
1 
 

 
 
      
      
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  
大阪大学 英語問題について 
 大阪大学は学士編入試験について最も長い歴史を持つ大学の一つです。枠も 10 名と比較的大きなことから、

人気もあるのですが、合格に向けてやるべきことが非常に多い大学です。 

 合格の鍵を握るのは、おそらく物理と化学です。ですが、このことは英語や生命科学を軽視して良いというこ

とを意味するわけではありません。むしろ、これらの科目で取りこぼすことがあってはならないと言えるでしょう。 

 英語については、大問 3 問、①要約②長文読解③英作文という構成が定番です。ここでは今年度問題の①

要約について、簡単に見ておきましょう。 

 

【第 1 段落】Lord Raglan’s Voluntary Euthanasia Bill, which ①comes up for second reading tomorrow, is not the 

first Bill of its kind to have been introduced in the House of Lords, ②nor is it likely to be the last. The forces of 

law reform which have triumphed first in the matter of capital punishment, then in the matter of male 

homosexuality, and then in the matter of abortion, are gathering behind a demand for a humane law of 

euthanasia. Trial balloons in the House of Lords are a recognized contribution to the early stages of one of 

these campaigns. 

［表現］ 

①come up for （議論などに）持ち出される 

②否定の倒置文。 

［内容］ 

 安楽死の法制化に向けての動きがある、ということを理解しましょう。 

 

【第 2 段落】Under the Bill, license to administer “the painless inducement of death” is restricted to cases 

where the patient himself has asked for it and is suffering from an incurable and serious illness, though not 

necessarily one which is fatal. The license does not extend to any kind of involuntary euthanasia, whether of 

deformed babies, the senile, or the insane. 
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［内容］ 

 安楽死法に関する枠組みが示されています。処方は患者の自発的意思表示があり、不治で病に侵されてい

る場合に限る（ただし、致死的なものである必要はない）こと、非自発的安楽死まで拡大することはないこと、を

押さえてください。 

 

【第 3 段落】The Christian of traditional views, for whom human life, whether a man’s own or another’s, is not at 

his disposal but in God’s hands, this proposal is immoral and unacceptable. And so it is from the standpoint of 

an absolute morality which condemns the taking of innocent human life in any circumstances, though without 

relating this imperative to any religious scheme. These objections, more than sufficient for those who advance 

them, are not sufficient matter of social legislation in the Britain of today. ①For it cannot be assumed that the 

ground on which these moral objections are based is occupied by enough of the population to justify the claim 

②that there exists a broad consensus. It is necessary therefore to examine the proposal from a moral position 

closer to that of its proponents.  

［表現］ 

①理由を示す for。 

②同格の that。 

［内容］ 

 安楽死の法制化に対する評価に入ります。ここではキリスト教系保守派の意見です。彼らは生命を神の手に

あるものとみなしており、すなわち当人のものとは考えておらず、神聖な生命を奪うことは非難すべきことだとい

う絶対的な道徳観に立っています。それゆえ、この法案に対しては反対しています。とはいえ、この立場からの

反対は十分とは言い難く、より綿密な検討が必要であると述べられています。 

 

【第 4 段落】From the point of view of happiness, the avoidance of suffering, compassion, and the full realization 

of human capacities are the chief goods to be sought in inter-personal behavior. It can be claimed that 

voluntary euthanasia in the circumstances which its advocates have in mind would in a negative way contribute 

more to that end than the continued prohibition of it. But even within the terms of that argument there are 

three substantial objections: the fact of uncertainty, the place of confidence, and the argument of the slippery 

slope. 

［内容］ 

 幸福という観点からすると、苦痛の回避、哀れみ、人間性の実現といったことは極めて重要であり、それゆえ、

支持者が想定している自発的安楽死は、消極的な形でそれに資するというのが賛成論にあります。しかし、不

確実性、信頼性の問題、そして「滑り坂」議論という重要な 3 つの反対論があります。 

 

【第 5 段落】Uncertainty enters in because of the possibility of a wrong diagnosis of an incurable illness, and 

because of the movement of medical science which may at any time provide a cure, or part cure, or substantial 

alleviation for a previously “incurable” condition. There would therefore be a standing risk of a man’s 

consenting to his extinction on an erroneous calculation of his prospects. A further uncertainty attaches to the 

patient’s consent. Under the Bill consent must be signified at least a month and at most three years in advance. 

A resolve of that kind made in health may not be sustained in extreme illness, by which time it may not be 

possible to discover a person’s true mind in the matter of his own life and death. 
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［内容］ 

 不確実性については、誤診の可能性や医療の進展といった理由によります。そのため、当人の意思表示が

誤った見通しによるものである可能性がぬぐえません。また、患者の同意についても不確実性が付きまといま

す。法案では、かなり念入りな意思確認を求めていますが、その気持ちが変わる可能性もありますし、その時

になって本心が明らかになることもあるでしょう。 

 

【第 6 段落】Confidence comes in because a patient’s trust in his doctors is important both for his peace of 

mind and for his recovery. ①If it were to become one of the acknowledged functions of the medical profession 

to terminate life prematurely as well as to seek to save it and restore health, this trust, however irrationally, 

would be weakened. As for the “slippery slope”, the progress of the law of abortion (where the legal grounds for 

destroying the fetus have expanded from the life of the mother, to the health of the mother, to the welfare of 

children already born) confirms the suspicion that euthanasia once legally admitted would be similarly expanded. 

The safest way to contain it is to give it no foothold, beyond the proper discretion concerning the prolongation 

of life which doctors already exercise in the terminal stages of fatal illnesses. 

［表現］ 

①仮定法。 

［内容］ 

 信頼が問題となるのは、患者の意思に対する信頼が精神性や回復に重要だからです。また「滑り坂」議論が

問題となるのは、中絶に関する規制が拡大したという前例があるためです。 

 

 さて、以上のように見ると、要約では以下のような内容が必要になるといえます。 

①自発的安楽死の法制化に関する話である。 

②生命の神聖性を理由とした反対論があるが、これは不十分だ。 

③人間の幸福という観点から賛成する意見がある。 

④これに対し、不確実性、信頼、「滑り坂」議論を理由とする反論がある。 

 以上で 100字程度となります。③④を肉付けして 200 字にすればよいでしょう。①②は 50 字程度とし、③も 50

字くらい、④を 100 字くらいでまとめてみましょう。 

 出典は 1969 年の The Times からのものでした。古い議論ですが、それゆえ、実戦シリーズの英語を受講し、

きちんと内容を理解していた人にとっては、テーマ理解に関して何ら問題はなかったはずです。また、きちんと

英語の勉強をしていた人にとっては、比較的取り組みやすかった（具体的には 8割以上得点できた）はずです。 

 言い換えると、これから合格を目指す皆さんにとって、この問題は良い物差しになるはずです。ぜひ一度、自

力で取り組んでみてください。そのうえで、自分の欠点をしっかりと把握し、それをもとに、今後の勉強の指針を

考えてみましょう。以下、簡単に説明しておきます。 

 

(1)テーマ理解が不十分 

…安楽死はもちろんですが、尊厳死や終末期医療に関する問題などについて、アンテナを張っておきましょう。

日本でも「尊厳死法」の成立に向けた動きが見られます。小論文でもホットな話題です。 

(2)単語力 

…辞書があればこの問題は読める、という人です。この問題は単語注がありませんでした。これくらいは辞書な

しでも要約（大方の内容理解）はできるよね、というのが大学のメッセージです。単語力は今日から、そして試験
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の前日、いえ、当日まで伸ばせる力です。 

(3)文法・語法、構文 

…中には訳出しづらかったり、構文が取りづらかったりする文があります。こういったところで躓いた場合は、基

礎シリーズからしっかりやり直すことをお勧めします。「精読」ができない人は、「和訳問題」という得点源をつぶ

すことになります。 

(4)要約力 

…この英文の全訳があったとして要約できない、という人です。この場合は読解力から鍛える必要があります。

文章の構成を意識しながら読むことが重要ですし、小論文において文章の構成を意識しながら書くことも、良い

トレーニングになるでしょう。 

(5)時間 

…阪大は大問 3問で 90分の試験時間です。第 2問が長文ですから、ここに時間を割くためにも、要約について

は 20 分で終わらせたいところ。単純に計算しても、長くて 30 分以内が目標です。本英文は約 650 words でした

が、どれくらいでできそうですか？ 学士編入試験の中では標準的な長さ・負荷だと思います。時間がかかった

方は、精読に加えて多読→速読のトレーニングも意識しましょう（なお、くれぐれも「精読」を怠らないようにしてく

ださい）。 

 

加賀 健司 

 

 

 

事務局より 

 

 

東海大学「医学部」一般編入対策講座 開講中！ 

 

適性試験対策・英語対策・面接対策に加え、 

生命科学や医学英文法などの基礎学習も新たにラインナップ。 

現受講生の方は必要な科目のみでの受講も可能です。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-tki 

 

 

 

≪２０１８年度実施試験対応≫ 

 

【チュートリアルのご案内】 詳細は校舎掲示板またはマイルームにてご確認ください。 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 

「受験校の選択 （90 分）」 

「指数・対数の計算問題攻略 (120 分)」 ※昨年収録したものになります。 

「文系のためのミニマム電気学 （120 分）」 ※昨年収録したものになります。 

「基礎力判定テスト 解説講義 （英語 90 分、物理／化学 各 60 分）」 ※生命科学の解説講義はありません。 

「完成生命科学（秋）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-tki
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「完成生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「第１回完成実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90 分）」 

「出願書類の書き方 （90 分）」 

「医学英語 長文読解対策 （120 分）」 

「英語得点アップ戦略 （90 分）」 

「実戦生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「実戦生命科学（春）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「第１回実戦実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90 分）」 

「生命科学 過去問解説 第１回 東京医科歯科大学 自然科学総合（90 分）」 

「生命科学 過去問解説 第２回 秋田大学 生命科学（90 分）」 

「第１回公開模試 生命科学／英語／物理・化学 解説講義」 

「第２回完成実力テスト 解説講義（英語／生命科学 各 90 分） 」 

「第３回公開模試 生命科学／英語／物理・化学 解説講義」 

「第２回実戦実力テスト 解説講義（英語／生命科学 各 90 分） 」 

 

 

 

≪２０１９年度実施試験対応≫ 

 

【チュートリアルのご案内】 詳細は校舎掲示板またはマイルームにてご確認ください。 

 

「受験校の選択」 90 分 

＜新宿本校＞終了しました。DVD 視聴可能。 

＜名駅校＞11/24（土）14:00 

＜新大阪校＞12/23（日）10:00 

＜ＷＥＢ通信＞配信中 

 

「指数・対数の計算問題攻略」 120 分 

＜新宿本校＞終了しました。DVD 視聴可能。 

＜名駅校＞11/16（金）～DVD 視聴可能 

＜新大阪校＞終了しました。DVD 視聴可能。 

＜ＷＥＢ通信＞11/21（水）配信予定 

 

「出願書類の書き方」 90 分 

＜新宿本校＞1/5（土）10:30 

＜名駅校＞1/20(日)13:30 

＜新大阪校＞1/20(日)13:00 

＜ＷＥＢ通信＞11/16（水）配信予定 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 

「基礎復習テスト 生命科学１ 解説講義」 90 分 

「基礎復習テスト 生命科学２ 解説講義」 90 分 

「基礎復習テスト 生命科学３ 解説講義」 90 分 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

■□ 個別カウンセリング □■ 

下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 
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※次月分は毎月 25 日頃、決定分より順次予約受付開始となります。 

 

【新宿本校】https://school.kals.jp/student-shn/blog/27380 
【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/27395 

【新大阪校】https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 

 
◎WEB カウンセリングについては以下よりご確認ください。 

http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf 

 

 

◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が 

 必要です。 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 

https://school.kals.jp/student-shn/blog/27380
https://school.kals.jp/student-mk/blog/27395
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

