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答案の書き方(英語編) 
 

  
 今回は以前の模試（子供を被験者とする臨床試験の実施に関する英文を出題）の参考答案をもとに、答

案の書き方について私なりに考えたことを述べたいと思います。 
 
以前の模試の下線部和訳の問題 

Taking children's views into account and sharing decision making with children and their parents 
will demand exceptional communication skills from researchers.(20 点満点) 
〔解答〕子供の見方を考慮に入れて、子供やその親たちと決定過程を共有するには、非常に優れたコミュ

ニケーション技術が研究者に求められることになるだろう。 
 
〔参考答案 1〕子供の視点を考慮に入れて、子供とその両親と一緒に判断を下すには、研究者に、通常よ

りもはるかに高いコミュニケーション能力が要求されるだろう。(20 点) 
⇒〔コメント〕とても素晴らしい答案です。まず文法に忠実に直訳をし、その後、不自然な日本文になら

ないように意訳している。下線部和訳の問題を解きなれている感じがする。 
下線部の文の主語は動名詞なので、「～することは」と訳すのが原則だが、その訳だとぎこちない日本語

になると判断して、主語の部分を「～する(ため)には」と言い換えている。これに合わせて、下線部の文

の目的語を主語にし、さらに、それに合わせて、demand に対して、「要求される」という訳を当ててい

る。 
このように、英文の主語を、和文では主語にせずに、適当な助詞を付けて副詞化し、英文の目的語を、

和文の主語にして、それに合わせて、英文の動詞も訳し変えるという一連の流れは、本問のような無生物

主語の時はよくやる手なので、しっかりできるようにして欲しい。 
こういう作業をきちんとしているので、下記の参考答案 2 と 3 よりもかなり読みやすい答案になってい

る。日本語が読みやすい答案というのは、思っている以上に評価が高くなるということを覚えておいてほ

しい。 
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参考：Doing it will demand patience.  
直訳：それをすることは、忍耐力を要求するだろう。 
意訳：それをするには、忍耐力が要求されることになるだろう。 
⇒この直訳はそこまで不自然ではないかもしれないが、意訳できる力も身に付けておかないと、試験では

苦しむことになる。 
 
〔参考答案 2〕子供の視点を考慮に入れるに入れることや、子供とその両親と一緒に意思決定をすること

は需要が生まれて来るだろうし、研究者には例外なく対話能力が必要となってくるだろう。(5～10 点く

らい) 
⇒〔コメント〕参考答案 1 と比べると評価がだいぶ下がる答案です。「需要が生まれて来る」という訳語

が不自然。demand は、この場合、後ろに目的語をとっているのに、それを無視して、「demand」だけで

訳しているように見えてしまう。「demand O」というシンプルな形を無視して訳しているとみなさると、

良い点は付かないでしょう。また、exceptional という単語は形容詞であり、後ろの skills を修飾してい

るのは明らかです。ところが、この答案では、「例外なく～必要となる」という感じなので、exceptional
を demand にかけて訳している感じがします。こうなると良い点は付きません。この方は、単語力はそ

れなりにあるのですが、単語の意味だけに頼りすぎて、英文の基本構造を無視した訳が目立ちます。こう

いう文法上のミスは、採点官が一番減点しやすいところですので、注意が必要です。最低限の文法や品詞

はしっかり確認しておかないと良い答案は書けないと思います。 
 
〔参考答案 3〕研究の中に子供たちの視野を取り入れ、子供たちや親と決定を共有することは、研究者た

ちからのコミュニケーションスキル以外のものを要求するだろう。(ほぼ 0 点) 
⇒〔コメント〕申し訳ないですが、この答案は読んだ瞬間に 0 点です。まず、「take A into account＝A を

考慮に入れる」という基本的な熟語の訳ができていないので、印象が悪いです。ちなみに、実際の模試の

時は、ほとんどの人の答案の出だしは、「子供の視点を考慮に入れ」という感じになっていました。ゆえ

に、この答案は、見た瞬間に他の答案と違うという悪い印象を持たれてしまいます。定番の熟語はできる

だけ定番の訳し方をしておきましょう。 
また、答案の内容も、ほぼ正解と逆の内容になっています。なぜ、こうなったかと言うと、おそらく、こ

の方は、exceptional という形容詞をほとんど、except という前置詞と同じように捉えて訳しているから

だと思われます。「except communication skills」なら、「コミュニケーションスキル以外」という日本

語になりやすいですね。ここで言いたいのは、単語を覚える時に、もっと品詞を意識して欲しいというこ

とです。品詞さえ意識していれば、exceptional は形容詞であり、skills へかかるということは必ず見抜

けます。参考答案 3 もそれから 2 も、そこが見抜けていないから変な訳になってしまうのです。分からな

い単語が出て来ても、品詞なら何となく予測が付きます。品詞が予測できると、無難な答案を書く時に役

立ちます。例えば、今回だと、exceptional は、skills を修飾している形容詞に過ぎないから、この単語を

無視して、「communication skills」という単語だけに着眼して、訳を作ってもそこまで文意が変わるこ

とはないと予測できます。そうすると、「---するには、コミュニケーション技能が必要だろう」などの無

難な日本語訳が作れます。もっと、品詞を意識して単語を覚えて欲しいです。この模試は、少し前の模試

ですが、未だに、品詞を無視した訳はよく見かけます。品詞が予測できるとかなり楽になる場合があるの

で注意して下さい。学士試験の英語では、とにかく単語を覚えることが重要だとよく言われますが、その

意味をはき違えて、単語の意味だけに頼りすぎて品詞を意識しないという傾向が見られるので注意して
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下さい。なお、「スキル」というカタカナは、下線部和訳の訳語としては使わないほうが無難。「技能」

とかにしておきましょう。 
講師 土田治 

 

 

事務局より 

 

【緊急・重要／新型コロナウイルス関連】  

各校舎では感染拡大防止の対策として手洗いやうがいの励行、アルコール除菌、消毒液の設置、授業・指導等

の実施時は、一定距離の確保などを行い、今後も感染予防・拡大防止に努めます。 

みなさまにおかれましても、体調等くれぐれもご留意の上で、引き続き、試験合格に向けた対策をなさってくださ

い。 

◎ご来校の際の感染予防・感染拡大防止のお願い◎ 

 

 
≪２０２1 年度実施試験対応≫ 

 
◆「完成医学英語 DRILL」販売のご案内（対象：完成シリーズ「医学英語」受講生の皆様） 

 

＜対象＞21 年度対応完成シリーズ「医学英語」受講者（申込済で受講予定の方含む） 

基礎力の固まった方向けの実戦形式の自宅学習用教材です。 

入試頻出の論文や時事問題から下線部訳や説明問題をバランス良く出題し、 

多くの大学に対応できる応用力を身につけます。 

答案の精度を上げるためのコツがつかめる詳細な解答解説付です。 

▶詳細・お申込申込方法はマイルームのご案内をご確認ください。 

 

 

◆「文系のためのミニマム数学」 お申込受付中 

 

生命科学を学ぶ上で、対数、微分などの最低限の知識が必要です。 

“勉強時間の都合で自習できない”という方を対象に必要最低限の数学 

（確率・統計は除く）の知識と考え方を勉強していただく講座です。 

全 3 講（1 コマ 120 分）です。詳細はマイルームでご確認ください。 

 

＜講義スケジュール＞ 

【新宿本校 LIVE 講義（e ラーニング付）】  11/22（日）14:00～16:00 第 1 講 

 ※LIVE 講義の申込受付は終了しました 

【名駅校 DVD 講座】 11/27（金）～DVD 順次視聴可能 

【WEB 通信講座】 12/3（木）～順次配信予定 

※お申込（お支払）期限 2021/8/10（火）まで 

https://school.kals.jp/information/notes-200807
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◆「志望理由書〔添削付〕個別指導講座」 お申込受付中 

 

志望理由書の添削（2 回）と個別指導（1 回／30 分）がセットの講座です。 

KALS 講師がきめ細かく添削指導し、個別にフィードバックすることで志望理由書の完成度を上げることが 

可能です。受験大学にかかわらず、まずは土台を構築することが最も重要ですので、 

早めの対策をお薦めします。[指定課題の志望理由書が添削対象となります] 

※詳細はマイルーム上のご案内にてご確認ください。 

※本講座以外に、志望理由書の大枠が完成している方を対象とする大学別の課題添削講座 

「直前対策 出願書類対策」は、来春リリース予定です。 

 

 
【テスト実施のご案内】 

  

■基礎シリーズ復習テスト 

 

生命科学①②③／医学英文法ⅠⅡ／スタンダード物理ⅠⅡ／スタンダード化学ⅠⅡ 

上記科目の第１回目の提出期限は終了しましたが、2020 年 12 月 18 日(金)までにご提出いただければ、 

随時受付・採点いたします。 

 

 

◆チュートリアルのご案内 

 

「受験校の選択」 90 分 

【新宿本校】 終了しました 

【名駅校】 11/28（土）14:00～ 

【新大阪校】 11/28（土）13:00～ 

【マイルーム】 11/24（火）～視聴可能 

 

「出願書類の書き方」 90 分 

【新宿本校】 11/29（日）14:00～15:30 

【名駅校】 1/23（土）15：30～17：00 

【新大阪校】 12/12（土）13:00～14:30 

【マイルーム】 12/8（火）～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①②③ 解説講義」 各 120 分 

「基礎力判定テスト 解説講義」（英語・物理・化学） 各 90 分 

 

 

 

≪２０２０年度実施試験対応≫ 

 

お申込（支払）期限が 2020 年 11 月 20 日（金）の講座があります。 
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受講をご検討いただいている方はお急ぎください。期限を過ぎての受付はできません。 

 

 

◆プレミアム講座～お申込（お支払）は 11/20（金）まで！ 

 

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。 

 

特定大学対策／物理・化学過去問分析／生命科学過去問分析／英語長文時事問題対策／英語過去問分析／

文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策 

 

※動画視聴期限は 11/30（月）（新大阪校・名駅校 DVD 視聴期限は 11/29）となります。 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

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 

 

 

◆医学部学士編入 直前対策 個人面接対策 お申込受付中！ 

 

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 

 

＜実施校舎：名駅校＞  

▼個人面接対策 詳細（日程、お申込方法等）▼ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301 

 

＜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/information/medical-trn-150302#b-494333 

 

 

◆生命科学テストバンク（基礎編）【WEB 通信講座】 お申込受付中！ 

  

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/ind-int
https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302#b-494333


  

6 
 

従来の“標準編”は大学レベルの生命科学に対し、基礎編は主に高校生物を中心とした内容です。 

“基礎編”はすべて新規の問題で構成されていますので、 

～基礎シリーズ生命科学をご受講の方も復習を兼ねて、知識整理に！ 

～（高校生物の知識を有し）完成シリーズや実戦シリーズ生命科学からご受講の方もさらに理解度を深めるため

に！ 

ぜひご活用ください。 

 

▼詳細・お申し込みはこちら▼ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202 

 

 

◆トップレベル「生命科学」テストゼミ （全 5 講）～お申込（お支払）は 11/20（金）まで！ 

 

基礎力の固まった方向けの実戦演習です。 

有名問題、過去問題、新作問題をバランスよく出題しますので、どの大学にも対応できる内容です。 

テストは、すべて記述式です。（各回テスト 60 分／解説講義 60 分）。 

 

※申込対象者：2020 年実施試験対応講座受講生で、現在または過去の受講を含め、  

完成シリーズ「生命科学」と実戦シリーズ「生命科学」両方の受講履歴がある方（申込済で受講予定の方含む） 

 

＜新宿本校＞ 

LIVE 講義申込受付は終了しました 

＜名駅校／新大阪校＞ 

DVD 順次視聴可能 

 

＜WEB 通信＞ 

順次視聴可能 

 

※答案提出期限は 12/1（火）まで、動画視聴期限は 12/27（日）までとなります。 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

https://dl2.dl.sua.jp/dl/27652-5efb9bebb92ad82e8bd82b550fe883bb 

 

 

◆実戦生命科学ワークブック重要テーマ解説講義～お申込（お支払）は 11/20（金）まで！ 

 

実戦シリーズ生命科学 ワークブックに関して、 

重要度の高い問題・質問が多かったものを中心に解説します。 

講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

申込対象者：2020 年実施試験対応講座 実戦シリーズ「生命科学」受講生 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202
https://dl2.dl.sua.jp/dl/27652-5efb9bebb92ad82e8bd82b550fe883bb
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※動画視聴期限は 12/27（日）までとなります。 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

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

 

 

◆実戦医学英語ＡＰＰＥＮＤＩＸ重要テーマ解説講義～お申込（お支払）は 11/20（金）まで！ 

 

実戦シリーズ医学英語 APPENDIX の問題演習を通して、 

講義内容の定着を図るとともに、成績向上に向けた自学のポイントを確認することが、この講座の目的です。 

各講につき 2 題（短め・易しい英文および長め・やや難しい英文）を取り上げます。 

苦手な英語を克服したい人も、英語を得点源とするためにさらに伸ばしたい人も、本講座を積極的に活用してく

ださい。 

 

※申込対象者：2020 年実施試験対応講座 実戦シリーズ「医学英語」受講生 

 

※動画視聴期限は 12/27（日）までとなります。 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

https://dl1.dl.sua.jp/dl/25546-ba5c3ba7caf6ee7f65929678acbbd627 

 

 

◆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 

「基礎力判定テスト 英語 解説講義」 90 分 

「基礎力判定テスト 物理 解説講義」 90 分 

「基礎力判定テスト 化学 解説講義」 90 分 

「第１回完成実力テスト 生命科学 解説講義」 120 分 

「第１回完成実力テスト 英語 解説講義 90 分 

「受験校の選択」 90 分 

「指数・対数の計算問題攻略」 120 分   

「完成生命科学 中間テスト 解説講義」 90 分  

「実戦生命科学 中間テスト 解説講義」 120 分 

「出願書類の書き方」 90 分 

「第１回公開模試 解説講義」（英語：90 分、生命科学： 120 分、物理：60 分、化学：60 分） 

「医学英語 長文読解対策」 120 分  

「実戦実力テスト 解説講義」（英語：90 分、生命科学：120 分） 

「受験校の選択 2020 夏」 45 分 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrkjsn
https://dl1.dl.sua.jp/dl/25546-ba5c3ba7caf6ee7f65929678acbbd627
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「集団討論対策」60 分 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

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。 

※休館期間中のカウンセリング実施状況については、各校舎へお問い合わせください。 

 

【新宿本校】 https://school.kals.jp/student-shn/blog/33622 

※WEB カウンセリングは、すべて Zoom での対応となります。 

【名駅校】  https://school.kals.jp/student-mk/blog/33703 

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

 
◎個別カウンセリング（校舎／WEB）の詳細は以下よりご確認ください。 

https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/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-mk/blog/33703
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/counsering.pdf

