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国際学部　国際学科　小論文（800字）45分

　以下の文章を読み、問に答えなさい。

　名門ケンブリッジ大学に入るのに外国語の勉強はもう要らない。
　英国の大学は全国共通試験の成績を中心に入学生を選ぶ。ケンブリッジはそこで外国語を選択していなくてもよ
いと決めたのだ。この秋の入学志願者から適用される。
　外国文学の専攻志望者などは例外だが、あとは理科系はもちろん法律や経済、歴史を学びたい学生も外国語試験
を受けなくていい。受けて成績が良ければ選考に有利な場合はあるが、義務ではない。
　驚くのは、こんな決断をした大学はケンブリッジが最初ではなく最後だという点だ。つまり英国のほかのすべて
の大学はすでに外国語をはずしている。
　ケンブリッジの入学選考責任者のジェフ・パークス博士（原子力技術）は自分たちの決定に残念そう。「大学で
は幅広い教養を身につけるべきだと思うから外国語の素養も求めてきたのですが��」
　英国では 04年の教育改革から 14歳以降の外国語教育が義務でなくなった。その結果、履修生徒が半分以下に
激減。公立校では教えないところも増えた。ただ名門私立などは教え続けている。必修にしたままでは公立出身者
に不利だし、理科系などに優れた学生を外国語の壁で阻むことになれば大学にとって損。そう考えた大学が次々と
外国語から離れ、ついにケンブリッジも折れたというわけだ。
　英語だけで十分――。
　外国語離れの背景にそんな考え方が見え隠れする。今や英語は科学技術でもビジネスでも世界の共通語。確かに
実用性の乏しい外国語を学ぶエネルギーはほかに回した方が効果的という理屈もわからないではない。
　結局、英語を話す国で生まれ育つのは幸運で、苦労して学ばなければならない人は不運なのだろうか。
　そうとばかりも言えないらしい。2月、欧州連合（EU）が英語を母語とする通訳の不足が深刻だ、という報告
を出した。外国語をきちんと学んだ英国人が少なすぎて人材が集まらないという。
　通訳になれないだけではない。「多くの企業は英語しか話さない学生を採用したがらない」（欧州委員会幹部）と
の指摘もある。ロンドン大学経済政治学院（LSE）語学センターのニック・バーン所長も「英語が母語というのは
もろ刃の剣。スウェーデン人でもイタリア人でも英語が流暢でしかも自国語など他言語ができれば、その方が就職
には有利になる」と認める。英語で進めるビジネスの話も、相手の文化を理解し気持ちをつかめた方がうまくいく
に違いない。
　「それに」とバーン所長はいう。「英語が世界共通語ということは、実は自分たちだけの言葉がない、ということ
も意味する」
　確かに自分と他者の二つの言葉を知ることは他者への理解を深めるにとどまらない。自分たちの社会や文化をよ
り広い視野の中に置いて相対化するうえで重要なかぎになる。一つの言葉の空間だけにとどまっていては見えない
自分の姿に気づかせてくれる。
　やはり名門のロンドン大学ユニバーシティ・カレッジは時流に反旗を翻し、12年度から外国語を入学資格に復
活する方針を最近打ち出した。「グローバル化時代に国際舞台で活躍するべき卒業生が、外国語を学ばず文化の違
いを理解しないとしたらやはりおかしい」とマイケル・ウォートン副学長（仏文学）。「専攻が化学だろうと天文学
だろうと例外にはしない」
　英語が外国語ではない国の外国語教育をめぐる葛藤。そこから浮かび上がるのは、実用性だけでは片づけられな
いグローバル時代の教養としての外国語の重要性でもある。
　英語を母語としないで育つことは、それほど不運ではないのかもしれない。
� 注）原文のフリガナは削除した

� （「英語が母語　幸運か不運か」大野博人　2009 年 3月 29日　朝日新聞（朝刊））

問　��あなたは英語が母語であることは幸運であると思いますか？それとも不運であると思いますか？800字以内で
論じなさい。
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国際学部　国際学科　適性テスト（英語）60分

第 1問　  次の各文の A〜 Eの語句を並べ替えて空所を補い、最も適切な文章を完成させなさい。ただし、解答は   
1 〜 10 に入るものを一つ選び、解答欄のその記号に〇をしなさい。

1.〜 2.

The advertisement claimed that luxury Naomi roses were about  1   2  grocery store roses.

A. times B. larger C. than D. typical E. four

3.〜 4.

Customers can order items from our website and  3   4  two hours.

A. within B. the C. get D. delivered E. products

5.〜 6.

He asked Ms. Kato a month ago  5   6  to meet a group of farmers during her brief visit 
to Kagoshima. 

A. would B. available C. be D. she E. if

7.〜 8.

Two days prior to your scheduled appointment, you  7   8  your appointment.

A. a B. confirming C. will D. call E. receive

9.〜 10.

The happy couple announced that the wedding ceremony  9   10  the weather conditions.

A. regardless B. would C. be D. of E. held
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第 2問　  次の各文の 11 〜 15 に入る最も適切なものを、それぞれ A〜 Dの中から一つ選び、解答欄のそ

の記号に〇をしなさい。

11.  You are responsible for remembering your ID and password, and 11 them confidential.

A. to keep B. for keeping C. were kept D. which keeps

12.    Environmental protection has always been a key priority for us. 12 , we make every effort to develop environmentally 

friendly products.

A. Nevertheless B. Because C. Therefore D. However

13.  Recent research indicates that the language learning process begins 13 babies are even born. 

A. and B. so C. before D. if

14.  Statistics show that the fashion industry is worth around £30 billion pounds 14 that it supports 880,000 jobs in the UK.

A. and B. for C. say D. read

15.  The German Chancellor wants to 15 a bilateral investment agreement between EU and China. 

A. final B. finally C. finalize D. finality

第 3問　  次の文章が完成するように、 16 〜 19 に入る最も適切なものを A〜 Dの中から選び、解答欄の

その記号に〇をしなさい。

 European colonization of the Americas is 16 aspect of world history. Many people know, for example, that the present-

day United States used to be thirteen British colonies founded on the east coast of North America in the 17th and 18th centuries, 

and that New York had been a Dutch colony before its takeover by the British. Canada is a former colony of both France and 

Britain, and Mexico was once a possession of Spain. Less commonly known, however, is that among these European 

colonization efforts was a short-lived colony founded by Sweden. 

 New Sweden was 17 in 1638 in an area which is now part of the USA. Its area comprised parts of the present-day 

states of Delaware, New Jersey, and Pennsylvania. The colony was situated next to the Delaware River, along which the 

Swedes hoped to engage in trade. 

 In 1654, trouble began between New Sweden and the neighboring Dutch colony of New Netherland (present-day New York 

State). The governor of New Sweden decided to capture a Dutch-held fort on the Delaware River, and the Dutch colonists 

holding the fort soon surrendered. This action allowed New Sweden to have complete control of the river, but infuriated the 

New Netherland governor based in New Amsterdam (present-day New York City). In the summer of 1655, he sent 7 ships and 

over 300 soldiers to recapture the fort and take over New Sweden. Greatly outnumbered by the Dutch, the Swedes surrendered 
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within two weeks. Seventeen years after its founding, New Sweden 18 as a separate colony, and remained under Dutch 

control until it became part of the English colony of Pennsylvania in 1681.

 This was the end of Sweden’s short-lived American colonization experiment, but it was not the end of Swedish immigration. 

Swedes continued to go to America, especially during the peak of mass immigration in the 19th century. This was at a time 

when the US government 19 newly acquired territories, and Sweden’s government encouraged emigration to avoid 

overpopulation in their country. Many of the Swedish immigrants became farmers in the Midwestern US, where many of their 

descendants live today.

16.  A. a little known

 B. a famous

 C. an irrelevant

 D. an organizational

17.  A. established 

 B. discontinued

 C. explained

 D. decided

18.  A. refused to continue

 B. continued to fight

 C. ceased to exist

 D. became more famous

 

19.  A. prevented immigrants from residing in

 B. imagined immigrants residing in

 C. debated whether immigrants should reside in

 D. desired immigrants to reside in

第 4問　第 3問の文章の内容に基づき、次の文が正しければ解答欄の Tに、間違っていれば Fに○をつけなさい。

20.　T　F　New York was taken over from the British by the Dutch.

21.　T　F　The Swedes wanted to trade along the Delaware River.

22.　T　F　The Swedes captured the fort without much difficulty.

23.　T　F　The Swedish government thought it was a good idea for some Swedes to leave Sweden.

第 5問　Write a paragraph of about 100 words to introduce your family.

第 6問　Write a paragraph of about 100 words in English to discuss what Japan can do to increase foreign tourists.
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