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2019 年実施 群馬大学 小論文Ⅱから 

 

  
今回は、平成 31 年度の群馬大学の小論文Ⅱで出題された英文から、重要な部分を抜き出して、コメ

ントしておく。この英文は、農業用に使われる殺虫剤や除草剤に耐性を持つ虫や雑草が出現していると

いう問題を論じているものである。 
 
①Breakthroughs in chemistry and molecular biology may provide many new pesticides and novel 
methods for pest control, but there is also a considerable chance that the evolution of pest resistance 
will outpace human innovation. 
⇒下線部和訳として出題された箇所である。そんなに難しくはないであろう。 
〔和訳〕化学や分子生物学における大進歩により、多くの新しい殺虫剤や、害虫駆除の新しい方法が得

られることになるかもしれない。しかし、同時に、耐性を持つ害虫が生じる速さが、人類の革新の速さ

を上回ってしまうという可能性がかなり高いとも言える。 
 
②In 1996, companies commercialized genetically engineered crops that were not harmed by 
glyphosate, an herbicide that has broad-spectrum toxicity to weed species. The flexibility and 
profits that these crops brought to farmers resulted in over 90% of U.S. maize (corn), soybean, and 
cotton fields planted to herbicide-tolerant varieties by 2014. The accompanying widespread use of 
glyphosate resulted in more than 40 weed species evolving resistance and consequently diminished 
the utility of the herbicide-tolerant crop varieties. ⇒ こちらも設問に関わる部分なので、しっかり

訳せる必要がある。 
〔和訳〕1996 年に、グリホサートを撒いても損傷を受けない遺伝子組換え作物を商品化した会社が出

てきた。グリホサートとは、除草剤の 1 つで、いろいろな雑草種に対して広域毒性を有するものである。

これらの作物が農民にもたらした融通性や利益により、2014 年までには、アメリカのトウモロコシや

大豆や綿の畑の 90％以上に、除草剤耐性品種が植え付けられることになった。これに伴ってグリホサー

トが広く利用されるようになり、その結果、40 を超える雑草種が耐性を持つようになった。そして、結

果的に、これらの除草剤耐性作物の有用性が減少することになった。 
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〔語句〕broad-spectrum toxicity＝広域毒性（ここではいろんな雑草をやっつけることができるという

イメージで捉えれば良い） 
〔コメント〕下線部について 
ここは、少し訳しづらいので解説しておく。まず、「result in 名詞＋過去分詞」となっているという

ことを確認して欲しい。名詞が「90% of U.S. maize (corn), soybean, and cotton fields」であり、過去

分詞が、「planted to herbicide-tolerant varieties by 2014」である。ここでのポイントは、「result in 名
詞＋過去分詞＝名詞が～されるという状態をもたらす」という直訳をしたほうが良いことが多いという

ことである。皆さん、「see＋名詞＋過去分詞」という形を見れば、「名詞が～されるのを見る」と必ず

訳すだろうが、それと同じように考えれば良いということである。なお、受動態や完了形になっていな

い過去分詞(前に be や have/had/has がない状態の過去分詞。これを裸の過去分詞と言うことがある。)
の訳は、「～される(受動態の時の訳)」となることがほとんどなので、ここでも「名詞が～される」と訳

している。 
以上のことを踏まえて、下線部を直訳したいところだが、その前に、もう 1 つだけ重要なことを確認

しておかないといけない。実は、この下線部には、文法的に間違っている箇所がある。それは、「to」で

ある。この「to」を「with」に変えて欲しい。日本人でも、漢字を間違うことがあるように、ネイティ

ブでも英語を間違うことがある。では、なぜ、ここは with にしないといけないかを説明する。 
そもそも、英文を読んでいると、下線部の様に、「名詞＋過去分詞」という並びがよく出て来る。こ

の形が出てきた時は、もちろん、例外もあるが、ほとんどの場合は、名詞と過去分詞の間に、意味の上

で、受動態の関係が生じている。簡単に言うと、名詞と過去分詞の間に、適当な be 動詞を入れると、

正しい受動態の文が出来上がるということである。「the book written by him(彼によって書かれた本)」
という表現ができるのは、「The book is written by him.」という受動態の文が正しいからである。この

ように、be 動詞を間に入れることで検算できるのである。では、下線部の場合も同じように検算してみ

る。 
 
⇒over 90% of U.S. maize (corn), soybean, and cotton fields are planted to herbicide-tolerant 
varieties by 2014. 

 
皆さん、この「are」を補った受動態の文は、正しいでしょうか。実はこれは正しくない。plant とい

う動詞を受動態で使った場合どういう文が出て来るかを知っていれば、すぐに判断できる。以下の例文

を見て欲しい。 
 
・I planted the field with cabbages.= 私はその畑にキャベツを植えた。(能動態)  
*plant A with B = A に B を植える 

・The field was planted with cabbages. = その畑はキャベツを植えられた。(受動態) 
 
このように plant には、with を伴う表現がある。上記の受動態の文が成立するので、「the field planted 
with cabbages(キャベツを植えられた畑)」という形が成立するということになる。「the field planted to 
cabbages」とはできないのである。よって、下線部の to も誤りである。以上をまとめると、下線部は、

以下のようになる。 
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resulted in over 90% of U.S. maize (corn), soybean, and cotton fields planted with herbicide-tolerant 
varieties by 2014 
⇒こうなれば、「アメリカのトウモロコシや大豆や綿の畑の 90％以上が、2014 年までに様々な除草剤耐

性品種を植え付けられたという状態をもたらした。」という直訳ができる。後は、これを意訳すればよ

い。 
 
③Cases have emerged where no pesticide remains effective. In Australia, weeds in wheat became 
resistant to all herbicides available and resulted in farmers designing machines to harvest weed 
seeds for population suppression. 
〔和訳〕いかなる殺虫剤も効果がないままとなってしまうような事例も出てきた。オーストラリアでは、

小麦の雑草が、すべての除草剤に耐性を持つようになった。その結果、農民たちは、個体数抑制のため

に雑草の種を収穫する機械を設計するに至った。 
 
★補足：グリホサートについて 
 畑で使っている除草剤に耐性を持つ雑草や殺虫剤に耐性を持つ昆虫が出てきていることが大きな問

題だという趣旨の英文がよく見られる。しかし、畑で大量に使われた除草剤や殺虫剤が付いている作物

を食べることの危険性を論じている文はほとんど見ない。実際に、本文でも出て来るグリホサートに関

しては、発癌性が指摘されている(アメリカでは、グリホサートを巡る健康被害の訴訟が相当数起こって

いる)。こんな状態なのに、グリホサートが効かない雑草が出てきているからどうしようという問題を論

じるのは見当違いであろう。グリホサートに関しては、日本でもたくさん使われているし、アメリカや

カナダから輸入されている小麦には、グリホサートが残留していることははっきりと分かっている(なお、

驚くべきことに、日本政府は、最近、この残留基準値をかなり緩和した)。また、一般社団法人農民連食

品分析センターのホームページに行けば、日本で普通に売られている有名なパンからもグリホサートが

検出されていることが分かる。我々の身体にグリホサートは確実に入ってきていると言えるだろう。こ

うして見ると、モンサント社は困るであろうが、私たちの健康にとっては、グリホサートが効かない雑

草が出て来て、グリホサートが使えなくなったほうがいいくらいである。 
 
                                         土田 治 
 
 

事務局より 

 

≪２０１９年度実施試験対応≫ 

 

【個人面接対策 実施のご案内】 

限られた時間の中でいかに自分をアピールできるか…。 

面接試験も準備が必要！模擬面接を通して落ち着いて本試験で力を発揮しましょう。 

 

＜実施校舎：新宿本校＞ 

▼個人面接対策 詳細（日程、お申込方法等）▼ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/ind-int 

 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/ind-int
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＜実施校舎：新大阪校＞ 

▼個人面接対策 詳細（日程、お申込方法等）▼

https://school.kals.jp/shinosaka/blog/29493

【プレミアム講座のご案内】  

申込(支払)期限 WEB：2019/11/20 (水)、名駅：2019/11/30 (土)、新大阪：2019/10/20 (日) 

KALS レギュラー講座受講生、医学部編入試験を受験した経験のある一般生を対象とした ONE UP の講

座です。過去問分析や予想問題演習など、さまざまな講座をご用意しております。 

志望校選択、直前対策・ファイナルチェック、合格“確度”向上のためなど、各自のニーズに合わせた受講

が可能です。 

大阪大学対策／滋賀医科大学対策／山口大学対策／島根大学 物理・化学対策 

生命科学過去問分析（旭川医科大学、筑波大学、名古屋大学、島根大学、香川大学、 

愛媛大学、高知大学、長崎大学、大分大学、鹿児島大学）／英語長文時事問題対策／ 

英語過去問分析（旭川医科大学、群馬大学、浜松医科大学、島根大学、高知大学、 

愛媛大学、鹿児島大学）／文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策 

【お詫び】「滋賀医科大学対策」「山口大学対策」「英語過去問分析／高知大学」「生命科学過去問分析／長崎

大学」におきまして、視聴開始日ならびに一部講師が変更となりました。申し訳ございません。お手数ですが、

お申込前に講座別ページにてご確認ください。 

▽詳細・お申込はこちらから▽

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301

名駅校・新大阪校実施分については以下よりご確認ください。 

【名駅校】  https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301 

【新大阪校】 https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302 

【チュートリアルのご案内】 

★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 

「受験校の選択」 90 分 

「出願書類の書き方」 90 分 

「指数・対数の計算問題攻略」 120 分 

「医学英語 長文読解対策」 120 分 

「英語得点アップ戦略」 90 分 

「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 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：90 分、生命科学：90 分） 

「第 2 回完成実力テスト 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分） 

「実戦生命科学 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：90 分、生命科学：90 分） 

「第 1 回公開模試 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分、物理：60 分、化学：60 分） 

https://school.kals.jp/shinosaka/blog/29493
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302
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「第 3 回公開模試 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分、物理：60 分、化学：60 分） 

「第 2 回実戦実力テスト 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分） 

≪２０２０年度実施試験対応≫ 

【テストのご案内】 

「基礎力判定テスト 英語」（60 分 記述式） 

新宿本校：10/26(土)10:30～ 

名駅校：10/26(土)10:15～ 

新大阪校：10/27（日)10:15～ 

自宅受験(窓口) 配布開始済  提出期限：10/26（土） 

自宅受験（郵送） 問題発送済  提出期限：10/31（木）必着 

「基礎力判定テスト 生命科学」（60 分 記号式） 

新宿本校：10/26(土)11:45～ 

名駅校：10/26(土)11:30～ 

新大阪校：10/27（日)11:30～ 

自宅受験(窓口) 配布開始済  提出期限：10/26（土） 

自宅受験（郵送） 問題発送済  提出期限：10/31（木）必着 

「基礎力判定テスト 物理」 （60 分 記述式） 

新宿本校：10/27(土)15:15～ 

名駅校：10/26(土)13:30～ 

新大阪校：10/27（日）13:30～ 

自宅受験(窓口) 配布開始済  提出期限：10/26（土） 

自宅受験（郵送） 問題発送済  提出期限：10/31（木）必着 

「基礎力判定テスト 化学」 （60 分 記述式） 

新宿本校：10/27(土)14:00～ 

名駅校：10/26(土)14:45～ 

新大阪校：10/27（日）14:45～ 

自宅受験(窓口) 配布開始済  提出期限：10/26（土） 

自宅受験（郵送） 問題発送済  提出期限：10/31（木）必着 

「単語テスト①」（20 分） 

新宿本校：10/26(土)10:00～ 

名駅校：10/26(土)18:10～  

新大阪校：10/27（日)16:00～ 

自宅受験(窓口) 配布開始済  提出期限：10/26（土） 

自宅受験（郵送） 問題発送済  提出期限：10/31（木）必着 

【チュートリアルのご案内】 

「基礎復習テスト 生命科学３ 解説講義」 90 分 

新宿本校：11/3(日)14:00～ 

名駅校：11/9(土)～DVD 視聴開始 

新大阪校：ＬＩＶＥ講義終了しました。ＤＶＤ視聴可能です。 

マイルーム：11/13（水）～視聴可能
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「受験校の選択」 

新宿本校：11/10（日）14::00～15:30 永川講師 

名駅校：11/16（土）14:00～15:30 永川講師 

新大阪校：12/8（日）13:00～14:30 加賀講師 

マイルーム：11/19（火）～視聴可能 

 

「出願書類の書き方」 

新宿本校：11/24（日）14::00～15:30 土田講師 

名駅校：決まり次第ご案内します。 

新大阪校：2/9（日）13:00～14:30 加賀講師 

マイルーム：12/3（火）～視聴可能 

 

「基礎力判定テスト 英語 解説講義」 90 分  土田講師 

新宿本校：11/9（土）10:30 ～12:00 

名駅校：11/14（木）～DVD 視聴開始 

新大阪校：11/10（日）13:00～14:30 

マイルーム：11/19（火）～視聴可能 

 

「基礎力判定テスト 物理 解説講義」 90 分  堀川講師 

新宿本校：11/16（土）11:00 ～12:30  

名駅校：11/21(木)～ＤＶＤ視聴開始 

新大阪校：11/21(木)～ＤＶＤ視聴開始 

マイルーム：11/26（火）～視聴可能 

 

「基礎力判定テスト 化学 解説講義」 90 分  堀川講師 

新宿本校：11/23（土）11:00 ～12:30  

名駅校：11/28(木)～ＤＶＤ視聴開始 

新大阪校：11/28(木)～ＤＶＤ視聴開始 

マイルーム：12/3（火）～視聴可能 

 

★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 

 

 

【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。 

※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/30636    

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/30647 

【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。 

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

https://school.kals.jp/student-shn/blog/30636
https://school.kals.jp/student-mk/blog/30647
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf
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◆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。 

 


