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squeaky making very high noises that are not loud［ ］ ：注

grease a thick oily substance that is put on the moving parts of a car, machine：

etc to make it run or move smoothly
perspective a sensible way of judging and comparing situations so that you do：

not imagine that something is more serious than it really is
degrade to treat someone without respect and make them lose respect for：

themselves
vengeful very eager to punish someone who has done something bad：

When we interact with people in different societies it is important to try問１ 下線部（ ）ア

to look at the situation from their perspective. Being assertive does not mean（ ）イ

that Western culture is superior and that Japanese need to change their behavior to
を日本語になおしなさい。be more like Westerners.

筆者は をどのような能力と考えているか，日本語で説明しなさい。問２ assertiveness
アメリカ在住の日本人が自己主張について悩んでいる理由を日本語で説明しなさい。問３

筆者の考える と の違いを日本語で説明しなさい。問４ assertiveness selfishness
と対比的に用いられている単語 形容詞 を最終段落 から まで か問５ assertive Kazu grease（ ） （ ）

ら２つ抜き出しなさい。

下線部 にお問６ （ ）ウ “You see, I ve learned when to squeak, and now I get the grease!”’

けるカズの発言はどういうことを表したものか，具体的に日本語で説明しなさい。

海外に出た場合，積極的に異文化交流を進めるために何が重要だと思うか。あなたの考え問７

を 字～ 字の日本語で述べなさい。150 200

アメリカは自己主張の強い文化であると言われている。この種の文化的特性が国際社会に問８

おいてもたらす肯定的な面と否定的な面についてどのようなものがあると思うか。日本文化

と比較して，あなたの考えを 字～ 字の日本語で述べなさい。250 300



の自由英作文の問題に取り組みなさい。２ 次

現代社会において，情報を得る手段として新聞 ，テレビ ，ラジ（ ） （ ）newspaper television
オ ，インターネット などがあります。あなたにとってどれが最も重要（ ） （ ）radio the Internet
ですか。４つのなかから１つ選び，他の３つと比較しながら，あなたの考えを ～ 語120 150

の英文で書きなさい。

What are you reading? I m reading . (7 )［ ］語数 例 語’ Hamlet



解答例および解答のポイント

１

ア 私たちは異文化社会の人と触れ合うとき，相手の視点から状況を見ようとすることが大問１（ ）

（ ）切です。 １０点

イ 西洋人が 自己主張的であるからといって，西洋文化のほうが優れていると言っている（ ）（ ）

わけではないし，日本人がもっと西洋人のようになるように，行動を変える必要があ

（ ）ると言っているわけではない。 １０点

自己主張とは自分の考えや思いを明瞭に単刀直入に表現できる能力であると筆者は考問２

（ ）えている。 ９点

アメリカ在住の日本人たちは，自分たちの意図を叶えるにははっきり口に出して言わ問３

なければならないことは知っているし，自分たちの願望を明瞭，直截，時に強力に表

明しなければ得るものも得られないことを知っている。けれど，自分の意見をはっき

（ ）り主張すると，自分が利己的になっているような気がするから。 １５点

自己主張 とは自分たちの要求だけでなく他者の要求も尊重するものだから，問４ assertiveness「 」

建設的であるのに対して， 利己的なこと とは他人のことを考慮しないで自分selfishness「 」

（ ）の権利だけを考えることである。 １０点

（ ）問５ quiet, reserved ６点

アメリカ人の標準からすれば，カズはまだ物静かで遠慮深い青年だが，自分の意思を通す問６

上で必要なとき，自己主張ができるようになったことを表している。具体的には，レスト

ランで食事をしていたとき，カズはウエイターを呼び付けて スープが冷めています。ご面「

倒をおかけしますが，温め直してもらえませんか と丁寧に述べていることである。 １０。」 （

）点

（ ）問７ 解答のポイント ２０点

本文に従うと，異文化交流の場では国際語としての英語を話すことになると思うが，その・

場合，自己主張ができることが重要であることを説明しているかどうか。

自分の体験等を例にあげて，異文化交流の重要なポイントを説明しているかどうか。・

日本人としてのアイデンティティの重要性について触れているかどうか。・



（ ）問８ 解答のポイント ３０点

（ ）①アメリカ文化の肯定的な側面 日本文化と比較して

（ ）アメリカ文化 自己主張を尊重

自由で活発な意見交換をもたらす 意見の多様性、個性を生む 。・ （ ）

他人の意見に同調せず自分の意見 自己犠牲をせずに国益につながる 。・ （ ）

（ ）日本文化 和を尊重

建前優先なため自由で活発な意見を生まない。・

自己犠牲を美とするので他人の意見にすぐに同調してしまう 金銭面での自己犠牲を強・ （

）いられ国益を損なう

（ ）②アメリカ文化の否定的な側面 日本文化と比較して

（ ）アメリカ文化 自己主張を尊重

個人対個人の対立が激しいため，異文化間の孤立感，不信感，国際社会の不安定化を生・

むことがある 今日のアメリカ 。（ ）

・ 「 」「 」（ ）論理性のない自己主張は単なる わがまま 利己心 時には協調性も

日本文化

利己心を犠牲にして共同体に尽くすので，異文化間の孤立感，不信感，国際社会の不安・

定化を生むことはない。

（ ）２ 解答のポイント ８０点

問題を的確にとらえているかどうか。即ち，４つのなかから１つ選び，他の３つと比較・

して論じているかどうか。

構成および展開がよいかどうか。・

あなたが選んだ最も重要のものを第三者に理解してもらえるように，自分の考えが明確・

になっているかどうか。

英語の基本的な表現力 作文力があるかどうか。また，語法が的確かどうか。特に，この・ ・

問題では比較級と最上級の用法がきちんと用いられているかどうかが重要である。

語数の範囲内かどうか。・


