知っ

ていることはどうにも救いようがない。 

 

22.  京都大学 

次の文(1),(2)を英訳しなさい 

(1)  女性が従来学問の世界で十分活躍できなかったのは, 男性中心で作られてきた社会に原因があった

ことは疑う余地はありません。 とくにわが国は従来年功序列の社会でありましたので, 出産, 育児のた

め女性が休むことは昇進の面で著しく不利でありました。 今後は休んだ後の復職を容易にするとともに, 

復職後業績を上げれば速やかに昇進できる体制を作り上げて行かねばなりません。 

(井村裕夫『時計台の朝』) 

(2) わたしたちの健康にとって歯は大切な役割を果たしています。 歯の健康は治療だけでは守れません。 

その場限りの治療から, さらに前進して, 病気を予防し, 健康を管理していくように心がけましょう。 

そのためには毎食後の歯磨きの励行にとどまらず, 野菜を含めバランスのとれた食事をとることや, さ

らには, 過度のストレスに陥って病気に負けることのないよう精神的な安定を保っことも大切です。 

 

２３．  新潟大学 

日本にはたくさんの温泉があり、 その大半は観光地として開発されています。お湯は温かく、 色々な種

類の鉱物や天然ガスを含んでいます。 

 

私が毎日日記をつけるようになったのは、 長年勤めた会社を退職して、 パート勤めを始めてからだっ

た。日々をどう過ごしていたのかを書き留めておかないと後で分からなくなりそうで、 不安だったからであ

る。 

 

２４．  九州大学 

次の文章を読み,下線部を英語に訳しなさい。 

人間として生きていく上で大切にしなくてはならぬことは数多くある。しかし,それらのなかで特定の何かが,

ある時代,ある文化において特に強調されるということがある。たとえば,かつては忠義などということが,極

端に強調されたことがあった。ところで,最近の傾向としては、「自立」ということが大いにもてはやされてい

るように思われる。新聞や雑誌を見ても、自立のすすめを説いているものによくお目にかかる。親も子も,男

も女も,老いも若きもそれぞれが自立しなくてはならない。そして,どうすれば自立できるかということが論じ



られている。自立は大切なことであり,自立ということがあまりもてはやされなかったわが国で,特にその点

について考えていこうとすることにも,私は賛成である。ただ,少し気になるのは,その自立の中身である。最

近の論調のなかには,親が子から離れ,子が親から離れ老人はその家族から離れることが自立であるとする

ような感じを受ける。離れることも大切だが、離れるだけなら,それは孤立に陥ることはあっても、自立には

ならないと思う。 

 

２５． 中央大学 法 経済 商 

このところ凶悪犯罪の数が急増していて、 日本は安全な国だとはもはや言えない。 

彼女が大学で法律を勉強しようと決心したのは、 大好きな叔父が裁判官だったからです。 

 

給料はかつての半分なのですが、 ここでは自分の芸術的な才能を生かすことができるのです。 

 

Say what you think about the celebration of Saint Valentine’s Day in Japan.  

Write at least 100 words. 

 

２６．  津田塾大 

最近若者の間では電子辞書の人気が高いが、年配の世代にはまだ旧式の辞書を好む人が多い。 

旅行かばんに辞書をたくさん詰め込んだら、重量超過してしまうのではないかと心配したからである。 

２７．  同志社大 法・工 

これは私たちからかけ離れた問題のように聞こえるかも知れませんが、 世界中で深刻な問題を引き起こ

すでしょう。 

２８．  慶應義塾 医  

        What kind of master would you like to have if you were a pet?  

Write your answer in English in about 80 words? 

２９．  早稲田大学 法 

         These days the sales of printed daily newspapers are declining in many countries. 

Do you think newspapers will disappear within the next 10 years? 

Write a paragraph explaining your opinion.  

You must give at least one appreciate reason to support it. 

３０．  小樽商科大 06  

        Describe one environmental problem facing Japan?  

What steps should be taken to solve this problem?  (80～100 words) 

３１．  東北大学 

         脳の研究が盛んになったが、今にもすべてのことがわかってしまいそうに思うのは誤りである。 

        やはり脳は大変な研究対象であり、 これまでにわかったことは氷山の一角に過ぎない。水面の下には 

        多くのわからないことが隠されている。このことは、たとえば、脳がどう働いて我々の心を生み出すのかを説

明しようとすればすぐにわかる。（伊藤正男 「脳の不思議」） 

       

         A 散歩の途中、名前のわからない美しい花が咲いているのを見つけた。帰って、家族に花のことを話すの

だが、うまく伝えることができなくてもどかしい思いをする。 

         B 視覚的なイメージは、具体像として立ちあられているのに、言葉は、概念によって抽象的に表現しなけ

ればならないからである。 



３２． 筑波大学 

         １． 母は私にとって親であるというだけではなく、友人であり助言者でもありました。 

         ２． そのとき賢明なアドバイスをしてくれたのは私の母でした。 

         ３． 母のユーモアと明るさのおかげで、私は物事をより冷静に客観的に考えることができました。 

 

３３． 千葉大学 

          極端に言うなら、アメリカにおいて、現実とはアメリカの半分しかない。後の半分は夢でできた国なのだ。

「ここは自由の国だ」とアメリカの人々が言うとき、僕にはそれは事実の表明には聞こえない。むしろ「自由

の国であるはずだ」という理想の表明に聞こえる。 

 

３４． 東工大 

          エレベーターによって階段の問題がひとたび解決されてしまうと、今度はそれらの年に高いビルを建て

ることが可能になった。 

 

          結果として、産業界における馬の役割は大いに減少することとなった。 

           

          戦争におけるその役割は、いくら大げさに言っても言い過ぎることはない。 

 

          Now, humans have cells in the *spinal cord and brain that can turn pain signals on or off. They are 

aptly termed “on” and “off” cells. The on cells increase pain, and これによって自然に我々は熱いﾔｶﾝ

から手を離したり、ナイフの刃から手を遠ざけたりするようになるのだ。    *脊髄 

 

          Due to the pressure on his arm, his heart rate increased, he started swearing and his blood pressure 

went up. 腕に対する圧迫が除かれたときでさえ、顔に浮かんだ緊張が解けるにはそれでもしばらく時間

がかかった。 

 

３５． 一橋大学 

          Write 120-150 words of English about one of the topics below. Indicate the number of the topic 

              you have chosen. Also, indicate the number of words you have written at the end of the composition. 

1. What would you do with 100,000,000 yen? 

2. Japan should open its door to foreign workers. 

3. The age of adulthood in Japan should be 18, as in many other countries. 

 

３６． 新潟大学 

          a. レストランで食事中にフォークやスプーンやほかのものを床に 落としても、 拾い上げてはいけませ

ん。 

b. こういう場合の一番よい方法はウェーターに代わりのものをお願いすることです。 

c. 勉学意欲に燃えてやってきた留学生と、 「なんとなく」大学に入学した日本人学生を比較しても仕

方ないであろう。 

d. なぜなら、他人に伝達したい何かがそもそも日本人にはあるのだろうか、 という疑いが生じてくる

からだ。 

３７． 名古屋大学 



          a. 大地震で火災が起こると、 道路が通れなくなるので、 消防車による消火は期待できない。 

          b. ガスレンジなどを消した後には、 すばやく机やテーブルの下に潜って、 落下物から身を守らねばな

らない。 

c. あわてて外に飛び出すと、 思わぬ大けがをする可能性が高いので、 冷静に行動する必要がある。  

            

３８．京都大学 

         1   ものの見方や好みは人さまざまである。 

たとえば、駅前のハンバーガー店は、人々にとってどのような意味を時つだろうか。 

多くの人にとっては、八ンバーガーを味わう場であろう。 

しかし、肉が昔手な私にとっては、ハンパーガーを楽しむというよつは、仕事帰りにちょっと立ち寄り、

コーヒー一杯で一日の疲れをいやす、くつろぎの場である。 

本を持ち込み、書斎代わりに使うことも少なくない。 

 

2  子供の頃にわたしが毎週欠かさず観たあるテレビ番組があった。 

その主役はどこにでもいそうな犬で、そいつがある町にふらりとやってきては、そこで起こった事件の

解決に協力し、人間からほめられる前に姿を消して、また次の町に向かって旅をつづけるのだ。 

わたしをとりこにしたのは、一つの場所に安住せずに、たえず動きつづけるその姿だったに違いな

い。 

３９．大阪府立大 

    仮に、現在あるたくさんの法律が、夜にしてなくなったとしたら、この中はどんなものになるかを考えて

みよう。 

 

私たちが一人一人平等に生きていくには、社会全体で共通のルールとみなせる法律がどうしても必要

なのである。 

４０．広島大学 

          最近、新しい携帯型パソコン(Phoenix)が発売されました。 

このパソコンは〔1〕消費電力が少ない〔2〕処理スピードが速い(3〕本体が軽い〔4)ソフトがたくさん 

入っている〔5〕見た目が良い、の 5 つの特徴があります。 

この情報を基に、新しいパソコンを探している友人の田中拓也君に、このパソコンを薦める手紙を、100 語程度の英語で書きなさい。コ

ンマやピリオドなどは語数に含めません。 解答欄の最初の( )に語数を記入しなさい。 

４１．九州大学 

         Based on your experiences, write an essay in English to explain “Shoogatsu” to foreigners who are 

not familiar with it. (about 100 words) 

４２．熊本大学 

         １．地表に到達する＊太陽エネルギーの量は徐々に減少してきている。 

２．気候学者たちが＊＊地球薄暮化の現実にようやく目覚めたのはつい最近のことであった。 

３．この目に見える大気汚染によって太陽光は宇宙に反射され、地球へのその効果は弱められてしまう。 

           ＊solar energy  ＊＊global dimming 

 

４３．首都大学 

    （文系） 

似ているか、似ていないかと言われれば、やはり人間は似ている。ある土地で真実であることは、どこの 



地に行っても真実である。１．それでもやはり、私はできるだけいろいろな場所へ旅することを強くすすめる。 

よその土地を訪ねて、その土地の文化に触れることは、アメリカ入にとっては特に大切なことだ。アメリカ人の場合、

広大な国土に暮らしていても、東西三千マイル離れていても、同じ一つの言語で通じ合うことができる。だから、ヨ

ーロッパやアフリカやアジアに出かけて、いろいろな言語に触れることには大きな意味があるのだろう。２．パリの

店で買い物をしたり、イタリアのレストランで食事をしたり、あるいは香港の通りをぶらぶらするだけでも,三つや四

つの外国語に出会う。もちろん、少々耳にしたぐらいで、その言葉への理解が深まるわけではないが、それでも世界

にはいろいろな言語があることを、じかに体験するのはよいことだ。３．世界には自分とはちがった言葉を話し、文

化や考え方もちがう人々が生きている。 

（理系） 

そこ（Zurich）は散歩やサイクリングをするのにうってつけの町である。 

大気汚染はほとんどないし、通りにゴミも散らかっていない。 

女の人が一人立ち止まり、あきれたような表情を顔に浮かべて、私をじっと見つめた。 

４４． 大阪市立大学 

    ①毎年クリスマスが近づくと、罪の意識を感じつつも、できるだけ長く夢を見させてやりたいと思って、子供たちを

だますことを決心する。 

②それで、何気なく.気.なく各人の望むプレゼントを聞き出して、買い入れ、どこかに隠しておくことになる。 

③時々、子供から「戸締りをきちんとしているのにどこからサンタ・クロース（Santa Claus）は入ってくるの」と聞か

れて困ることがある。 

４５． 中央大学 法 

    a アメリカ人の大半は他の国の誰もが英語を当然話すものと思っている。ところが、実際には、アメリカ国民の中

にも英語を話さない人が多い。 

      b 我々はコンピューターに支えられた新しい種類の情報社会に生きているが、多くに人々にとって、本や新聞は今

でも重要な役割を果たしている。 

４６． 立教大学 法 

     この暖かい陽気では、桜も数日で咲くだろう。 

     With this nice weather, we can expect the cherry trees to (     7 語以内     ). 

４７． 日本女子大 家政 

     a 君と一緒に行けないことがわかったとき、 すぐに君に話しておくべきだった。 

b 彼女は留学の資金を貯めるため、 大学を卒業してからずっと働いている。 

  c このことについて相談したいので後で私に電話してくれ、 と彼に伝えてください。 

４８．  津田塾大学 学芸 

      新聞やテレビ雑誌などを見ていると、テレビドラマの数が多いことに気がつきます。 

      こんなにたくさんあるドラマをいったい誰が見るんだろう、と時々思います。 

４９． 同志社 政策 文 全 

      この頃、機械はますます複雑になっていきますね。私には全くついて行けないわ。 

       

      確か、 なくさないようにどこか安全なところに入れておくように僕に言ってたな。 

      あ、そうだ、思い出した。靴の中に入れたんだった。 

 

      リサイクルの過程には、僕たちが考えもしないような多くのことが関わっているんだね。 

      リサイクルは、将来のために、いろいろなことを配慮しながらすべきなんだね。 

５０． 立命館  



     あなたにとってもっとも印象に残っているスポーツイベントは何ですか。その理由を述べなさい。 

      （５０語以上６０字以内が望ましい。また、 使用単語数も記入しなさい。） 

 

 

 

５１． 京都大学 

     教育とは何かと考えるときに、私が決まって思い出すのが小学校の恩師の顔である。 

先生は、私たち生徒に、物事に真剣に取り組むことを教えてくださった。 

その教えは、これまでの私の人生の指針となっている。 

今から考えると、先生の教えが私の心に響いたのは、先生の尊敬できる誠実な人柄によるところが 

大きかったように思う。 

教育において考慮すべきことは、教える内容だけではなく、教える側の人間性でもあるのだ。 

 

最近久しぶりに旅行して実感したのですが、出舎の夜空には星が驚くほどたくさん見えます、科学的に考えれば、

汚染がなく空気がきれいだからでしょうが、風景はそれを見る者の心を映すとよく言われます。 

雑事に追われて忙しいだけの生活からしばしの逃避行を敢行したあの時の私は、もしかしたら、めずらしく無邪

気な子供のように心が澄んでいたのかもしれません。 

５２．  大阪府立大学  

a. 人は自分について誤解されるとつい素朴に反応して腹を立てたりするものです。 

b. 仮に自分だけがそう（そんな人間）ではないと思っていても、世間の人は皆、同じように思っていないかもしれ

ない。 

５３． 筑波大学 

a. 私は、科学には大いなる美があると考えている人間の一人です。 

 

b. Cloning technology で書き始めよ。 

クローン技術のおかげで、科学者たちは近い将来、恐竜（dinosaurs）さえも復活させることができるだろう。 

５４． 東北大学         

① 訪れた異国の印象を請ろうとするとき、私がまず思い浮べるのは、食物でも建物でもなく、私と言葉をかわした

人の顔であり、考え方である。そこになにがあったかより、そこにだれがいたかをまず考える。出会った人問との

付き合いが深いほど、その国に親しみを覚える。極端にいえぱ、友人ができればその国が好きになり、友人を通

してその国を見ようとする。 

② 一つの偏見をもつことになろうが、逆に友人ももてずに一国を理解しがたい、との思いがある。日本を嫌いぬい

て日本から帰った外交官やビジネスマンには、不思議と日本人の友人がいない、という。 

(黒岩徹 r 豊かなイギリス人」)    

５５． 一橋大学      

Write 120-150 words of English about one of the topics below. Indicate the number of the topic you have 

chosen. Also, indicate the number of words you have written at the end of the composition. 

1. Japan is not a democratic society. 

2. Christmas should not be celebrated in Japan. 

3. The school year in Japan should start in September.  

５６．  名古屋大学 

次の記事は,雑誌記者 A と映画女優 B の架空のインタビューです。文脈に即して,下線部を英語に訳しなさい. 



A どうして女優になろうと決めたのですか? 

B そうですね.10 代のとき,ヘップバーンの『ローマの休日』という映画をみて,とても影響をうけました。それがき

っかけで将来のことを考えはじめました。ご存知のように,あの映画はロマンティック・コメディですが,それ を

みて,私も,女優を一生の仕事にできたらいいなと思うようになりました. 

A それで,その後はどうでしたか? 

B １８歳のとき、たくさんオーディションをうけましたが、全部落ちました。それでも、もう一回だけやってみよう

と思いました。それでだめなら,あきらめることにしました。 

A それがうまくいったんですね? 

B ラッキーだったことに,有名な監督の作品に出させてもらったんです。ほんの端役だったんですが,ともかくそ

れで経験を積むことができました.そのおかげで,もっと大きな役をもらったんです。 

A ところで最近、離婚なされて、たいへんでしたね、マスコミにも騒がれて。 

B ほんとに！ もう、２度とあんな目にあいたくないわ。両親と友達がいなかったら、どうなっていたかわかりま

せん。  

 

次の文を読み.下の単語リストを参考にして,下線部を英語に訳しなさい、 

日本では、納豆は醤油とともにかき混ぜ、それからご飯にのせて食べるのが一般的である。納豆巻も人気が

あり.たいていのコンビニで買うことができる。納豆は日本の典型的な食品と考えられている。大豆が自然に

発酵して納豆が生まれたらしい。しかし、奈良時代に中国から仏教僧によって持ち込まれたという説もある.

納豆は極めて栄養に富み、健康に良い.近年,外国でも納豆が販売され,食されている。納豆は豆腐と同様に、

今後ますます海外で人気を博することであろう。 

 

納豆 natto  醤油 soy sauce 仏教僧 Buddhist monk 栄養 nutrition 豆腐 tofu     

５７．  京都大学 

教育とは何かと考えるときに、私が決まって思い出すのが小学校の恩師の顔である。先生は、私たち生徒に、物

事に真剣に取り組むことを教えてくださった。その教えは、これまでの私の人生の指針となっている。今から考え

ると、先生の教えが私の心に響いたのは、先生の尊敬できる誠実な人柄によるところが大きかったように思う。

教育において考慮すべきことは、教える内容だけではなく、教える側の人間性でもあるのだ。 

 

最近久しぶりに旅行して実感したのですが、出舎の夜空には星が驚くほどたくさん見えます。科学的に考えれば,

汚染がなく空気がきれいだからでしょうが、風景はそれを見る者の心を映すとよく言われます。雑事に追われて

忙しいだけの生活からしばしの逃避行を敢行したあの時の私は、もしかしたら、めずらしく無邪気な子供のよう

に心が澄んでいたのかもしれません。 

 

５８．  大阪大学 

          下線部の意味を英語で表しなさい。 

ぼくが経験した限りでは.どんな楽しい夢でも,楽しい現実には遠く及ぱない反面.悪夢のほうは、むしろ現実の不

安や恐怖を上まわる場合が多いような気がする。たとえば、何度も繰り返して見た、いちばんなじみ深い夢は、ぼ

くの場合、笑う月に追いかけられる夢だ。最初はたしか,小学生の頃だったと思う。恐怖のあまり、しばらくは,夜に

なって眠らなければならないのが苦痛だったほどだ。 

 

井原西鶴の浮世草子の作品を思い浮かべてもよいが,大阪を中心とする上方文化には,現実的で経済性を重ん

じる気風があったのである。また.閉鎖的な傾向のある市場の中で、日常的に無駄とも見える会話を重ねること



を通して、商機をつかんでいくという商習慣もあって、おしゃべりを嫌わず.むしろ歓迎する気風も育っていたので

あろう。 

 

言語は,人間にのみ備わった能力である。何か考えごとをするときに,私たちは常に言葉を使っている。言葉はあ 

まりに身近にあるので、その存在を忘れてしまうことさえある。しかし、病や事故などで、言葉に不自由を感じる

ようになって、初めてその存在の大きさに気づくことがあるだろう。       

                                                                

６０． 青山学院  

    文  

a. 私が子供だったとき、家族みんなで都会から田舎に引っ越した。そのため、わたしはこの世の中を全く違う

目で見るようになった。それまでの私は、都市生活の便利さになれていたからだ。 

 

 b. 最近、私たちは人を「勝ち組」と「負け組」に分けがちである。しかし、何をもって勝ち組とするかは、人それぞ

れの判断による。 

経営 

  どんな偉い人でも、科学者でも、市長さんでも、校長さんでも、やっぱり宿題は好きではなかった。 

 

６１． 中央大学  法 

    a. 年輩者の間で株取引への関心が高まっているが、老後の蓄えをすべて失う危険があることを認識しているのだ

ろうか。 

 

    b. 自動車産業は大気汚染の増加を考えて、より環境にやさしい車の開発をもっと進めなくてはならない。 

 

６２． 神戸大学 

公立小学校でなど教え始めたら, 日本から国際人がいなくなります。英話というのは話すための手段に過ぎませ

ん。国際的に通用する人間になるには、まずは国語を徹底的に固めなければダメです。表現する手段よりも表現す

る内容を整える方がずっと重要なのです。英語はたどたどしくても.なまっていてもよい。内容がすべてなのです。そ

して内容を豊富にするには、きちんと国語を勉強すること、とりわけ本を読むことが不可欠なのです。 

藤原正彦 「国家の品格」より 

問 1 下線部を英語に訳しなさい。 

問 2 公立小学校に英語教育を導入することに関するこの著者の意見についてどう思いますか。 

自分自身の考えを.50 語程度の英語で述べなさい。 

６３． 岡山大学 

下記の電子メールを読んで、下線部を英語になおしなさい。 

Subject：Speech contest check 

Dear Professor Taylor, 

Thank you for encouraging me to take part in the English speech contest and for offering to check my 

speech. (1) 「私が最も尊敬する人」についての最初の原稿を今書き終えたところです。 （２）間違いを直してい

ただき、より良いものにするお手伝いをいただければ大変ありがたく思います。You said you might be free in 

early September, so how about Monday the 3rd or Tuesday the 4th at 11:00 a.m. in your office? (3)30 分ほど

お時間をいただければ嬉しいです。確認のため、電話か電子メールをいただけますでしょうか。 

Your student, 



Kayo 

 

そんな折に、私は大阪の古本屋で、この建築家の全集の一巻にめぐり合う幸運に恵まれたのです。 

 

「自分の目で作品を見てみたい。直接彼に会いたい。」と思わないではいられませんでした。 

 

６４．   広島大学 

     私たちはモノをいとも簡単に捨ててしまう時代に生きています。しかし、モノには人間と生活をともにした記憶が

刻まれていると、建築家の安藤忠雄さんは言います。あなたが大切にしまっているモノは何ですか。なぜそれを

現在も持っているのですか。 

この 2 点について 80 語程度の英語で書きなさい。コンマやピリオドなどは語数に含めません。解答欄の最初

の( )に語数を記入しなさい。 

 

６５．   九州大学 

幼い頃,両親はよく本を薦めてくれた。それはハードカバーの新刊だったり、古い文庫本だったり、小説雑誌の切

抜きをホチキスでとめたものだったり.美しい絵本だったりした。父は,薦めた後に必ず,感想を聞いてくる.「どう

だ?もう読んだか.おもしろかっただろう?」おもしろいとか,つまらないとか.私がどんな感想を言っても,父は.そう

かそうかと楽しげに頷くだけだった。父が感想を求めてくるのは,薦めて手渡した本だけではなかった。わが家の

トイレには小さな本棚があって,そこにはいつも,父の読みかけの本が入っていた。「おい,トイレのあれ、読んでるか。

どこまで読んだ」読んでいない.と言うと.「読めよ,おもしろいぞと残念そうにする.読まないと悪いな,という気に

なって,なんとなく読み始める。折られたページが二箇所になった本を見て,父は満足げだ。また、どうだどうだと

聞いてくる。つまらないから最後まで読むかどうかわからない、と言うこともあった。父はそれでも楽しそうに頷

くだけだった。恐らく両親は、本から何かを学んでほしいなどとは思っていなかった。おいしい食べ物を見つけた

時に,誰かと一緒に「おいしいおいしい」と言いながら食べたい,と思うのと同じ感覚だったのだろう。ただ,自分が

読んで楽しかった本を教えて,楽しい気持ちを共有したかっただけなのだと思う。 

 

６６．   熊本大学 

    創立者は生前釣りを楽しんでおり, このいたずらのおかげで彼はもう一度大好きな楽しみを満喫することができ

たのである. 

 

いくつかの点で.このような課外活動は,若者の精神を鍛錬するのに正規の授業とまったく同じように重要である。 

 

レクリエーシ∋ンが学生の健康や幸福の維持に重要な役割を果たすこともまた知られている。 

６７．  同志社 全 法 文 

この船をくまなく探検してとても楽しかったけれど、結局のところ一番好きなのは海それ自体だってことがわかった

の。海の神秘には心うたれるわ。 

 

メニューを注意して読むべきだったわ。国が違えばやり方も違うということを知っておくべきだったのよ。 

 

どうして運転手は、運転に集中できるように、誰か他の人にお金を集めてもらったり、おつりを渡してもらったり 

しないのだろう。 


