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解答例は https://www.penlanguage.com/answerdownload からダウンロードしてください。



読解問題のための対策

名前 ：              日付 ：        /        

　

Day 1

わからない単語：　　　　　　　　　語

Economist Kate Raworth argues that the endless pursuit of GDP cheats 

too many people and also trashes the planet. She claims that economic 

theory needs to be rewritten, and Raworth tries to do so in a book called 

Doughnut Economics. While she believes that economics has the tools to 

find a solution, she maintains that mainstream economics fails to consider 

the relationship between humanity and environment.

To express this idea, Raworth has created a new economic diagram that 

resembles a doughnut. In this diagram, the ring of the doughnut represents 

a zone of balance between economic stability and environmental 

sustainability. The hole in the center represents a zone where the 

essentials of the good life are lacking food, water, health care, housing, 

education, and political voice. On the other hand, according to this 

metaphor, to (exceed) the outer crust would be to put too much pressure 

on our planet's limited resources. ＜以下省略＞

英文を読む力（読解力）が入試の必須項（コモンコア）です。 どの入試問題でも英文を読む力が最

大の鍵になるということです。 一般的には、 ２００語ぐらいから２０００語ぐらいの幅があります。 慶應の

場合、 ５００語ぐらいの英文から２０００語（文学部）ぐらいの英文が主流になります。

文章の長さにかかわらず、 英文を読解するための対策は、 以下の３つの領域であると言い切ることが

できます。

 語彙力　　　　複雑な構文　　　背景知識

みなさん経験しているように、 知らない語彙がたくさんある文章だと、 正確な内容把握は期待できませ

ん。 実際に、 次の英文にトライしてみてください。

課題：意味を読み取るというよりも、わからない語句に注目して、それに下線

あるいは丸をつけるようにしてください。（慶応大学商学部の 2022 年度の入

試問題の一部）
過去問
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左ページの文章はもっと長いパッセージの一部ですが、 150 語で構成されています。 読解と

未知語の関係は以下のように言われます。

•	 ２％以下なら推測しながら文章を読むことができる。

例 英文 150 words → ２％ ： ３ words

•	 ５％以下ならなんとか推測しながら基本的な意味を理解することができる。

例 英文 150 words → ５％ ： 7.5 words

３語ぐらいわからなくても推測を聞かせながらかなり読むことができるということです。 ７語か

ら８語になると、 正確な読解はむずかしくなりますが、 なんとなく内容を大掴みで理解できる

といったところでしょうか。

別の見方をすれば、 語彙力があれば、 読解は圧倒的に有利になるということです。 しかし、

単語が覚えられなくって困っているという人が多いのではないでしょうか。 英語の学習で困る

ことの最上位に必ず入るのが「単語の学習」 です。

単語を覚えるといっても「どう覚えるか」が大切です　。「単独で単語を覚えていくの

ではなく、 意味ある文脈の中で覚えると効果的」 ということを耳にすることがあるでしょう。 こ

れは、 まさにその通りです。「意味ある文脈の中で単語を覚える」 というアドバイスは理解で

きると思いますが、 問題は、 どうやって覚えると効果的かということです。

上記のような英文を読みながら、 未知語に線を引き、 辞書でその意味を調べて記入する、 と

いう方法は一般的に広く実践されている方法だと思います。 単語帳を闇雲に覚える方法より

有効だと思います。 しかし、 ひと工夫すれば、 もっと効果的な方法になります。 それは EIJ と

いう便利な学習法です。

解説



語彙力強化のための EIJ

名前 ：              日付 ：        /        

　

Day 2

EIJ は English in Japanese の頭文字をとった表現です。 日本語の文脈の

中に英語を入れるということです。 EIJ では、 日本語が英語の語句の意味

合いをしっかりと支える効果が生まれます。 実例を見ていきましょう。

日本語
English

Economist Kate Raworth argues that the endless pursuit of GDP cheats 

too many people and also trashes the planet. She claims that economic 

theory needs to be rewritten, and Raworth tries to do so in a book called 

Doughnut Economics. While she believes that economics has the tools to 

find a solution, she maintains that mainstream economics fails to consider 

the relationship between humanity and environment.

To express this idea, Raworth has created a new economic diagram that 

resembles a doughnut. In this diagram, the ring of the doughnut represents 

a zone of balance between economic stability and environmental 

sustainability. The hole in the center represents a zone where the 

essentials of the good life are lacking food, water, health care, housing, 

education, and political voice. On the other hand, according to this 

metaphor, to (exceed) the outer crust would be to put too much pressure 

on our planet's limited resources.

経済学者のケイト ・ ラワースは、 GDP の限りない追及（endless pursuit）は、 多くの

人をだまし（cheats）、 地球をこわす（trashes）ことになると論じている。 経済理論は

書き直される（re-written）必要があるのだと主張し、 ラワースは『 ドーナツ経済学』

と呼ばれる本の中で書き直しを試みている。 一方で彼女は、 経済学には解決を見出す

道具があると信じつつも、 主流の経済学は人間（humanity）と環境の関係を考慮しそ

こなっていると論じている。
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以下では Day １の英語の文章と日本語の訳を示しています。英語の文章を

参考しながら、日本語の（　）の中に英語を入れてみてみましょう。Have a try

解答例

を参照
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このアイデア（主張）を表現するのに、 ラワースはドーナツに似た新しい経済図式

（economic diagram）を創り出した。 この図式において、 ドーナツのリングは経済的安

定性（ ）と環境的持続可能性（environmental sustainability）

のバランスがとれた領域を表している。 中心の穴は、 食料、 水、 健康管理（health 

care）、 住むところ（housing）、 教育、 そして政治的な発言（political voice）といっ

たよい生活を送るための必需品（essentials）が欠けている領域を表している。 一方で、

この比喩（metaphor）によると、（ドーナツの）外皮（outer crust）を超えることは、

地球の限られた資源（the planet's limited resources）に過剰の圧力をかけること

になるだろう。

EIJ では、 日本語が文脈を与えるため、 語句同士に意味のつながりが生まれ、 覚えやすくなります。

つまり、 話題的に関連づけて覚えると、 語彙力がアップするということです。

まだ、 実感がわかないという人がいることでしょう。 そこで、 もう少し、 徹底的に EIJ のパワーを実感

してもらいます。



名前 ：	 	 	 						 	 				日付 ：					 			/							 	

この大学に来るのは、これが初めてなんだ。キャンパスが思っていたより広くて

ちょっぴりびっくりしたな。---（愛知教育大学）

 

 

 

Glossary

主語を立てる :This …/ I…

構文に注意 :This is my first time to …/ I came to this university for the first time.

「思っていたより広い」　 larger/ more spacious than I expected / thought/ imagined

「ちょっとびっくりする」　　be a bit surprised

英作文の過去問を解いてみる（和文英訳）①

　

Day 20

英作文問題を分類すると、和文英訳問題と英文作成問題があります。英文作成では何かを説明する、

何かについての意見を述べるが主流となります。

和文英訳

1 文英訳のもの ～まとまった内容の翻訳

英文作成

説明する、意見を述べる

以下は、 入試の過去問から選んだ英作文問題です。 和文英訳から自由英作文までいろいろなタイプ

のものを選びました。 その考え方のヒント (Glossary　[ 使える語句と構文 ]) も書いています。 本格的

な入試問題を解くシミュレーション活動としてこのセクションを利用してください。
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解答例

を参照

次の日本文を英訳しましょう。
Have a
try ①

次の日本文を英訳しましょう。
Have a
try ②



私が以前通っていた学校では、議論なんてほとんどないのよ。先生が話している

のを聞いているだけだったの。先生には反論しないことになっているのよ。---（東

京都立大学）

 

 

 

Glossary

文体、 文脈が日本語で示されているため、 文体を考慮した訳が求められる。「先生には反論しない

ことになっているのよ」 という口語的な表現をいかに英語にするかが課題。「先生には反論しない」

は make [raise] no objections to your teacher; don't disagree with your teacher で OK。

「あるアメリカ人の日本語学者が言った。「日本人のふしぎなところは、いなかを

一段下に見ることですね。アメリカ人はニューヨークに住むよりも、いなかに住

みたがります。日本人の場合、逆ではないでしょうか。」（司馬遼太郎『漱石と田舎』）

---（東京大学）

 

 

 

 

Glossary
「日本人のふしぎなところ」  what is strange about Japanese / 

    I find it surprising that Japanese…

「一段下にみる」   underestimate  / consider A inferior to B / 

    regard A as inferior to B /  look down on 

「いなか」   the countryside / the rural area

「ちょっとびっくりする」   be a bit surprised
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解答例

を参照

解答例

を参照

次の日本文を英訳しましょう。
Have a
try ③



名前 ：              日付 ：        /        

慶應大学 2022 年過去問（英作文）

　

Day 24

こちらは、 110 点と配点が高く、 合否の判定は、 英作文にかかっています。 東大 ・ 京大をはじめ、

英作文力がカギになる大学がたくさんあります。 そこで、 この講義では、 残りの時間は、 英作文力の

育成方法について説明していきます。 まずは、 経済学の英作文をみてみましょう。

経済学部の英語の大問 4 では、 日本語の会話文を英語に直す英作文問題が出題傾向としてみられ

ます。 これは、 できれば、 10 分から 15 分で片づけたい問題です。 日本語の口語表現を英訳する

ため、まず日本語を別の表現に言い換えてから英語に直す必要があります。少し訓練しておけ

ば、さほどむずかしくはありません。

採点のポイント

採点のポイントは、 以下のようになるでしょう。

•	 内容点

•	 構成点

•	 語句・文法の正確さの点数

•	 注意事項の反映度（例 . 引用のしかた）

まず、 内容的に論点が示され、 その論点に至る過程が説得力があるかどうかが問われるでしょ

う。 そして、 内容をどう構成しているかがポイントになります。 一言でいえば、 論理的な流れになっ

ているかどうかが採点の観点になるでしょう。 もちろん、 語句や文法の正確さや適切さは目立つ

ポイントになります。 そして注意点が示されている設問では、 それがちゃんと反映されているかど

うかが重要です。 ここでは、 異なる意見に対して論を展開すること、 読解問題から引用すること、

などが注意点になります。

意見文の構造（構成）

大学入試の自由英作文では、 意見を問う問題が主流です。 意見文の構造は比較的単純で概ね

以下の流れを意識しておくといいでしょう。 これが論理的な流れをつくります。

賛否の立場を示す　　　　　　　　　　　   メリットとデメリットの両面がある　  

理由を示し　　　　　　　　　　　　　　        メリットの具体的説明

事例（具体的説明） を加える　　　　    デメリットの具体的説明

結論                                              最終的な判断
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設問 IV 以下の会話文を英語に直して、 解答用紙 B の IV の R1、 D1、 R2、 D2 と記載されている

行に書きなさい。

会話の場面 ： 小学校の教員 R と D がある生徒が起こしたトラブルについて話している。

R1: あら探しをするつもりはないけど、 この前の言い方、 ちょっと田中さんに失礼だっ　　た

気がするのですけど。

D1: でもああいう時は、 はっきり言わなければ、 親たちは事の重大さに気が付かないわ。

R2: いくら重大だとしても、親にすべての責任を負わせるのは行き過ぎではないでしょうか。

D2: 一般的にあんなものを遊び道具として学校に持ち込ませるのは親の不注意だと思う。

賛否の賛成については、 I agree with とか Basically I agree with のように表現すればよいですね。

反対の意見を表明するには、 少しバリエーションのある表現を使えるようになるとよいでしょう。

•	 I have to disagree with that idea. その考えには反対しなければなりません

•	 I disagree. 反対です

•	 I don't agree 100% on that one. それについては、 100 パーセント賛成というわけにはいき

ません

•	 That may be true, but I'm not sure. おそらく多分事実だろうが、 僕には確信が持てません

•	 That's basically true, but... だいたいは本当だろうけど

•	 I'm afraid I don't entirely agree. 完全に賛成しているというわけではありません

•	 I don't think that will work. それはうまく行かないでしょうね

解答用紙：

R1 ： 

 

D1 ： 
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解答例

を参照

過去問

▶



名前 ：              日付 ：        /        

模擬試験

　

Day 25

以下の英文を読んで、 設問に答えなさい。

Martin Seligman is a pioneer of Positive Psychology (the term itself was 

coined by Abraham Maslow), not simply because he has a systematic theory 

about why happy people are happy, but because he uses the scientific 

method to explore it. Through the use of exhaustive questionnaires, Seligman 

found that the most satisfied, upbeat people were those who had discovered 

and exploited their unique combination of "signature strengths," such as 

humanity, temperance and persistence. This vision of happiness combines the 

virtue ethics of Confucius, Mencius and Aristotle with modern psychological 

theories of motivation. Seligman's conclusion is that happiness has three 

dimensions that can be cultivated: the Pleasant Life, the Good Life, and the 

Meaningful Life.

The Pleasant Life is realized if we learn to savor and appreciate such basic 

pleasures as companionship, the natural environment and our bodily needs. 

We can remain pleasantly stuck at this stage or we can go on to experience 

the Good Life, which is achieved through discovering our unique virtues and 

strengths, and employing them creatively to enhance our lives. According 

to modern theories of self-esteem, life is only genuinely satisfying if we 

discover value within ourselves. Yet one of the best ways of discovering this 

value is by nourishing our unique strengths in contributing to the happiness 

of our fellow humans. Consequently, the final stage is the Meaningful Life, in 

which we find a deep sense of fulfilment by employing our unique strengths 

for a purpose greater than ourselves. 

The genius of Dr. Seligman's theory is that it reconciles two conflicting views 

of human happiness, the individualistic approach, which emphasizes that 

we should take care of ourselves and nurture our own strengths, and the 

altruistic approach, which tends to downplay individuality and emphasizes 

sacrifice for the greater purpose.（293 words）
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1. According to the passage, Martin Seligman 

a. is viewed as an opponent to a new branch field of psychology 

b. explores in a scientific manner why happy people feel happy

c. was the one who came up with the term Positive Psychology

2. One of the findings Seligman made suggests that 

a. those who feel the most hopeful are the ones who manage to find and use 

their unique strengths.

b. using an exhaustive questionnaire is the best way possible to make the 

researcher feel satisfied.

c. humanity, temperance and persistence are the sole combination of 

strengths that lead to happiness.

3. It can be inferred from the passage that Seligman's theory of happiness 

a. demands that people learn a little about philosophy to avoid feeling empty 

about themselves.

b. depends more on modern theories of motivation than on traditional ideas 

of ethical issues. 

c. shares some important ideas on human virtues with Greek philosophy and 

Chinese thoughts.

4. According to Seligman, you can experience the Pleasant Life

a. when you are allowed to live in harmony with the natural surroundings. 

b. if you can go along with as many friends and acquaintances as possible.

c. as long as you feel grateful for what those around you do for your benefit. 

5. Modern theories of self-esteem may help you experience the Good Life

a. though this is against their original purpose. 

b. if they convince you to find value in yourself.   

c. because they put an emphasis on genuine feelings.

本文の内容と一致するように、 以下の書き出し部分に続くのに最も適した選択肢を選びなさい。
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