外国語学科

AO 入試課題

次の課題から志望するコース課題を選び、あなたの考えを述べなさい。
外国語コミュニケーションコース（英語主専攻）は《Ａ》
《Ｂ》のいずれかを答えなさい。

○手書きの場合
エントリーシート裏面「課題レポート記入欄」に記入し、記入欄が不足する場合は、別
紙（記入欄をコピーしたもの）を利用してもよい。
○パソコンで作成する場合
WINDOWS で扱える文書ファイル（ワード、テキスト等）で作成し、A４縦用紙に横
書きする。ただし、行・文字数、間隔等の指定は特にありません。

外国語学科

外国語コミュニケーションコース（英語主専攻）

≪A≫ Cuisines, Nationalities and Languages
A cuisine is a characteristic style of cooking associated with a specific country. There
are only 7 major cuisines in the world―French, Italian, Mexican, Japanese, Chinese,
Thai, and Indian. However, there are many minor cuisines.
An easy way of identifying a cuisine is to ask yourself how many restaurants serve
a particular type of food. There are many French or Italian restaurants, but have
you ever seen a Dutch restaurant? Or an American restaurant? That is because
neither Dutch food nor American food is a cuisine.
It is interesting to note that the name of a country’s cuisine, the nationality of people
from that country, and the language they speak are often, but not always, the same.
People from France are French, their country’s cuisine is French and their language
is also French. The same is true for Italian, Japanese, Chinese, and Thai. However,
although the nationality of people from India is Indian, and their food is Indian, the
main language of India is Hindi. As for Mexico, the food and nationality are Mexican,
but the language is Spanish.
As you can imagine, the cuisine of Japan and the cuisine of Italy are very different,
as are the cuisines of Mexico and Thailand. That is one of the great things about the
world’s cuisines, you can take a food trip around the world without leaving your own
country.

Questions
1.

Why do you think Indian cuisine, which is mainly a variety of curries, is so
different from the cuisine of Thailand?

2.

What part do agriculture and farming practices play in the formation of a
country’s cuisine?

3.

Which of the major cuisines is your favorite? Why?

≪B≫ Global warming: the biggest threat to mankind
According to the vast majority of scientists, biologists and geologists, the Earth is
warming at an unprecedented rate. In just the past 50 years, the average
temperature of this planet has increased 1.5 degrees C, which is the fastest rate in
recorded history.
Climate change deniers have argued that there has been a “pause” or “slowdown” in
rising global temperatures, but several recent studies have disproved this claim. If
nothing is done to curb warming, temperatures could rise 10 degrees C. by the year
2100.
Global warming is caused by carbon dioxide (CO2) and other gasses that collect in
the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that have bounced off the
earth’s surface. Normally this radiation would escape into space ― but these
pollutants, which can last for years or centuries in the atmosphere, trap the heat
and cause the planet to get hotter.
The way to reduce global warming is to severely limit the burning of fossil fuels―oil,
natural gas and especially coal. As these fuels are used to produce electricity,
developing alternatives to produce power is the key to topping global warming.

Questions
1. How can we fight rising temperatures on the earth?

2.

Which countries will be most affected by rising global temperatures? Why?

3. How will global warming affect you personally?

4. How can technology help in the fight against global warming?

5.

Do you think you, as an individual, can assist in curbing the rise of global
temperatures? How?

外国語学科

外国語コミュニケーションコース（中国語主専攻）

下記の文章を読んで、あなたの考え方を 800～1000 字程度にまとめなさい。

課題文

中国が抱える深刻な食料問題

「中国では急速に工業化が進み、驚くべき速さで農地を食い潰している。中国には
もうほとんど農地はない」と、環境問題に関するシンクタンク、地球政策研究所（Earth
Policy Institute）の創設者レスター・ブラウン（Lester Brown）氏は、ロイター（イギリス
の通信社）に語っている。
増加する新たな食料への需要を満たすため、中国は世界に目を向け始めた。しか
し、輸入量を増やせば解決するような単純な話ではない。人口問題の専門家は、世
界の人口は 2050 年までに、さらに 20 億人増えると予測している。世界が 90 億人分
の食料生産に対応しない限り、問題は解決できない。自国の問題を解決するために、
中国は、図らずも世界の食料供給を歪めてしまう恐れがある。

外国語学科

国際交流コース

カンボジア・キリングフィールドで物乞いをする子供たち

国を超えて貧困層を比較するときに用いられるものに、世界銀行が定めた最貧困層
（Extreme poverty）と貧困層（Poverty）という基準があります。1 日 1.25 ドル未満で生
活する人を最貧困層、1 日 2 ドル未満で生活する人を貧困層と定義づけています。カンボジ
アは、最貧困層の人口割合が 22.8％（2008 年）、貧困層の人口割合が 53.3％（2008 年） i
と、貧しい生活をしている人が多い国です。
そのカンボジアのいたるところで目にするのが、子供が物乞いをする姿です。上の写真は、
ポルポト政権時代に大虐殺が行われたキリングフィールドで撮ったものです。カンボジア
を訪れる外国人観光客が、カンボジアで使うお金はドル（米ドル）です。そして、持ってい
る紙幣で最も小さな額が 1 ドルです。外国人観光客を見ると、”money for school”と言いな
がら子供たちは手を差し出します。そして、この物乞いをする子供のほとんどが、小学校に
さえ行っていないことが考えられるのです。
※1外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp

［課題］
あなたは、カンボジアに旅行に行きました。街中で物乞いをしている子供に出会いまし
た。財布の中には、1 ドル紙幣を持っています。あなたなら、お金をあげますか。
あげるか、あげないかを答え、その理由を述べてください。

