入試問題対策演習：東京大学

＜東大英語の合否のカギ

＝

自由英作文問題

2014

Listening / Logical Reading / 英作文 / 長文記号問題 ＋ ボーナス＞

□

東大自由英作文（Ⅱ）の取り組み方

①

Ⅱ-A は写真や絵に惑わされないこと。目安として「教科書で言うとＪ１～Ｈ３のどのレベルの英文か？」を
考えて取り組むとよい。難しく考えないこと。ただし、単調な作文（同じ表現の繰り返し）などは避けること。

②

Ⅱ-B は傾向変化が毎年起こる。「出題者が何を求めているのか？」をよく考え、論理性重視で作文する！

何を求めているのか？共通点は？
2016

結論部にあたる第 3 段落を 50－70 words で書く。

2015

２つの矛盾する諺についての説明・意見を 60-80words で書く。

2014

People only see what they are prepared to see. について 50-70words で書く。

2013

これまで学んできたことで最も大切なことは何かとその理由を 50-70words で書く。

□

東大 ２０14 第２問Ｂ

自由英作文問題

以下のような有名な言葉がある。これについてどう考えるか。50-70 語の英語で記せ。ただし、下の文をそのままの形で用
いてはならない。（2015 年の諺の問題にはこの注はない）

People only see what they are prepared to see.
＜望ましくない解答＞
△

恋をしていれば、ありのままの姿で相手を見るのは難しい。よい点しか見えない。しかし関係が破綻すれば
見たいようにではなくありのままの姿を見るようになる。

△

他者にアドバイスを求める時には、すでに決めている自分の決心を言ってもらうことを求めてしまう。

□

論理の約束を思い出そう！：命題・逆・裏・対偶の関係は？

People only see what they are prepared to see.
(命題)

視覚認識可能

ならば

（逆）

見る準備が出来ている ならば

視覚認識可能

（裏）

視覚認識不可能

見る準備が出来ていない

（対偶）

見る準備が出来ていない

ならば

見る準備が出来ている。

ならば

視覚認識不可能

＜解答例

①＞

This saying is really true. If we are not prepared to see something, we cannot
see it. For example, we cannot see infrared rays because our brains and eyes are
not prepared to see them. We cannot see nanoparticles, because they are too small
for our brains and eyes to recognize them. We are not prepared to see them, so we
can’t see them. However, they do exist.
(68 words)

＜解答例

②＞

Americans didn’t see native Americans or blacks as human beings.
That’s why they treated them with so much cruelty. If they had been
prepared to see them as human beings, they could not have been so cruel.
There are a lot of serious problems now, but on whether we are prepared to
see them as they are, our future depends.
(60 words)

＜他の例＞

◎

心霊写真

：

◎

日の丸弁当 ：

人間は３点を与えられると顔として認識する。
日本人や日本国旗を知っていれば、
「日の丸弁当」だが・・・

＜解答例 ③＞

This saying is really true. If we are not prepared to see something, we cannot
see it. For example, almost all Japanese people can see a white rectangle with a red
spot in the middle as Japanese flag which symbolizes Japan, but for a foreginer
who doesn’t know the Japanese flag, what he sees is just shapes.
(57 words)

