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修士課程（夏季）入学試験

入 学 試 験 問 題
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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。問題文は生命倫理に
おけるインフォームド・コンセントに関する内容の英文 40 行。
問１．下線部(1)を日本語に訳しなさい。(7 点)
問２．下線部(2)が表す内容を日本語で説明しなさい。(8 点)
問３．下線部(3)が表す内容を日本語で説明しなさい。(10 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。問題文は技術革新と
生産性に関する内容の英文 82 行。
問１．(1)Turner’s argument の内容を日本語で説明しなさい。（5 点）
問２．(2)these arguments の内容をそれぞれ日本語で説明しなさい。（15 点）
問３．(3)Baumol’s disease について具体例を挙げながら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。問題文は科学技術開
発における挑戦ということばの使用に関する内容の英文 48 行。

1.

(A) adjective

(B) adverb

(C) prefix

(D) verb

2.

(A) bias

(B) curiosity

(C) demand

(D) loss

3.

(A) individuals

(B) judges

(C) robots

(D) scientists

4.

(A) basic

(B) competitive

(C) cooperative

(D) difficult

5.

(A) critical

(B) few

(C) technological

(D) various

6.

(A) abnormal

(B) newer

(C) older

(D) serious

7.

(A) Egypt

(B) Greece

(C) school

(D) sports

8.

(A) begun

(B) continued

(C) created

(D) discontinued

9.

(A) across

(B) beyond

(C) into

(D) without

10. (A) Fortunately

(B) Surprisingly

(C) Unfortunately

(D) Unsurprisingly

11. (A) coupling

(B) difference

(C) fact

(D) separation

12. (A) In retrospect, they were the pioneers of using the sports concept outside the
original Middle English meaning of the words
(B) In conclusion, they should not have used such old concepts
(C) In short, they considered it a “grand-challenge project”
(D) However, they gave up the robots because physical mobile machines were much
more difficult to manufacture than Shogi or Go computer programs

〔４〕Do you agree or disagree with the following statement?

(25 点)

“Machine translation is making significant progress and hence students can partly rely
on it when they write in a foreign language.”
Using specific reasons and examples to support your answer, write a paragraph about
this topic with 150 to 200 words in English. Write the number of words you used at the
end of the paragraph.

