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Ⅴ 

   I am now nineteen years old, so if I were two years younger, I would be seventeen years old 
and in the second year of senior high school. Now I can think of several things that I would like to 
do in that situation.  
   One of those things I would like to do is to take part in school activities more actively. At the 
age of seventeen, I was for some reason reluctant to play an active part in school activities, like 
athletic meetings and school festivals. I still remember the time when, weeks before an athletic 
meeting, I was recommended for a member of cheerleaders by some of my classmates. But I let 
them down by refusing to be one. Now that I have graduated from high school, I miss all my school 
friends and the precious time I had with them that will never return. So, I would like to get 
involved in school acitvities more passionately.  
   Another thing I would like to do is to begin studying harder at an earlier stage. When I stared 
my preparation for the entrance examination of Juntendo University, it was already the April of 
my last year at high school, and there was less than a year left! And it was only after I began 
studying hard that I found that there were not a few subjects and fields which I hadn’t studied 
properly. Moreover, I can hardly say that my study proceeded at an ideal pace. The result was 
that I hadn’t been able to finish mastering all the subjects needed for the last year’s entrance 
examination for this university, and that I couldn’t make it in that exam. That’s way I would like 
to begin studying harder, earlier than I really did. (293 words)  
 
総評 
 今年も英語の大問は、読解問題４題に英作文１題の５題から構成されている点は変わらなかった。

個々の設問を見れば難問は少ないが、与えられた試験時間に対して処理する情報量は多いので、短時

間で多くの英文を読み書きする力を養う必要がある。 

 読解問題の題材は医療に関連したものであるが一般の人に向けて書かれたもので、その出典が大手

の新聞・雑誌等のメディアに掲載されたものである点も例年通りである。また、その出典がイギリス

のメディアであるか話題がイギリスと何らかの関わりがあるものが比較的多いのも本学の特徴であ

るので、英語力に自信のある受験生は日ごろからこのような記事に目を通しておくのも対策の一法と

なるだろう。 

 読解問題の設問は、語意問題も含めて、知識ではなく文脈の流れがつかめているかを試すものが中

心となっている。もちろん受験生として必要最低限の知識は必要ではある。しかし、試験の出来を左

右するのは、（日本語訳を出す力や英文を分析する力というよりは）長い英文を一読してストーリー

や論理の展開をとらえる力である。日ごろからこの点に気をつけて英文を読む練習をしておくと良い。 

 英作文は、何をどの順番で書くかを大雑把にメモしたら、そのメモを元に誤りのない英語で２～３

段落程度の文章を一気に書き上げる力が必要である。そのためには、中学～高校の教科書レベルの英

文であれば、ほどんどミスなく書くことができる文法・語法面力が必要である。そのための対策とし

ては、地味ではあるが文法・作文の参考書等に載っている基本例文を覚えておくことが多いに役立つ

だろう。 

 一次合格には最後のエッセイを除き、80％の正答率が必要ではないかと思われる。 

 


