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Ⅰ 

問１（１） 紛争によるのではなく，気候変動によって移住をしなければならない人々。 

（２） 温暖化の影響で過去 40年の間に湖の水位が上昇し，道路も浸水してボートがなければ

家から移動できなくなり，移住をしなくてはならないように家や学校，診療所，道路，

教会などのあらゆる施設を失ってしまう状況。 

 

 

問２ 環境難民が生じるのは，炭素排出国が排出量を抑制できず，貧困国の政府が適切な措置によ

って国民を保護できないことに起因しているという考え方から，いくらインフラを整備しても，

海面上昇を抑え，雨季を正常化させ，地球温暖化を止めることもできない時期がやってきて，

環境移民が適応策の一つになる時期がきているという考え方に変化しているということ。 

 

 

問３ 環境難民が移住先の都市の成長を妨げる負担になるのではなく，移住先の都市が環境移民を

受け入れる準備としてインフラを整備して，公衆衛生から教育や医療までにいたるサービスを

向上させることで，移住先の都市にとって財産となるようにする方法。 

 

 

問４ ① adaptation ② reduce ③ emissions 

 

 

問５ (イ)，(ウ) 
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Ⅱ 

問１ ① (イ)  ② (ウ)  ③ (ア) 

 

 

問２ 書くことによって，単なる音よりも，はるかに，距離という点では遠くまで，時間という点

では長く，考えを伝えることができるであろう。 

 

 

問３ 前者（syllabic systems）が，数百の記号が数百の実際に発音された音に対応するのに対して，

後者（alphabetic system）は，数個の記号で，人間が発声できる基本的な音を表すということ

（違い）。 

 

 

問４ (ア) 

 

 

問５ もはや私たちの考えを具体的なものに書き込むのではなく，地球から，宇宙空間に向けて電

波で発信する段階になっているのだということ。 
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Ⅲ 

１）① (d)  ② (a)  ③ (b)  ④ (d) 

 

 

２） 

<Apartment> 

    I would choose to live in the apartment for my first year.  Although it would be the most 

expensive choice, I would have more freedom and space to relax after a long day studying at 

university.  Also, I would be able to gain independence because I would not be required to share 

any rooms like the kitchen.  I would cook for myself and pay my own monthly bills.  Finally, the 

subway station is only a 5-minute walk to the university, so I wouldn’t have to walk very far in bad 

weather. (91 words) 

 

  <Dormitory> 

    I would choose to live in the dormitory for my first year.  It would be best to live in the 

inexpensive room because the money I can use is limited when I’m a student though my privacy 

might be invaded.  Though it’s a little distant from the campus, I could enjoy the bus ride for 

about half an hour, and concentrate on reading my textbooks in it.  In addition, it would be 

beneficial to use electricity and water without caring about lighting and heating expenses because 

I sometimes overuse them.  (90 words) 

 

  <Share-house> 

     I would choose to live in the share-house for my first year.  That’s partly because the Internet 

is available for free.  It would be necessary to use the Internet when I have to search for the 

materials in class.  Also, I can walk to the campus and it would be convenient because it 

sometimes takes long to prepare for class and get up late. Furthermore, the rent is more 

inexpensive than I thought, so it would be helpful as I would need to pay for my school expenses 

through a part-time job. (92 words) 
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Ⅳ 

問１ ① (オ)  ② (ア)  ③ (カ) 

 

 

問２   To be original, you need education, but education and originality often conflict with 

each other.  You can acquire education by making an effort, but you can’t develop 

originality without a gift. 

 

  （別解例） 

        Certainly, originality is based on what you have as a set of knowledge, but both rarely 

coexist.  This is because you can’t nurture originality without intuition, though some 

effort may give you a certain kind of knowledge. 

 

 

問３ (エ) 


