第１次英語筆記試験解答例
１． (1) 私の最も際立った驚きは、非常に閉鎖的な国としての日本のイメージはもはや当
てはまらないということだった。
アメリカや西欧に長期間暮らしてきた人にとって、日
本に関して特に困ってしまうようなことは何もない。都会生活を特徴づける、あらゆ
るなじみのものがそこにある。すなわち、命知らずのバイクメッセンジャーも同じな
ら、店の季節ごとの特売も同じ、クレジットカードも同じなのである。
(2) 私の次の思いがけない発見は、ますます受け入れられている移民、外国人、ペルー
やブラジルなどの国々からの日系人であった。私の地元のスーパーにはインド人のレ
ジ係がいて、あわれな外国人客の日本語が通じない時にはいつも喜んで手助けしてく
れる。フィリピン人の店主がいて、その店は東京の西部にある通りにあまりにもうま
くとけ込んでいるので、簡単に見落としてしまうことがある。
２． With a height of 3,776 meters, Mt. Fuji is Japan’s highest mountain. Though classified

as an active volcano, Mt. Fuji last erupted nearly 300 years ago. Its almost perfect cone
shape is world-famous for its beauty and the mountain is the symbol of Japan. All
Japanese love the mountain because it is extremely beautiful. They express their adoration
through poems and paintings. And Mt. Fuji is regarded as one of the three sacred
mountains because of its holiness. Every year hundreds of thousands of people climb
the mountain, and some of them do so as part of a religious undertaking. (100 words)
３． 設問１． (1) T
(2) F
(3) F
(4) F
(5) F
(6) F
(7) F
(8) T
(9) T
(10) F
設問２． 市場では現金や署名の受け渡しを一切せず、
清算はすべて月末にするという、
伝統と信頼の原則に基づく取引に関する不文律。
（57 字）
４． 米国では、長年好まれてきた炭酸飲料の人気が落ちてきており、今後も販売は下降傾
向と予測されている。代わりに、ボトル入りの水がよく売れていて、人々の健康志向
を反映している。さらに、消費者が新しい飲み物を求めていることも炭酸飲料離れの
原因である。
（120 字）
５． (1) ( エ)
６． (1) bulb

(2) ( イ)

(3) ( ア)
(4) ( ウ)
(5) ( ウ)
(2) consulate
(3) cellular phone text message
(4) dry confectionary
(5) malt
(6) glaze
(7) Shinto prayer
(8) bib
(9) grated radish
(10) twelve signs of the Chinese zodiac
(11) open-air bath
(12) thatched roof
(13) bread crumbs
(14) boxwood comb
(15) hydrogen sulfide
７． I think many people might be surprised if it were written that no country has as many
good concert halls nationwide as Japan. This is because it might be common knowledge
that, shamefully, there are no good concert halls in Japan. However, many foreign
orchestras that come to play in Japan are quite surprised by the fact that even fairly
small towns in Japan have magnificent halls. In fact, in the United States and Europe,
apart from major cities, halls are in a very poor state. And so, when these orchestras
visit rural areas, they may have to play in shabby and miserable halls which are converted
from old, small movie theaters.
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