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番号 大学名 年度 方式等 書き出し 

1 金沢大学 2012年 前期 英語 問題Ⅳ I recommend that you try the two things below when you want to 

save energy. 

2 関東学院大学 2006年 文・経 Tetsu Nakamura is the executive director of Peshawar-kai Medical 

Services (PMS),  

3 慶応義塾大学 1998年 商学部 英語 問題Ⅴ One problem we all face in common concerns environmental 

ecology. 

4 慶応義塾大学 2006年 商学部 英語 問題Ⅱ After a horrific war that left more than 3 million dead, the economy 

in ruins, and transport and phone links cut, optimism does not 

come readily to the Democratic Republic of Congo. 

5 慶応義塾大学 2008年 医学部 外国語（英語） 

問題V 

Describe your hero — either actual (for example, your parent or an 

Olympic athlete) or fictional (for example, a character in an film or 

a novel) — in English.  

6 東京大学 1998年 前期 外国語（英語）  

問1(A) 

What is the best way to protect the environment?  

7 東京大学 2001年 外国語（英語） 問題2(B) A: Say, what do you think was or has been the greatest invention 

or discovery of the twentieth or twenty-first century so far? 

8 同志社大学 1983年 英語 We say that the aim of life is self-preservation, if not for the 

individual, at least for the species. 

9 兵庫県立大学 2005年 英語 Researchers for The Nature Conservancy have surveyed a remote 

forest on the Southeast Asian island of Borneo, and they have 

found a large population of orangutans, the size of which was 

previously unknown.  

10 福井県立大学 2008年  前期  英語 第2問 あなたに、日本の総理大臣に手紙を手渡す機会が与えられたとする。 

11 法政大学 2002年  法B・経済B・現代福祉

B・文B 問 I 

Hiroshi Tomita, through his Tokyo-based company, Geo Search, 

made his name with a piece of machinery that scans highways 

with ground-penetrating radar to spot holes beneath the roadbed 

surface. 

12 法政大学 2008年  
経済学部A方式Ⅱ日程・

社会学部A方式Ⅱ日程 

英語 問題Ⅴ  

What is ecotourism and what kind of tourist does it attract? 

13 北海道大学 2007年 文学部 前期 英語 問

題２ 

There have been many changes occurring in the Japanese economy 

and these changes have had various consequences on other aspects 

of Japanese society. 

14 明治大学 2006年 政治経済学部 英語 問

題Ⅱ 

A clear example of the application of “simple, everyday science” to 

sustainable development is provided by the Grameen Bank of 

Bangladesh, which pioneered the extension of small amounts of 

credit to the poor.  



15 名城大学 2006年 英語 Buying a new car is never an easy decision.  

16 立教大学 2005年 法学部 会計ファイナン

ス学科 英語 問題Ⅱ 

In the summer of 1999, Andrew Sharpe didn’t know where his next 

meal was coming from. 

17 琉球大学 2002年 前期 英語 大問1 問3

～6 

Feah lived with her mother, father, three younger brothers, and 

one younger sister in the West African nation of Sierra Leone. 

18 琉球大学 2006年 前期 英語 大問2 あなたは日本の環境を守るためのプロジェクトに多額の予算を使うことに

なりました。 
 

 


