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注意事項
１．問題は「はじめ」の合図があるまで開けないこと。
２．試験開始後、解答用紙に受験番号等を明記すること。
３．解答用紙は、必ず全部提出すること。
４．問題冊子は持ち帰ってよい。
５．指定の解答用紙を用いること。
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［１］以下の英文を読んで設問に答えなさい。(25 点)

ウェブ公開版では、著作権法上の問題により、問題文原文を削除した。問題文は、選択
と対立に関する英文３１行

問１．下線部(1)を日本語に訳しなさい。（5 点）
問２．下線部(2)を、本文中の例を挙げて日本語で具体的に説明しなさい。（12 点）
問３．下線部(3)を日本語で説明しなさい。（8 点）

［２］ Read the passage below and answer the following questions.

(25 点)

ウェブ公開版では、著作権法上の問題により、問題文原文を削除した。問題文は、睡眠
に関する英文５３行

問１．(1)slumber を本文中の１語で言い換えなさい。（2 点）
問２．(2)pruned down を本文中の１語で言い換えなさい。（2 点）
問３．(3)the housekeeping theory の内容を日本語で説明しなさい。（6 点）
問４．下線部(4)を日本語に訳しなさい。（5 点）
問５．(5)a Herculean task の内容を本文に即して具体例を挙げて日本語で説明しなさい。
（5 点）
問６．(6)You keep what matters.はどのようなことを言っているのか、具体的に日本語
で説明しなさい。
（5 点）

［３］次の文中の ( 1 ) から ( 12 ) の空所を埋めるのに最も適切なものは 下記 (A)、(B)、(C)、
(D) のどれか、記号で答えなさい。
（25 点 (1) から (11) は各 2 点、(12) は 3 点）

ウェブ公開版では、著作権法上の問題により、問題文原文を削除した。問題文は、大学
における学問分野に関する英文３０行

選択肢
1.

(A) definitions

(B) define

(C) defining

(D) defined

2.

(A) it

(B) him

(C) them

(D) themselves

3.

(A) it

(B) each other

(C) them

(D) themselves

4.

(A) equally

(B) less

(C) much

(D) more

5.

(A) specialized

(B) basic

(C) universal

(D) various

6.

(A) answers

(B) questions

(C) scholars

(D) experiments

7.

(A) skill

(B) knowledge

(C) book

(D) symbols

8.

(A) different

(B) difference

(C) differ

(D) differentiate

9.

(A) scholars

(B) budget

(C) departments

(D) universities

10. (A) In contrast

(B) However

(C) Accordingly

(D) In accordance

11. (A) hired

(B) fired

(C) abused

(D) harassed

12. (A) Virtual spaces serve the purpose since face-to-face interactions are not required.
(B) It is too expensive for universities to build many laboratories and classrooms.
(C) Such space is not necessary for interdisciplinary studies in modern universities.
(D) This space is designed to further a student’s mastery of a specialized content.

［４］

In the ongoing debate about the role of higher education in today’s rapidly changing world,
some critics question the value of a traditional liberal arts education. Others, on the other hand,
believe that a liberal arts education is valuable. Is a liberal arts education worthwhile for
university students? Or is it unnecessary? Develop your position by using evidence from your
own experience and observations. Your essay must be at least 100 words.

