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大学進学塾 灘ゼミ ２０２２年度 志望大学・特定出題形式対策 

○京大英語の英作文（和文英訳＆条件付き自由作文）直近１０か年過去問演習  〔○月○日配布〕 

 

氏名〔                   〕 

 

平生の心得 

・セットフレーズ（決まり文句・慣用表現）は出来るだけたくさん仕入れて、ストックしておく。いつか、

どこかの模試や入試で使ってやろうという気持ちでストックする。これはライバルでも知らないだろう

な、というフレーズを多めに仕入れておく。 

・単語も同様。ただし、いつでも使える状態で仕入れる。正しい使い方を知らない不安な状態では宝の持

ち腐れ。誤用は失点の元。練習の時に敢えて使って間違えて、正しい使い方を身につけておく。 

・構文も同様。和文を読む際には、手持ちのどの構文知識を使えるかどうか敏感になっておく。 

解答時（練習も本番も）の心得 

・自分オリジナルの解答を作る気持ちで取り組む。同時に自分オリジナルの理解・解釈を英文に織り込む

気概があることも良い（独善的にならない程度に）。模範解答はあっても、唯一真実の解答はないのだ

から。 

・故に、自分の力、自分自身を信じて解答する。 

・文章構造や構文を見抜けたら／確定できたら、後は楽。けれど、細部まで気を抜かない。 

基礎の基礎 

・〈Ｓ‐Ｖ〉を確定する。 

・接続関係を確定する。 

・時制に注意する。 

・名詞の単複、冠詞の有無・選択に注意する。 

・文法ミス、語法のミス、スペルのミスに注意する。 

 

演習問題 

Ⅰ 京都大学の和文英訳（第３問）・直近１０年分 ………………………………………………………………（３）  

□ 【１】2021 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【２】2020 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【３】2019 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【４】2018 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【５】2017 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【６】2016 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 
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□ 【７】2015 京都大学 2/26,前期日程 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   

月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【８】2014 京都大学 2/26,前期日程 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   

月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【９】2013 京都大学 2/26,前期日程 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   

月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【１０】2012 京都大学 2/26,前期日程 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   

月   日まで〕〔済：   月   日〕 

＊ 解答………………………………………………………………………………………………………………（２３） 

 

Ⅱ 京都大学の条件付き自由作文（第４問）直近１０年（全５回分） …………………（３７）  

□ 【１】2021 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【２】2020 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【３】2018 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【４】2017 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【５】2016 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 

＊ 解答………………………………………………………………………………………………………………（３８） 
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【１】2021 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  次の文章を英訳しなさい。 

 

  言うまでもなく，転ばぬ先の杖は大切である。しかし，たまには結果をあれこれ心配する前に一歩踏み出す

勇気が必要だ。痛い目を見るかもしれないが，失敗を重ねることで人としての円熟味が増すこともあるだろう。

あきらめずに何度も立ち上がった体験が，とんでもない困難に直面した時に，それを乗り越える大きな武器と

なるにちがいない。 
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5/38 

【２】2020 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  次の文章を英訳しなさい。 

 

  お金のなかった学生時代にはやっとの思いで手に入れたレコードをすり切れるまで聴いたものだ。歌のタイ

トルや歌詞も全部憶えていた。それが今ではネットで買ったきり一度も聴いていない CD やダウンロード作品

が山積みになっている。持っているのに気付かず，同じ作品をまた買ってしまうことさえある。モノがないか

らこそ大切にするというのはまさにその通りだと痛感せずにいられない。 
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【３】2019 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  次の文章を英訳しなさい。 

 

  「マイノリティ」という言葉を聞くと，全体のなかの少数者をまず思い浮かべるかもしれない。しかし，マ

イノリティという概念を数だけの問題に還元するのは間違いのもとである。人種あるいは宗教のような属性に

よって定義づけられる集団は，歴史的，文化的な条件によって社会的弱者になっている場合，マイノリティと

呼ばれる。こうした意味で，数としては少なくない集団でもマイノリティとなる。例えば，組織の管理職のほ

とんどが男性である社会では，女性はマイノリティと考えられる。 
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【４】2018 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  次の文章を英訳しなさい。途中の下線部には，ふさわしい内容を自分で考えて補い，全体としてまとまりの

ある英文に仕上げなさい。下線部の前後の文章もすべて英訳し，解答欄(12cm×12 行)におさまる長さにする

こと。 

 

  海外からの観光客に和食が人気だという話になったときに，文化が違うのだから味がわかるのか疑問だと

言 っ た 人 が い た が ， は た し て そ う だ ろ う か 。

(                                                                                                 

                                           )。さらに言うならば，日本人であっても育った環境はさまざ

まなので，日本人ならわかるということでもない。 
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【５】2017 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  次の文章を英訳しなさい。 

 

  生兵法は大怪我のもとというが，現代のように個人が簡単に発信できる時代には，とくに注意しなければな

らない。聞きかじった知識を，さも自分で考えたかのように披露すると，後で必ず痛い目にあう。専門家とて

油断は禁物，専門外では素人であることを忘れがちだ。さまざまな情報がすぐに手に入る世の中だからこそ，

確かな知識を身に付けることの重要性を見直すことが大切である。 
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【６】2016 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  次の文章を英訳しなさい。 

 

  パンは手軽に食べることのできる食品であるが，実際に作ってみるとなると，出来上がるまでに大変な手間

がかかる。特に，生地がしっかり膨らむまで待たなくてはならない。簡単にパンを焼けることが売りの家電製

品を使ってみても，全工程に 4，5 時間は必要である。自分で経験してみて初めて，店頭で売っているパンの

ありがたみが分かるようになるものだ。 
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15/38 

【７】2015 京都大学 2/26,前期日程 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  次の文章(1)，(2)を英訳しなさい。 

 

(1)   

花子：   昨日の夕刊見た？  絶滅の危機に瀕していたトキの雛が孵
かえ

ったと書いてあったわ。 

太郎：   飼育係の人はさぞかし大変だったろうね。 

花子：   でも，この雛は自然に戻されたトキから生まれたのよ。 

太郎：   トキが住みやすい環境，つまり，きれいな水や空気があり，珍しい鳥だからと追いかけ回され

たりしない場所というのは，僕たち人間にとっても居心地のよいものなのかもしれないね。 

*トキ＝Toki (or Japanese crested ibis) 

 

(2)  世界には文字を持たない言語がたくさんあるらしい。毎日文字に囲まれて暮らしている私たちからすれば，

さぞ不便なことだろうと思ってしまいがちだ。しかし，文字があろうがなかろうが，ことばの基本的な働き

に変わりはない。文字のある言語のほうがない言語より優れているなどと考えるのは，とんでもない思い上

がりだろう。 
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【８】2014 京都大学 2/26,前期日程 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  次の文章(1)，(2)を英訳しなさい。 

 

(1)  近年，電子書籍の普及が急速に進んできた。アメリカほどではないが，日本でも，パソコンや耳慣れない

機器で文章を読む機会は増える一方である。しかし，中高年層に限らず，紙の本でないとどうも読んだ気が

しないという人も多い。論文でも小説でも普通にコンピュータで執筆される時代だけれども，きちんと製本

された真新しい本には，何とも言えない味わいがあるらしい。 

 

(2)  きのう通勤帰りの満員電車で揺られていたら，小学生ぐらいの男の子が大きな声を張り上げて車内の人込

みをかき分けて走ってきた。子供は頬を真っ赤に染めて，「運転手さん，さっきの駅で降ろしてください！」

と叫んでいた。そしてたちまちのうちに私の目の前から姿を消した。忘れ物でもしたのだろうか？  だとし

たら，あの必死の形相からして，よほど大事なものだったに違いない。 
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【９】2013 京都大学 2/26,前期日程 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  次の文章(1)，(2)を英訳しなさい。 

 

(1)  今日，睡眠不足は見過ごせない問題となっている。原因の一つは，社会全体が深夜も多くの人が起きてい

ることを想定して動いていることである。照明器具の発達も，我々の体内時計を狂わせているのかもしれな

い。その一方で，多くの学校や会社の始まる時間は変わっていない。こうして睡眠不足が生まれやすくなり，

日中の集中力の低下を引き起こすのだ。 

 

(2)  南半球を旅行していた時に，見慣れない星々が奇妙な形を夜空に描いているのを目にした。こうした星座

のなかには，航海に必要な器具や熱帯に住む動物の名前が付けられたものがある。星座の名前の由来につい

て，私には正確な知識がないが，何百年か前の船乗りたちが何を大切にし，何に驚いていたのか，その一端

がうかがわれる。 
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【１０】2012 京都大学 2/26,前期日程 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  次の文章(1)，(2)を英訳しなさい。 

 

(1)  人間の性格は見かけよりも複雑なので，相手のことが完全に分かることなどあるはずがない。とは言うも

のの，初対面の人物とほんの少し言葉を交わしただけで，その人とまるで何十年も前からつきあいがあった

かのような錯覚に陥ることがある。こうしたある種の誤解が，時として長い友情のきっかけになったりもす

る。 

 

(2)  私の意見では，現代の若者は性別を問わず自分で調理できることが大切である。料理をおいしく仕上げる

ためには豊かな想像力や手先の器用さが要求されるので，心身の健康にとても良い。食材に意識的になれば

自然への関心も高まる。さらに，料理で友人をもてなすことができると，あるいは人と共同して料理ができ

ると， 絆
きずな

が深まることは間違いない。 
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【解答１】2021 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

  It goes without saying that it is important to look before you leap. However, You sometimes need to be 

courageous enough to step forward without worrying about what the results will be. You might have 

painful experiences, but repeated failure can help you grow more mature. If you continue trying without 

giving up, the experience will be a great help in overcoming any hardships you may encounter. 

 

【解答２】2020 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

  When I was a student, I was in need of money. Thus, when I managed to buy a music record, I listened 

to it until it was worn out. As a result, I remembered all the titles and the lyrics. Now, however, I have a 

pile of CDs and downloaded music but I have never listened to many of them after buying them online. I 

even end up buying the same music again without realizing that I already own it. I cannot but feel that 

the less you have, the more you take care of what you have. 

 

【解答３】2019 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

  When you hear the word “minority,” you might think it means a small group within a society. 

However, it will be a mistake to think that this concept is just a matter of numbers. When a group of 

people defined by its racial or religious attributes is in a socially weak position because of historical or 

cultural conditions, it is also called a minority. In this sense, a group that is rather large in number can 

also be a minority. For example, women can be considered a minority in a society where most 

management positions are held by men. 

 

【解答４】2018 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

  During our conversation, someone said Japanese-style food is popular with visitors from abroad. Then, 

another person said that they cannot enjoy and appreciate our food because their cultures are different 

from ours. I wonder if he is right. There is an old saying that there is no accounting for tastes. Taste in 

food is determined by many factors including home environments and lifestyles. It is not surprising that 

different people enjoy different foods and flavors. Thus, some tourists from foreign countries may enjoy 

our food, while some Japanese may not enjoy it because we are not born and bred in the same 

environment. 

 

【解答５】2017 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

  It is said that a little learning is a dangerous thing, and you should remember this today, when you can 

easily spread information. If you show off some knowledge you have picked up somewhere as if you had 
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acquired it for yourself, you will surely get into trouble later. Even if you are a specialist in some field, you 

should remember that you are just like ordinary people in other fields. Now that you can readily gain 

different kinds of information today, you need to understand how important it is to learn accurate 

knowledge. 

 

【解答６】2016 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

  Bread is a food you can easily enjoy, but when it comes to making it for yourself, it takes quite a 

lot of time and effort. Above all, you have to wait for a long time until the dough fully rises. Even 

if you use an electric appliance that enables you to make bread easily, the whole process takes 

four or five hours. It is not until you bake bread yourself that you appreciate bread sold at bak-

eries. 

 

【解答７】2015 京都大学 2/26,前期日程 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

(1)   

Hanako：   Did you read the evening paper yesterday? It said that a Toki, which is in 

danger of becoming extinct, hatched a chick. 

Taro：   Breeding staff must have had a lot of difficulty. 

Hanako：   Actually, the parents of this young bird had been released to nature. 

Taro：   An environment suitable for Toki is a place where there is clean water and air, 

and where they are not chased around simply because they are rare. This envi-

ronment may also be very comfortable for people. 

(2)  They say that there are a lot of languages in the world that have no writing system. Since 

our communication is heavily dependent on written language, we tend to think it would be 

very inconvenient to live without written words. However, the fundamental functions of lan-

guages are the same, whether or not they have a writing system. It is very arrogant to suppose 

that languages with a writing system are superior to those without one. 

 

【解答８】2014 京都大学 2/26,前期日程 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

(1)  There has been a rapid spread of electronic books in recent years. In Japan, though not so 

much as in the U.S., we have more and more opportunities to read on computers and other 

unfamiliar devices. For all that, many people, regardless of age, say that e-books do not make 

them feel that they are reading real books. Today computers are generally used in writing 

papers or novels, but brand-new, well-bound books seem to have their own attractiveness. 
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(2)  When I was on a crowded train home from work yesterday, I saw an elementary-age boy 

rushing toward me, pushing his way through the passengers, shouting loudly. He was saying 

with his cheeks flushed, “Driver, let me off at the previous station!” Then, in an instant, he got 

out of my sight. Had he left something behind? If so, judging from his desperate look, it must 

have been really important. 

 

【解答９】2013 京都大学 2/26,前期日程 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

(1)  Today, lack of sleep is a problem we must not overlook. One of the reasons for it is that our 

whole society is moving on the assumption that a lot of people are awake even in the middle of 

night. The development of lighting equipment may also be responsible for putting our biologi-

cal clock out of order. On the other hand, starting time at schools and businesses remain the 

same. This situation is likely to bring about our lack of sleep, and a decrease in concentration 

during the day. 

(2)  When I traveled in the Southern Hemisphere, I saw unfamiliar stars form a strange shape at 

the night sky. Some of these constellations are named after devices necessary for navigation or 

animals living in the tropical zone. Although I have little knowledge as to where the names of 

the constellations come from, they show in one way or another what sailors hundred years ago 

thought to be important and what they were most startled at. 

 

【解答１０】2012 京都大学 2/26,前期日程 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

(1)  Since human character is far more complicated than it seems, it is simply impossible for us 

to understand what others are really like. However, sometimes, just exchanging a few words 

with a stranger gives us the feeling that we have known each other for dozens of years. This 

kind of illusion may sometimes lead to a long-standing friendship. 

(2)  In my opinion, for young people today, whether men or women, it is quite important to be 

able to cook for themselves. To cook well, you need to have a rich imagination and some skills 

with your hands, which will contribute to your mental and physical health. Concern for ingre-

dients may lead to concern for nature. Besides, if you entertain your friends with dishes you 

have prepared, or you enjoy cooking with your friends, you will surely be able to deepen your 

relationships with them. 
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【１】2021 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  Noah と Emma の次の会話を読んで，下線部(1)～(4)に入る適当な発言を(  )内の条件に従って記入し，英語

1 文を完成させなさい。解答欄の各下線の上に単語 1 語を記入すること。カンマ(, )等の記号は，その直前の語

と同じ下線に含めることとし，1 語と数えない。短縮形(例：don’t)は 1 語と数える。 

 

Noah：   I went to that new restaurant yesterday. 

Emma：   How was it? 

Noah：   I ate a plate of pasta but it was horrible. All the food that restaurant offers must be awful. 

Emma：   But you have only been there once, haven’t you? I think it’s too much to say that all dishes 

are terrible at that restaurant. Maybe you found that pasta terrible because (1)(      ). (8 語以

上 12 語以下で) Another possibility is that (2)(      ). (12 語以上 16 語以下で) 

Noah：   Maybe you are right. 

Emma：   The other day, I learned from a book that this is called a hasty generalization, which means 

drawing an overly generalized conclusion from one or a few examples. It’s so easy for us to 

make a hasty generalization in everyday life. We often do this not just when we purchase 

something, but in other situations too. For example, (3)(      ). (if を用いて 20 語以上 28 語以下

で) 

Noah：   I totally understand what you mean. I’ll (4)(      ). (8 語以上 12 語以下で) That way, I will be 

able to test whether my claim about that restaurant is true or not. 

Emma：   Good! I think we should try not to overgeneralize. 
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【２】2020 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  大学生の吉田さんが海外の大学へ留学しようとしている。吉田さんになったつもりで，担当者に奨学金につ

いての問い合わせをする丁寧な文章を，解答欄(12cm×11 行)におさまるように英語で作成しなさい。 

 

To whom it may concern, 

(                                                                                ) 

Best regards, 

Y. Yoshida 
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【３】2018 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  次の会話を読んで，下線部(1)～(4)に入る適当な発言を，解答欄(下線部(1)(2)(4)：12cm×2 行，下線部(3)：

12cm×4 行)におさまるように英語で書きなさい。 

 

[In the Teacher’s Office] 

 

TEACHER：   Please sit down. 

STUDENT：   Thank you for seeing me. 

TEACHER：   I’m sorry you missed yesterday’s lesson. You probably have some questions about the 

homework. Basically, you have to type a short report and submit it to me next Thurs-

day. Do you have a computer to type the report? 

STUDENT：   Yes, I have a new laptop. Could you explain the topic again please? 

TEACHER：   You have to describe similarities and differences of London and New York. Begin 

with similarities, followed by differences. For your research, first read the essay by 

Glendon. You can find it on the course website. 

STUDENT：   (1)(                                                            ) 

TEACHER：   Glendon? It’s G-l-e-n-d-o-n. Her first name is Sarah ― S-a-r-a-h. 

STUDENT：   Thank you. I’ll look at the website. I’m not sure I understand all of the details 

regarding the report format. 

   (2)(                                                            ) 

TEACHER：   Okay. The first detail is you have to type and print out the report. Also, type your 

name and the date at the top-left of the report. Next, be sure to write a clear title. For 

this report, it’s important to write in paragraphs. Again, start with up to four similar-

ities and then describe what you believe are the three main differences. You must 

support your main points with information from your reading research. An example of 

the format is also on the course website. Tell me about your experience writing essays 

or reports in English, Japanese, or other languages. 

STUDENT：   (3)(                                                            ) 

TEACHER：   I understand. Oh, and don’t forget in two weeks we have our final examination. 

Please study for it. 

STUDENT：   (4)(                                                            ) 

TEACHER：   That’s a good question. My advice is to study chapters 1 to 4 in the textbook. 
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【４】2017 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  次の会話を読んで，空欄(1)，(2)に入る適当な発言を，解答欄(それぞれ 12×7cm)におさまるように英語で書

きなさい。 

 

Anne：   Literature has a language barrier, and it’s very hard to understand foreign literature. I 

believe there are definitely borders in literature. But music has no borders. That’s a good point 

of music. 

Ken：   Wait a minute. What do you mean by “music has no borders”? 

Anne：   (1)(                                                            ) In my opinion, this 

demonstrates that music has no borders. 

Ken：   Well, actually, the problem is not so simple. 

 (2)(                                                            ) That’s why I think there 

are borders in music after all. 
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【５】2016 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

 

  「積ん読」という言葉をめぐる次の会話を読んで，空欄(1)(2)に入る適当な応答を，解答欄(それぞれ 12cm

×7 行)におさまるように英語で書きなさい。 

 

Dolly：   I see that you have so many books! You must be an avid reader. 

Ken：   Well, actually, I haven’t read them. They are piling up in my room and just collecting dust. 

This is called tsundoku. 

Dolly：   Really? I’ve never heard of tsundoku. Can you tell me more about it? 

Ken：   (1)(                                                                  ) 

Dolly：   I can understand. What are your thoughts on tsundoku? 

Ken：   (2)(                                                                  ) 
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【解答１】2021 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

(1)  it was somewhat different from what you had expected 

(2)  you didn’t enjoy the food because there was something wrong with your sense of taste 

(3)  if we have an appointment with someone and they are late, we may assume that they are 

careless about time. 

(4)  try another dish at the restaurant at some time 

 

【解答２】2020 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

  I am interested in the scholarship you are offering for students from overseas. I would like to find out 

more about the requirements for applying. I am quite confident in my English ability, having gone to 

senior high school in the United States, although at the moment I do not have any internationally 

accredited English qualifications. I would be prepared to take any test that you suggest. I feel that my 

studies so far have made me a suitable student for your course, and I can provide my full academic record 

to date. I can also provide letters of reference from the professors at my current university. 

 

【解答３】2018 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

(1)  I’m sorry I couldn’t the name. Could you tell me how to spell it? 

(2)  Can you explain to me how I can draw up my report? 

(3)  I have written a lot of essays and reports in Japanese, but only a few in English.  I wrote 

them when I was preparing for an exam for international students. 

(4)  I’ll try my best. Could you give me some advice about how to review my lessons? 

 

【解答４】2017 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

(1)  What I mean is that even if you don’t understand the words of a song, you can enjoy music. 

As a student, while I was staying in India, I had a chance to listen to the traditional music of 

Indian people. I couldn’t catch the lyrics of the songs, but I was able to appreciate their music. 

(2)  The words and melody of songs are deeply connected with each other. So, you cannot fully 

appreciate music without understanding the lyrics. If you do not know the language, it is dif-

ficult to understand what the music has to say. 

 

【解答５】2016 京都大学 2/26,前期 総合人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農  

  収録なし 
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