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小論文試験問題１ 

 

 
 
つぎの文章を読んで、各問に答えなさい。 

 

 学問とは広い言葉で、精神を扱うものもあるし、物質を扱うものもある。修身学や宗教

学、哲学などは精神を扱うものである。天文、地理、物理、化学などは物質を扱うもので

ある。いずれもみな知識教養の領域を広くしていって、物事の道理をきちんとつかみ、人

としての使命を知ることが目的である。知識教養を広く求めるには、人の話を聞いたり、

自分で工夫をしたり、書物を読むことが必要だ。であるから、学問をするためには文字を

知ることはもちろん必要だけれども、むかしの人が思っていたように、ただ文字を読むこ

とで学問だと思うのは見当ちがいである。 

 文字は学問をするための道具にすぎない。たとえば、家を建てるのに、かなづちやのこ

ぎりといった道具がいるのと同じだ。かなづちやのこぎりは建築に必要な道具ではあるけ

れども、道具の名前を知っているだけで、家の建て方を知らないものは大工とは言えない。

これと同じで、文字を読むことを知っているだけで、物事の道理をきちんと知らないもの

は学者とは言えない。いわゆる「論語読みの論語知らず」というのはこのことである。 

『古事記』は暗誦しているけれども、いまの米の値段を知らないものは、実生活の学問に

弱い人間である。『論語』『孟子』や中国の史書については詳しく知っているけれども、商

売のやり方を知らず、きちんと取引きができないものは、現実の経済に弱い人である。何

年も苦労し、高い学費を払って西洋の学問を修めたけれども、独立した生活ができないも

のは、いまの世の中に必要な学問に弱い人間だと言える。こうした人物は、ただの「文字

の問屋」と言ってよい。「飯を食う字引」にほかならず、国のためには無用の長物であって、

経済を妨げるタダ飯食いと言える。 

 実生活も学問であって、実際の経済も学問、現実の世の中の流れを察知するのも学問で

ある。和漢洋の本を読むだけで学問ということはできない。 

    
 

福澤諭吉 齋藤孝訳 「現代語訳 学問のすすめ」 ちくま新書 2009 年 2 月 10 日発行  

（原文は縦書き）より 



 
 
問１ 学問とは何か、著者が考える学問の意味を 300 字以内で説明せよ。 

 

 

 

 

 

問２ あなたは、大学での学習はどのように行うことが良いと思いますか。著者の考え方

やこれまでの学習方法と比較して、具体例をあげて 300 字以内で説明せよ。 
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小論文試験問題２ 

 

次の文章を読んで、各問に答えなさい。 

 
Scientists say our bodies are designed to last 100 years. Yet, most people die before 

100. Why? One reason is that people don’t think enough about health. Although none of 
us know how long we will live, there are certain things that lengthen or shorten a 
person’s life. They are your sex (male or female), personality, success, family back- 
ground, lifestyle, and health. In this book, we will focus on the last two since we can 
control them.  
 As for health and lifestyle, there are four main things that cause people to die early－
usually before the age of 85：  

●Lack of Exercise 
   ●Tobacco Smoking 
  ●Obesity 
  ●Unhealthy Diet 
 Therefore, to live a long life and improve the quality of your life today, you should eat 
good food, keep your weight down, exercise, and not smoke.  

But, that’s not all. You also need to live a balanced life. For example, you need just so 
much of certain types of food. You need just the right amount of exercise, sleep, and 
relief from stress． 
 You may think living a healthy life is simple. It isn’t, because it requires effort and 
willpower. Consider foods, for example. Can you give up potato chips, candy, and other 
“junk food”? They taste great. Unfortunately, they’re not healthy foods; they’re 
worthless calories. How about exercise? It’s difficult to keep up a regular training 
program, to do an exercise at least three times a week that gives the lungs, heart, and 
muscles a good workout. Another problem is stress; there is a lot of it in society today. 
Finally, add in all the bad habits that people have like smoking, drinking, and not 
eating breakfast, and you can understand why keeping a healthy lifestyle is so difficult. 
It is understandable why so few people live to be 100 years old, even with the advances 
in modern medicine which have increased average life spans. (Japan is near the top in 
life expectancy, but this may change as lifestyles change.) 
 Cancer, heart disease, and diseases affecting blood flow in the brain such as stroke－
which are mainly lifestyle-related diseases caused by people’s daily diet and behavior－
account for about 60 percent of all deaths in Japan.  

Keeping a positive attitude can also help you live longer. Scientists have found that 
positive thinking can add about eight years to your life. You can’t control everything 
that happens to you in your life, but you do have control over how you react to things. 
Try to look at the good side of life. 

Wait a minute! You say you don’t care about living to 100; you say an average life span 
(78 for men and 85 for women) is enough? However, wouldn’t you like to have more 
energy, prettier teeth, more self-confidence, be more handsome or more beautiful and 



 

avoid cancer as long as you live? Of course you would. And you can. This textbook is 
your guide to a long, healthy life. Just read it, believe it, and do it. Oh, one more thing: 
don’t forget to fasten your seatbelt! 

 
（”You Can Live to Be a Hundred” HEALTHTALK－HEALTH AWARENESS & 
ENGLISH CONVERSATION－SECOND EDITION, lesson 1 by Bert McBean, 
Macmillan Languagehouse, 2005） 
 
 
 
 
問 1 人々が 100 歳まで生きられない１つの理由は何ですか。 

 
問 2 このテキストが焦点を当てて取り扱っている２つのこととは何ですか。 
 
問 3 人々が図らずも行ってしまっている悪い行動というのは何ですか。２点上げなさい。 

 
問 4 何故、健康的な生活スタイルを保持することは、簡単にできないのですか。説明しな

さい。 
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受験番号 氏  名 
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問 1  

                                

得点 1  

問 2  
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問 3  

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                         
 

得点 3  

問 4  

                                           

                                           

                                           

                                          
 

得点 4  
 

合計得点  

 

受験番号 氏  名 
  



H27-放

注 意 事 項

１ 問題用紙は表紙を含めて５枚、解答用紙３枚、下書き用紙２枚、裏表紙（注意事項

記載）１枚です。

２ 解答用紙の所定の欄に、必ず受験番号・氏名を記入してください。

３ 解答は、すべて解答用紙に記入してください。下書き用紙に解答を記入しても、採

点の対象とはしません。また、解答用紙の「得点欄」には何も記入しないでくださ

い。

４ 問題用紙・解答用紙に印刷不鮮明や汚れ等がある場合は、無言のまま手をあげて、

監督員の指示に従ってください。

５ 試験中に質問や用便等の用件がある場合も、無言のまま手をあげて監督員の指示に

従ってください。

６ 試験開始後、３０分間は途中退室を認めません。

３０分経過後、途中退室する場合は、監督員の指示に従い、解答用紙を監督員に提

出したのち退室してください。

７ 問題用紙及び下書き用紙は持ち帰ってください。

８ 不正行為や、他の受験者に迷惑となる行為を行った場合は、失格とすることがあり

ます。


