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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 

○大阪公立大学の英語・下線部英訳・直近１１か年過去問演習＆直近２０２２年度  〔  月  日配布〕 

 

氏名〔                   〕 

 

演習問題 

Ⅰ 大阪公立大学の下線部英訳（第３問）２０２２年度入試  ……………………………………………（４） 

□ 【１】2022 大阪公立大学 2/25,前期 文学部・法学部・経済学部・商学部・獣医学部・医学部医学科・

生活科学部〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【２】2022 大阪公立大学 2/25,前期 現代システム科学域・理学部・工学部・農学部・医学部リハビリ

テーション学科・看護学部〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

 

※２０２１年に公表された大阪公立大学のサンプル問題は、大阪市立大学の２０１８年と２０１４年と同一。

ただし文系学部と医学部医学科、獣医学部はやや難しめの問題、それ以外の学部（学域）・学科はやや易し

めの問題になる。 

 

Ⅱ 大阪市立大学の下線部英訳（第３問）・直近１０年分 ………………………………………………（８）  

□ 【１】2021 大阪市立大学 2/25,前期・専門学科･総合学科卒業生・大阪府指定医療枠含む 商 経済 法 

文 理 工 医 生活科 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【２】2020 大阪市立大学 2/25,前期・専門学科･総合学科卒業生・大阪府指定医療枠含む 商 経済 法 

文 理 工 医 生活科 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【３】2019 大阪市立大学 2/25,前期・専門学科･総合学科卒業生・大阪府指定医療枠含む 商 経済 法 

文 理 工 医 生活科 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【４】2018 大阪市立大学 2/25,前期・専門高校･総合学科卒業生・地域医療枠・大阪府指定医療枠含む 商 

経済 法 文 理 工 医 生活科 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

↑サンプル問題（現代システム科、理、工、農、医（リハビリテーション）、看護） 

□ 【５】2017 大阪市立大学 2/25,前期・専門高校･総合学科卒業生・地域医療枠・大阪府指定医療枠含む 商 

経済 法 文 理 工 医 生活科 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【６】2016 大阪市立大学 2/25,前期・専門高校･総合学科卒業生・地域医療枠・大阪府指定医療枠含む 商 

経済 法 文 理 工 医 生活科 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【７】2015 大阪市立大学 2/25,前期日程・専門高校･総合学科卒業生含む 商 経済 法 文 理 工 医 

生活科 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【８】2014 大阪市立大学 2/25,前期日程・専門高校･総合学科卒業生含む 商 経済 法 文 理 工 医 
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生活科 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

↑サンプル問題（文、法、経済、商、獣医、医（医）、生活科） 

□ 【９】2013 大阪市立大学 2/25,前期日程・専門高校･総合学科卒業生 商 経済 法 文 理 工 医 生

活科 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【１０】2012 大阪市立大学 2/25,前期日程・専門高校･総合学科卒業生 商 経済 法 文 理 工 医 

生活科 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

＊ 解答………………………………………………………………………………………………………………（２４） 

※【２】【５】【１０】は、著作権上の理由で問題掲載なし。 

 

 

Ⅲ 大阪府立大学の下線部英訳（第２問）・１０年分 …………………………………………………（２８）  

□ 【１】2021 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健 〔宿題：   月   日

まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【２】2021 大阪府立大学 3/8,中期 工 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

◆ 

□ 【３】2020 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健 〔宿題：   月   日

まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【４】2020 大阪府立大学 3/8,中期 工 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

◆ 

□ 【５】2019 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健 〔宿題：   月   日

まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【６】2019 大阪府立大学 3/8,中期 工 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

◆ 

□ 【７】2018 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健 〔宿題：   月   日

まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【８】2018 大阪府立大学 3/8,中期 工 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

◆ 

□ 【９】2017 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健 〔宿題：   月   日

まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【１０】2017 大阪府立大学 3/8,中期 工 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

◆ 

□ 【１１】2016 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健 〔宿題：   月   日

まで〕〔済：   月   日〕 
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□ 【１２】2016 大阪府立大学 3/8,中期 工 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

◆ 

□ 【１３】2015 大阪府立大学 2/25,前期日程 現代システム科 生命環境科 地域保健 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【１４】2015 大阪府立大学 3/8,中期日程 工 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

◆ 

□ 【１５】2014 大阪府立大学 2/25,前期日程 現代システム科学域 生命環境科学域 地域保健学域 〔宿

題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【１６】2014 大阪府立大学 3/8,中期日程 工学域 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

◆ 

□ 【１７】2013 大阪府立大学 2/25,前期日程 現代システム科 生命環境科 地域保健 〔宿題：   月   

日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【１８】2013 大阪府立大学 3/8,中期日程 工 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

◆ 

□ 【１９】2012 大阪府立大学 2/25,前期日程 現代システム科学域 生命環境科学域 地域保健学域 〔宿

題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

□ 【２０】2012 大阪府立大学 3/8,中期日程 工学域 〔宿題：   月   日まで〕〔済：   月   日〕 

＊ 解答………………………………………………………………………………………………………………（４８） 
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□大阪公立大学 ２０２２年度入試 

＜対象学部・学域等＞ 文学部・法学部・経済学部・商学部・獣医学部・医学部医学科・生活科学部 

 

第３問 次の下線部の内容を英語で表現せよ。                       （30点） 

 

 高い知性を持っているチンパンジーやボノボ（bonobo）でもことばだけは歯が立ちません。ことばという思

考を支え，伝達の手段ともなりうる力を手に入れ，他の生物をはるかに凌駕する文化を構築し，さらには文字

という記録手段によって文化の伝播も可能にしました。子どもたちには，まず，ことばは人間だけに与えられ

た宝物であることの重要性を認識して欲しいと思います。その上で，その力を十分に発揮すべく，直感が利く

母語について，その仕組みと働きについての理解を深めて欲しい。つぎに，その理解をもとに母語以外の言語

（外国語）について学んで欲しい。外国語に対する理解はことばの豊かさや楽しさや怖さを改めて感じとる

きっかけとなると同時に，母語の理解をより深め，母語の効果的な運用を可能にできるからです。 

（出典：大津由紀雄・浦谷淳子・齋藤菊枝［編］『日本語からはじめる小学校英語－ことばの力を育むための

マニュアルー』，開拓社, 2019年） 
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□大阪公立大学 ２０２２年度入試 

＜対象学部・学域等＞ 現代システム科学域・理学部・工学部・農学部・医学部リハビリテーション学科・看

護学部 

 

第３問 次の下線部の内容を英語で表現せよ。                       （30点） 

 

「日本語の文法って難しい」と思っている人が多いのではないでしょうか。小学校や中学校の国語の文法の

時間は退屈でしかたがなかったという思い出を持つ方も多いかと思います。よくわからに活用表（conjugation 

table）を暗記させられ,斉唱した人もいるかもしれません。日本語の文法書と呼ばれる書籍を開いてみると，

難しそうな文法用語とその例文が並び，見ているだけで頭が痛くなりそうです。文法規則も山のようにあり，

それをいちいち覚えるなんてやってられない，なんて思ったかもしれませんね。 

(出典：原沢伊都夫『日本人のための日本語文法入門』，講談社現代新書, 2012年) 
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8/51 

【１】2021 大阪市立大学 2/25,前期・専門学科･総合学科卒業生・大阪府指定医療枠含む 商 経済 法 文 理 

工 医 生活科  

 

  次の日本文を読んで，下線部(1) (2)の内容を英語で表現せよ。 

 

  しばしば大学は，浮き世離れしているとか，世間の実情からかけ離れていると批判されてきました。しかし，

じつはその距離こそが大切なのです。一般社会と同じ論理でそのまま違和感もなく過ごしてしまえるような場

に，成長の契機はありません。 

  大学は，社会のなかで「異の空間」でありつづける必要があります。(1)何かがよくわかるような場ではなく，

いったんよくわからなくなったり，疑問が芽生えたり，自分自身を問われる場に身をおいたほうが，人は成長

できます。 

  毎年三月，就活を乗り越え，単位をそろえて，晴れやかな顔で卒業していく学生たちの姿は，とても微笑
ほほえ

ま

しいものです。教員としてできることはやったのだから，これでいいのかもしれないと思う一方で，いつも不

安を感じてしまいます。 

  (2)自分は学生たちの何かをちゃんと壊せただろうか，あらたな自己や世界のあり方に触れさせることができ

たのだろうか，と自問してしまいます。 

  大学がその役割を果たすには，大学が高校までの教育と社会人としての生活のあいだのひとつの断絶として，

根本的な問いを喚起する深い沼になっている必要があります。 

(松村圭一郎『これからの大学』春秋社，2019 より) 
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【２】2020 大阪市立大学 2/25,前期・専門学科･総合学科卒業生・大阪府指定医療枠含む 商 経済 法 文 理 

工 医 生活科  

 

  次の日本文を読んで，下線部(1)(2)(3)の内容を英語で表現せよ。 

 

(著作権処理の都合により省略) 

《出典》  伊集院静  『女と男の絶妙な話。』  文藝春秋，2019 

 

(1)  “もっと手っ取り早い方法を言えば，自分以外の人はどうやって生きているかを見る方がいい場合もあ

る。” 

 

(2)  “実は旅をし，人々を見ることで，自分がまだ何ひとつできない青い若者でしかないということを，身を

もって教えられるのです。” 

 

(3)  “外へ出れば，それまで家があり，家族が守ってくれていたこと，故郷に抱かれていたことを痛感します。” 
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【３】2019 大阪市立大学 2/25,前期・専門学科･総合学科卒業生・大阪府指定医療枠含む 商 経済 法 文 理 

工 医 生活科  

 

  次の日本文を読んで，下線部(1)(2)(3)の内容を英語で表現せよ。 

 

  私にとって，日本語でものを書くということは，常に大きなチャレンジに感じられる。(1)内容を問わず，日

本語で書くということだけで，かならず気持ちに張りあいがある。本書に関しても，同じ気持ちである。前著

『日本人の英語』の「あとがき」に書いた通り「(2)自然な英語を身につけたい人にとって，本書がはたしてどれ

ほど役立つかはわからないが，私としては，これだけの量の和文を書いてみて，大変勉強になったと思う」。

今回も，あまり綺麗
きれい

な和文とはいかなくても，一冊の本になるくらいの原稿が何とか書き上がっただけで，私

にとっては大変に嬉
うれ

しく思えるのである。 

  日本語のワープロに向かって何かを書こうとするたびに，いまだに言葉のハンディキャップを強く感じる。

(3)母国語を使わずに書くと，自分の立場がどれだけ弱くなるのかを，改めて思い知らされるのである。 

(マーク・ピーターセン，『続  日本人の英語』，1990 より) 
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【４】2018 大阪市立大学 2/25,前期・専門高校･総合学科卒業生・地域医療枠・大阪府指定医療枠含む 商 経

済 法 文 理 工 医 生活科  

 

  次の日本文を読んで，下線部(1)(2)(3)の内容を英語で表現せよ。 

 

  (1)わたしは物を持つのが嫌いである。世の中にはコレクターと呼ばれる方々もけっこうおられるようで，種々

のものを収集・保管しておくことを生き甲斐とする人も少なくないようだが，(2)私は本であれ CD であれ衣服

であれ何であれ，自分のまわりに物が増え始めると気が落ち着かない。よって仕事中にやおら立ち上がり，視

界に入るいろんなものを手当たり次第に捨て始めることがよくある。 

  わたしは連合いにも「物を増やすな。(3)一年間使用しなかったものはお前様の人生にとって不要なものだか

ら，うち捨ててしまえ」と常日頃から言い聞かせているのだが，「そんなこと言ったって，いつか使うかもし

れないし」などと言う連合いは物を捨てられない性質の人間であり，このことが原因となって両者の間で 諍
いさか

い

が勃発することも往々にしてある。 

(ブレイディみかこ『花の命はノー・フューチャー』より。一部省略あり) 
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【５】2017 大阪市立大学 2/25,前期・専門高校･総合学科卒業生・地域医療枠・大阪府指定医療枠含む 商 経

済 法 文 理 工 医 生活科  

 

  次の下線部(1)(2)の内容を英語で表現せよ。 

 

(著作権処理の都合により省略) 

《出典》  丸山宗利  『昆虫はすごい』 
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【６】2016 大阪市立大学 2/25,前期・専門高校･総合学科卒業生・地域医療枠・大阪府指定医療枠含む 商 経

済 法 文 理 工 医 生活科  

 

  次の日本文は，鎌田浩毅氏が野口晴哉著『風邪の効用』について述べたものである。これを読んで，下線部

(1)(2)(3)の内容を英語で表現せよ。 

 

  健康は古今東西すべての人の願いであるが，著者は体を詳しく観察することから健康の本質を熟考した。世

間では，健康とは病気でない状態を指し，もし風邪を引いたらさっさと薬を飲んで熱を下げようとする。(1)と

ころが著者は，風邪にかかるのは人体に何らかの必然性があるからだと考える。発熱には体全体の歪
ゆが

みを正す

効果があり，無理に避けるべきものではないと，説く。 

  「風邪を全うすると，自ずから改まる体の状態がある。栄養過剰とか，そのための気分の鬱滞とか，億劫
おっくう

に

なるとか，体が妙に重くて疲れたような感じとか(中略)風邪を経過すれば自ずから消失してしまいます。」(2)

風邪は必要あって体を通り過ぎてゆくものと考える著者は，「風邪を経過する」と独特の表現をする。 

  では，その後はどうすればよいか。「経過した後は体を休めねばならない。高熱の後，平温以下になったら

安静にする。(中略)風邪を経過するのに働いた処に休みを与えると，後は丈夫になる。」何と，風邪を引く前

よりも健康になると言うのだ。 

  つまり，すぐに薬や医師に頼るのではなく，自分で判断して経過を見ることが大切なのである。(3)風邪を薬

で無理に治すと，本来体が持つ自然治癒力を損ない，大きな病気にかかりやすくなるとも述べる。 

(鎌田浩毅『座右の古典』より。一部省略あり) 
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【７】2015 大阪市立大学 2/25,前期日程・専門高校･総合学科卒業生含む 商 経済 法 文 理 工 医 生

活科  

 

  次の日本文を読んで，下線部(1)「寝食を保証され，日々新しい土地の風物に次々に触れられる」，(2)「世

界のさまざまな国から来た乗客との交友を通じて，自分の中に新しい世界が創られてくる」，(3)「金と暇がど

うにかできた頃にはいい年齢となってしまっていて，せっかくの船旅に出ても，体と思考が思いどおりには働

かない」の内容を英語で表現せよ。 

 

(著作権処理の都合により本文省略) 

《出典》  西江雅之  『わたしは猫になりたかった』 
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【８】2014 大阪市立大学 2/25,前期日程・専門高校･総合学科卒業生含む 商 経済 法 文 理 工 医 生

活科  

 

  次の下線部(a)(b)(c)の内容を英語で表現せよ。 

 

  そもそも痛みに形はあるのか。これに対する答えはイエスでもありうるし，ノーでもありうる。もしも，「形」

が視覚や触覚によってとらえられるものの外見的な姿ということであるなら，痛みに形はないことになる。(a)

痛みは目で見ることも手で触ることもできないからである。 

  頭が痛いというとき，頭に触ってみることはできる。が，(b)頭は痛みが生じている場所であって，痛みその

ものではない。「痛み」というのは，考えてみると実に不思議な感覚である。 

  (c)「痛みには天気に似たところがある」とハリデー(Halliday)は言う。説明は特にない。が，これは言い得て

妙である。頭が痛いとき，頭が「一面に」痛いのである。どこから始まってどこで終わるというようなことは

なく，ただ「一面に」痛いのである。例えば，雨がどこから始まりどこで終わるともなく降っているように。 

(安井稔『英語学の見える風景』より。一部省略あり。) 
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【９】2013 大阪市立大学 2/25,前期日程・専門高校･総合学科卒業生 商 経済 法 文 理 工 医 生活科  

 

  次の下線部(a)(b)(c)の内容を英語で表現せよ。 

 

  二十年あまり前の話である。私は成人後，ずっと独り暮らしを続けてきた。(a)実家も同じ東京にあったが，

家族そろっての生来のつきあい下手から，おたがいに連絡しあうということがほとんどなかった。用もなかっ

た。私の書いた小説が雑誌に掲載されるようになったときも，勤めをやめて小説に専念することになったとき

も，知らせなかった。 

  結婚することになったときだけは，さすがに電話で知らせた。(b)もっと若いときのことだったら相談もした

だろうが，四十近くになってからの同棲，結婚なので，事後報告ということですませた。 

  その際の親の反応は鈍いものだった。驚いていたような気もするし，がっかりしていたような気配もなくは

なかった。喜ぶということはなかった。すでに兄も妹も結婚していたが，(c)私のことは結婚しないと勝手に思

いこんでいたのかもしれない。 

(増田みず子「父娘
おやこ

の銀座」より。一部省略あり。) 
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【１０】2012 大阪市立大学 2/25,前期日程・専門高校･総合学科卒業生 商 経済 法 文 理 工 医 生活

科  

 

  以下の文章は，2011 年 3 月 11 日の東日本大震災によって生じた原発事故について述べたものである。下線

部(a)(b)(c)の内容を英語で表現せよ。 

 

(著作権処理の都合により省略) 

《出典》  内田樹，中沢新一，平川克美  『大津波と原発』  朝日新聞，2011 年，p.114 

 

[注]   

鼎談  3 人が向かい合って話をすること。 
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【解答１】2021 大阪市立大学 2/25,前期・専門学科･総合学科卒業生・大阪府指定医療枠含む 商 経済 法 文 

理 工 医 生活科  

(1)  You can improve yourself better when you are in an environment where you no longer 

understand something, where you feel some doubts or where you have to reflect on yourself. 

(2)  Then, I ask myself if I have succeeded in making my students realize that their knowledge is 

incomplete or if I have enabled them to see themselves and the world as they really are. 

 

《出典》松村圭一郎「これからの大学」pp.38 春秋社(2019) 

 

【解答２】2020 大阪市立大学 2/25,前期・専門学科･総合学科卒業生・大阪府指定医療枠含む 商 経済 法 文 

理 工 医 生活科  

(1)  As a quicker way to learn it, at times, it is advisable to see how other people live. 

(2)  The fact is that observing various people while travelling will bring it home to you that you 

are too young and inexperienced to do anything on your own. 

(3)  When leaving home, you will keenly realize that you have had a home, where your family 

protects you, and have been embraced by your hometown. 

 

《出典》伊集院静「女と男の絶妙な話。」pp.24-25 文藝春秋(2019) 

 

【解答３】2019 大阪市立大学 2/25,前期・専門学科･総合学科卒業生・大阪府指定医療枠含む 商 経済 法 文 

理 工 医 生活科  

(1)  To write something in Japanese, whatever it is, always makes me excited. 

(2)  I am not sure how useful this book will be to those who would like to acquire natural English, 

but as for me, I am sure that this large amount of writing in Japanese has been very helpful. 

(3)  When I write something without using my native language, I never fail to realize that I have 

much difficulty expressing myself. 

 

《出典》マーク・ピーターセン「続 日本人の英語」pp.183 岩波書店(1990) 

 

【解答４】2018 大阪市立大学 2/25,前期・専門高校･総合学科卒業生・地域医療枠・大阪府指定医療枠含む 商 

経済 法 文 理 工 医 生活科  

(1)  I dislike storing up things. 

(2)  I feel ill at ease when I see many things pile up around me whether they are books, CDs or 
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clothes. 

(3)  If you have not used something for one year, then you should throw it away because it is 

useless to you. 

 

《出典》ブレイディみかこ「花の命はノー・フューチャー DELUXE EDITION」pp.221-222,一部省略 筑摩書房(2017) 

 

【解答５】2017 大阪市立大学 2/25,前期・専門高校･総合学科卒業生・地域医療枠・大阪府指定医療枠含む 商 

経済 法 文 理 工 医 生活科  

(1)  What is more, one million is merely the number of insect species that are known and there 

are still far more species that are unnamed or undiscovered. 

(2)  Thus, “the discovery of a new species” may seem amazing, but actually it is not so 

remarkable. What is difficult is to judge scientifically whether what is discovered is really a 

new species. 

 

《出典》丸山宗利「昆虫はすごい」 

 

【解答６】2016 大阪市立大学 2/25,前期・専門高校･総合学科卒業生・地域医療枠・大阪府指定医療枠含む 商 

経済 法 文 理 工 医 生活科  

(1)  The author, however, thinks that you catch a cold because there is something wrong with 

your body. 

(2)  The author also thinks that you have a cold out of necessity and refers to this experience as 

“go through a cold.” 

(3)  In addition, the author warns that if you cure a cold using some medicine, the healing power 

of your body will be damaged and that you will be more likely to suffer from a serious disease. 

 

《出典》鎌田浩毅「座右の古典 賢者の言葉に人生が変わる」pp.159,一部省略 

 

【解答７】2015 大阪市立大学 2/25,前期日程・専門高校･総合学科卒業生含む 商 経済 法 文 理 工 医 

生活科  

(1)  You can eat and sleep comfortably, and you can enjoy scenes and lifestyles of new places day 

after day. 

(2)  You can create a new world within yourself by interacting with passengers from different 

countries of the world. 
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(3)  When you have enough time and money to spare, you are too old to go on a voyage because 

you are mentally and physically exhausted. 

 

《出典》西江雅之『わたしは猫になりたかった : “裸足の文化人類学者"半生記』新潮社(2002) 

 

【解答８】2014 大阪市立大学 2/25,前期日程・専門高校･総合学科卒業生含む 商 経済 法 文 理 工 医 

生活科  

(a)  This is because it cannot be seen or touched. 

(b)  The head is where you feel the pain, not the pain itself. Considering what it is, “pain” is 

really mysterious.  

(c)  “Pain is like the weather,” says Halliday. He doesn’t give any more explanations, but this is a 

marvelous way of putting it. 

 

《出典》安井稔「痛み表現について」『英語学の見える風景』開拓社(2008) 

 

【解答９】2013 大阪市立大学 2/25,前期日程・専門高校･総合学科卒業生 商 経済 法 文 理 工 医 生

活科  

(a)  My parents, also lived in Tokyo, but we Seldom got in touch with each other, for we were all 

unsociable by nature. 

(b)  If I had been much younger, I would have talked to my parents about my marriage, but 

actually I was getting nearly forty when I came to live with my boyfriend and decided to marry 

him. So, it was only after our marriage that I told them about it. 

(c)  They seemed to assume that I would never marry. 

 

《出典》増田みず子「父娘の銀座」光村図書出版(2009) 

 

【解答１０】2012 大阪市立大学 2/25,前期日程・専門高校･総合学科卒業生 商 経済 法 文 理 工 医 

生活科  

(a)  in the world, an accident beyond our imagination can occur 

(b)  We were not so humble as to know what we didn’t understand and what we couldn’t do, as 

well as what we did understand and what we could do. 

(c)  how we can discuss energy, water, or air without considering the merits and demerits or 

economic efficiency 
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《出典》平川克美 "大津波と原発"<2013,朝日新聞社>P116／中沢新一 "大津波と原発"<2012,朝日新聞社>P115

／内田樹 "大津波と原発"<2011,朝日新聞社>P114 
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【１】2021 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健  

 

  豆腐は角があった方がいい。 

  (1)刃物のような鋭いエッジが，柔らかいものでできている，というのが豆腐*だ。それを箸
はし

で切って食べる

のが，豆腐というものではないですか。古いですか，俺。(2)あの豆腐*のたたずまいには，日本食の美のひとつ

の極みがあるような気がするのだが。 

 

*豆腐：tofu 
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【２】2021 大阪府立大学 3/8,中期 工  

 

  次の日本文の下線部(1)と(2)を英語に訳せ。 

 

  アメリカの大学，といってもピンからキリまでありますが，その基本はリベラル・アーツ・エデュケーショ

ン。つまり人文科学，自然科学，社会科学など幅広く勉強させ，知性や感性を刺激して自己発見させる教養教

育です。(1)自分という人間は何が得意か，どういう能力を持っているかは時間をかけなければ，そう簡単には

わからない。アメリカではその期間として大学を考えています。日本もそれにならえばどうかと私は思います。 

  (2)すぐれた科学者は一芸に秀でていながら，あらゆる視野を多角的に持っているものです。そのことがひい

ては創造性の原動力になるわけですし，それをこそ大学教育で育てるべきなのです。 

(江崎玲於奈『創造力の育て方・鍛え方』より。一部省略あり) 
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【３】2020 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健  

 

  次の日本文の下線部(1)，(2)を英語に訳せ。 

 

  職場で一番の人気者にでもなってしまうと，いろいろ大変だ。 

  (1)1 位を維持するためには並々ならぬ努力が必要になるし，誰にでも嫌いな人にでも 愛 嬌
あいきょう

をふりまかなけ

ればならなくなるからである。(中略) 

  (2)その点，2 番手，3 番手でいいや，と割り切れば肩肘
かたひじ

を張らなくなるし，自然体でいることができる。 
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【４】2020 大阪府立大学 3/8,中期 工  

 

  次の日本文の下線部(1)と(2)を英語に訳せ。 

 

  (1)時代を見極める視点を持つことは，自らの生き方や職業を考えていく上でも大いに役立つでしょう。学生

時代には学校や先生が防波堤となり，君たちを守ってくれましたが，これからは自らの頭で判断し，人生を切

り開いていかねばなりません。自分のことは，自分で守っていかなくてはならないのです。 

  人工知能(AI)の開発が急速に進み，人間の判断力や能力を超える日が来ると予測されています。しかし，自

らの人生を決断するのは，AI ではありません。君たち自身なのです。多くの人々があり得ないと考えていた出

来事が起こる世の中だからこそ，時代を読むアンテナを高く張り，変化に備えておく必要があるのです。 

  (2)好奇心と学び続ける意欲を失わなければ，きっと人生は豊かになるはずです。 

(池上彰『池上彰の未来を拓く君たちへ』より) 
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【５】2019 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健  

 

  次の日本文の下線部(1)，(2)を英語に訳せ。 

 

  (1)絵を見るという行為は，いつでも，作者の見た目で，世界を見るという行為です。また，見る人間もそこ

に参加します。そうして，今度は自分の目でそのイメージから自分の意味をひきだすのです。(2)そこにはいつ

でもさまざまな体験や感情をもった人間のコミュニケーションが成立します。そして人間はいつでも，ことば

によってのみコミュニケーションをするのではなく，ことばにならないものを，イメージによって伝えてもい

るのです。 
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【６】2019 大阪府立大学 3/8,中期 工  

 

  次の日本文の下線部(1)と(2)を英語に訳せ。 

 

  生きていくうえでもっとも大切なことのひとつが，「待つ」ことであると考えている。 

  人生一般において「待つ」ことの効用を知る意味は大きい。 

  自分の大望の実現も，ふだんの努力はもちろんのこと，本当に時宜
じ ぎ

を得るまでじっと待つ我慢強さがあって

はじめてチャンスが活かせるものである。チャンスを見逃す失敗よりも，チャンスと思ってあわてて飛びつい

たための失敗のほうが多いのがふつうだ。(1)後で考えてみると，チャンスと思ったのも，待つ苦痛に耐え切れ

なかっただけだったことに気づくことが多い。 

  対人関係や自分自身の心の問題を抱えているときも，待つことが大事だ。下手に動くよりも，じっと待つこ

とで解決に至ることが多いからである。敵対心，怒り，失意，失望，喪失感，落胆などの感情も，時間が癒
いや

し

てくれることが存外多いものだ。 

  人生の重要な岐路で，待つ強さを発揮できる人は，レストランの待ち時間などの日常の些事
さ じ

でも，悠揚
ゆうよう

せ

まらず待てるようである。(2)待つことにすぐに苛立
いらだ

ちを出す人には，人間としての弱さを感じる。 
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【７】2018 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健  

 

  次の日本文の下線部(1)，(2)を英語に訳せ。 

 

  「学ぶ」とは，いったいどういうことでしょうか。 

  現代は，知識偏重の時代です。(1)人々は学問といえば，いわゆる「読み書き」のことと思い込み，自分の目

で「見る」ということ――その生身の体験がもたらす豊饒な世界を忘れてしまったのかもしれません。「見る」

ことによって伝わる意味内容は，言語から得られるそれとは，まるで質の違うものです。(2)とりわけ「美」を

見ることの感動は，とうてい言葉や文字に置き換えることはできません。 

 

  



 

35/51 

【８】2018 大阪府立大学 3/8,中期 工  

 

  次の日本文の下線部(1)と(2)を英語に訳せ。 

 

  言語学が専門の故・陣内正敬関西学院大学教授に「言語行動としての高校野球・選手宣誓」などの論文があ

る。球児の宣誓の語彙の変化を調べた。2000 年以降は「感動を与える」が頻出。メディアが甲子園を劇場化

し，選手も演技者として振る舞う意識を読み取る。 

  (1)かつては，厳しい練習に耐え，母校の栄冠を目指す意気込みが目立った。1980～90 年代は晴れの舞台に立

つことへの感謝の言葉に変わり，近年はプレーを通じて人々に感動を与える視点が登場する。(中略) 

  来春の大会から新たにタイブレーク制が導入されるという。延長十三回から走者を置いて攻撃する特別ルー

ルで，選手の負担軽減などが目的だ。「名勝負がなくなるのはさみしい」「プロ野球こそ延長戦で決着を」…

…。居酒屋では早速，お父さんたちが熱く語る。長時間の練習や，地方予選の在り方にも議論は及ぶ。(2)高校

野球に「感動」を求めてきた，私たちの意識も問われよう。 
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【９】2017 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健  

 

  次の日本文の下線部(1)，(2)を英語に訳せ。 

 

  運動は好きか嫌いかといわれたら，好きなほうだと思う。テレビドラマは全く見ないが，スポーツ番組は野

球，サッカー，ゴルフ，陸上，何でも見る。(1)たまにどこでもいいから，全速力で疾走したい衝動に駆られた

りするけれど，大人になるとそういう機会がないのが残念である。疾走はしないまでも，体を動かさないと気

分がよくないので，一日に一度は必ず外に出て，歩くようにはしている。体を動かすのは絶対にいやだという

タイプではないけれど，運動が上手かといわれたら，頭の上に大きな疑問符がつく。好きだけど下手なのであ

る。 

  (2)小学生のときは，まるで下半身が車輪でできているのではないかと思えるくらい，毎日，自転車に乗りま

くっていた。中学生のときには卓球部の部長を務めたり，同級生の男の子や女の子たちと，スケートリンクに

滑りに行った。 
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【１０】2017 大阪府立大学 3/8,中期 工  

 

  次の日本文の下線部(1)と(2)を英語に訳せ。 

 

  スマートフォンやパソコンを使えば，国の内外を問わず，さまざまな情報を素早く手に入れることができる

時代になった。しかし，多くの人びとにとって，最大の情報源は，いまも新聞である。一日中パソコンに向かっ

て検索しつづけているのは，企業の中でも特別な職場にいる人だし，その人だって，まずは新聞によって世の

中の動きを知るのだから。(1)朝の電車で出勤する人たちが手にしている新聞は，前夜遅くまでの日本と世界の

動きの，いわば要約を示しているわけである。 

  この要約性と持ち運び可能性と，読みたいときに何度でも読み返せることこそ，新聞の第一の特性である。

朝，新聞に目を通すことによって，人びとは，前夜までの世の中の情勢について，いわば横並びになるのであ

る。そこから一斉にスタートするのだ。 

  (2)いまさら強調するまでもなく，朝，新聞を読むことは，考えるための基本となる資料入手の第一歩なので

ある。 
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【１１】2016 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健  

 

  次の日本文の下線部(1)，(2)を英語に訳せ。 

 

  丘のうえに松の木が一本ある。ずっと向うに，海をへだててヴェスヴィオ火山が見える。白黒写真のそんな

絵はがきを父からもらって，ながいことなくさずに持っていた。小学校一年のとき，父が洋行の旅先から送っ

てくれたものである。(1)自分と妹の名でもらったことが，しかもそれがふだんはいっしょに暮らしている父か

ら来たことがうれしかったのを覚えている。何度もどこかにしまい忘れては，また出てくる，というのを繰り

かえすうちに，見えなくなった。(2)それでも棄てたはずはないから，どこかの引きだしに古い手紙にまじって，

いまでもあるのだろう。その絵はがきの裏には，角のとれた，かたちのいい，大きな父の字で，「ナポリを見

て死ね，という言葉があります」とあった。もっとほかにも書いてあったのかもしれないが，それは忘れてし

まった。 
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【１２】2016 大阪府立大学 3/8,中期 工  

 

  次の日本文の下線部(1)と(2)を英語に訳せ。 

 

  (1)科学技術がこれだけ進歩した現代という時代にあって，新聞やテレビにも科学的裏付けの乏しい情報が氾

濫していると言わざるを得ない。私自身の専門の一部に，コラーゲンの生合成があるが，未だに新聞などに「飲

むコラーゲン」「食べるコラーゲン」の宣伝がまかり通っていることを苦々しく思っている。 

  食べたコラーゲンは，胃や腸で分解され，アミノ酸を供給してさまざまなタンパク質を作るのに貢献する。

それだけである。決して取り込んだコラーゲンがそのままコラーゲンとして蓄積し，肌の張りを生み出すこと

はあり得ない。同じ食べるならまずくて高いコラーゲンより，美味い肉を食ったほうが得であるのは高校で習

う細胞生物学の知識だけで十分理解可能であろう。 

  (2)学校で習った生物などの知識が，現実生活のなかで少しも活かされていないということを痛感する。勉強

は学校で習うもの，現実の生活のなかの知識とは別の棚にしまっておくものという態度が，一般の社会人のな

かに知らず知らず侵入しているのではないだろうか。 
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【１３】2015 大阪府立大学 2/25,前期日程 現代システム科 生命環境科 地域保健  

 

  次の日本文の下線部(1)，(2)を英語に訳せ。 

 

  ひるの間にいやなことがあったとする。そんな仮定をしなくても，われわれの日々は不快なことにこと欠か

ない。人に会い，仕事の話をし，会議をしたりすれば，かならずといっていいほど，心にトゲがささる。 

  忘れようとすれば，するほど，意地悪く思い出されて，そのたびにうずきが走る。へとへとに疲れて家に帰

るのは，体だけではない。(1)満身に痛手をうけた心のせいで，疲労はいっそう深刻である。 

  (2)よくしたもので，たいていのことは，一夜明ければ嘘のように忘れている。それだからこそ生きてもいら

れるのだ。これを優等生の記憶のように忘れず蓄積していったら気が変にならない人間はいないはずだ。本当

に頭のいい人間とは，忘れるべきことを労せずして忘れられる人のことでなければならない。 
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【１４】2015 大阪府立大学 3/8,中期日程 工  

 

  次の日本文の下線部(1)と(2)を英語に訳せ。 

 

  森繁久彌さんは，『屋根の上のバイオリン弾き』というミュージカルを 700 回以上も演じ続け，しかも観客

が増えこそすれ，減ることはなかった。はるか地方からも，わざわざバスまで仕立てて，団体客も来た。老い

も若きも，男も女も森繁さんの舞台に押しかけた。 

  なぜこれほどまでに，長期間にわたって，このミュージカルに観客が集まったのか。それを森繁さんは，こ

う語ったものである。 

  「同じことをくり返すわけです。(1)ややもすると演じる自分自身がマンネリ化というか，演じる感動を失い

ます。しかし，そうなったらもうおしまいです。お客様に感動を感じていただくためには，(2)まず役者自身が，

一回一回を，まるで初めての舞台を演じるように努めなきゃいけません。役者が一回一回の役に感動的に体当

りしないと，お客様に感動を与えることなんてできませんよ。」 
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【１５】2014 大阪府立大学 2/25,前期日程 現代システム科学域 生命環境科学域 地域保健学域  

 

  次の日本文の下線部(1)，(2)を英語に訳せ。 

 

  耳に心地よい話には毒がある。簡単にお金がもうかる，幸せになれる，と言われても，はい，そうですかと

簡単に信じることはできないだろう。だから，(1)誰かが都合のよい話をし始めたら，本当の狙いは何なのかを

十分考え，注意するに越したことはない。とは言え，多くの人はついつい口先だけの話にだまされてしまう。

(2)世の中には信じられないような都合のよい話が転がっているのだから，一つくらい私に回ってきてもいいは

ずだと思っているのかもしれない。誰しも夢を信じたいのだ。しかし，残念ながら，その気持ちにつけこむ悪

人もまた世の中にはたくさんいるのである。 

 

  



 

43/51 

【１６】2014 大阪府立大学 3/8,中期日程 工学域  

 

  次の日本文の下線部(1)～(3)を英語に訳せ。 

 

  真偽のほどは定かではないが，「もったいない」という言葉は，日本語にしか存在しないと聞いたことがあ

る。少なくともドイツ語や英語には，これと同じ意味を持つ単語はない。ドイツ語の場合，「(何かを捨てたり

するのは)残念だ」といった言い回しになる。例えば，食べ物を捨てざるを得ないとき，ドイツ人は「(1)せっか

く時間をかけて作ったのに，お金を出して買ったのに，捨ててしまうのは残念だ。時間が，お金が，苦労が無

駄になってしまった」と考える。あくまで自分発信だ。もちろん日本語でも「もったいない」を同じような意

味で使うことも多い。しかし，この言葉はもっと深い意味を持っている。本来，「もったいない」の「勿体」

は物体のこと，すなわち物事の姿，本質を表す言葉だ。つまり「もったいない」とは，物事が持つ本質が生か

されず，その本来の役割を果たしていないことを表している。自分ではなく物事の視点に立った考え方と言え

よう。(中略) 

  ワンガリ・マータイは,「もったいない」という言葉をリデュース(ゴミ削減)，リユース(再利用)，リサイク

ル，そしてリスペクト(尊敬)の 4 つの R を一語で言い表せる言葉として理解した。そしてこの「もったいない」

こそが，これからの世界に必要な言葉だと考えた。(2)食料や資源の無駄をなくし，世界で公平に分け合おうと

いう願いを，この一語に託したのだ。 

  『さらば，食料廃棄』を翻訳しているとき，私の頭の中は，「もったいない」であふれかえっていた。そこ

には想像を絶する事実が列挙されていた。いや，(3)想像を絶すると言うと，うそになるかもしれない。たくさ

んの食べ物が捨てられていること，魚が乱獲されていること，穀物が投機の対象になっていること，バイオ燃

料のうさんくささ，どれも何となく分かっていたことだ。しかし，これらの事実を，具体的な数字とともに目

の前に列挙されたとき，戸惑いを覚えるしかなかった。どうしてこんなことになってしまっているのだろうか，

と。 
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【１７】2013 大阪府立大学 2/25,前期日程 現代システム科 生命環境科 地域保健  

 

  次の日本文の下線部(1)と(2)を英語に訳せ. 

 

  (1)孤独からぬけ出ようとして，友達を求めるとき，注意しなければならないことがある。 

  それは，友達に過大な夢や期待をもってはならないということである。お互いがもともと見ず知らずの人間

どうしなのだから，友人のすべてがわれわれに理解できるものではない。理解できるのは，ある側面だけであ

る。(2)だから，たとえ少しでも理解できた側面を大事にし，そこからわれわれの友情は出発していくべきであ

る。友を過大評価して自己を全部友人に投影し，自分の思い通りになるとは考えないことである。 

(『丸山真男著作集』第 8 巻より一部改変) 
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【１８】2013 大阪府立大学 3/8,中期日程 工  

 

  次の日本文の下線部(1)と(2)を英語に訳せ。 

 

  日本人男性と結婚した外国人女性たちの座談会をテレビで見た。出席した 7 人の女性たちのうち 5 人までが

欧米出身，2 人がアジア出身であったが，彼女らの母国と日本とのいわば幾重もの文化衝突の実態が，具体的

な日々の生活のなかで語られてまことに興味深かった。 

  座談会の最後に司会者が，彼女らに結婚を決意させるに至った日本人のご主人のプロポーズのことばを問う

た。すると，1 人を除いて 6 人までが，特別のプロポーズのことばはなかったと答えたのがとくに印象的であっ

た。おそらく，人の人生でもいわば最も重要な決断をうながす結婚の申し込みである。(1)欧米では一般に，明

確なことばによる意思表示を伴わないプロポーズなど，とても責任あるプロポーズとは考えられそうもないか

らである。 

  (2)ここには，とかくわれわれが見落としがちな欧米と日本のことばそのものに対する考え方の違いが，明瞭

に表れている。欧米では一般に，ことばは「唯一の情報伝達の手段」(the means of communication)とみなさ

れる傾向が強い。人間同士の意思の疎通は，出来るかぎりことばを媒介として行おうとする強い姿勢が目立つ。

それだけに，ことばのもつ社会的価値は相対的に高い。 
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【１９】2012 大阪府立大学 2/25,前期日程 現代システム科学域 生命環境科学域 地域保健学域  

 

  次の日本文の下線部(1)，(2)を英語に訳せ。 

 

  (1)私は幸運なことに，親から，人間は正しく理解されることなどほとんどない，と教わった。私自身，私よ

りもっと幸福な人もいるだろうけれど，もっと不幸な人もいるだろう，と当たり前のことを考えていた。(2)もっ

と不幸な人と比べると私の幸福は感謝しなければならないし，もっと幸福な人と比べると私のほうが人生を

知っている，と思うことにした。 
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【２０】2012 大阪府立大学 3/8,中期日程 工学域  

 

  次の日本文の下線部(1)と(2)を英語に訳せ。 

 

  小さい頃から私は，「自己主張をあまりするな」「言い訳はぐだぐだと言うな」「理屈を言うな」，そう言

われて大人になった。同じしつけを受けた人も多いだろう。 

  しかし，海外で働いてみると，それが全部日本人のためにならないどころか，国際舞台で日本人が損をする

原因を作っていることに気づいた。 

  パリに本部のある OECD では，ああ言えばこう言う，やたら理屈の多いフランス人やイギリス人に囲まれ

て仕事をした。 

  「(1)小さい時からごちゃごちゃ理屈をこねる大人に囲まれて育ったこの人たちの理屈には年季が入っている。

とても太刀打ちはできない。」 

  私はよくそんな絶望的な気持ちになったものだ。ただ，後から考えれば，当時の経験は私のキャリア形成に

おいてとても良い勉強だったと思う。 

  (2)たとえば，「言い訳をしない」といった日本では美徳とされている行動は，外国では致命的であったりす

る。 

  外国人と接する時に日本人が損をしてしまうのは，どうしてもそういった美徳を守ってしまうからなのだろ

う。この美徳が身にしみついているため，他の行動パターンに移れない，と言った方が正しいのかもしれない。

自分のために言い訳をせず黙っているのがアイデンティティの一部にでもなってしまった感じだ。 
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【解答１】2021 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健  

(1)  The nature of tofu is that its edges are as sharp as a knife but they are not hard but soft. 

(2)  There is something about the appearance of tofu that makes me think that it has an ultimate 

beauty of Japanese food. 

 

【解答２】2021 大阪府立大学 3/8,中期 工  

(1)  It takes quite a long time to tell what you are good at or what kind of ability you have. 

(2)  Great scientists are experts in their own fields, but they can also look at things from various 

points of view. 

 

《出典》江崎玲於奈「創造力の育て方・鍛え方」一部省略 

 

【解答３】2020 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健  

(1)  It is necessary for you to make extraordinary efforts to maintain top position, and to be 

forced to make yourself charming to everyone including those you dislike. 

(2)  On the other hand, if you choose to accept that you are ranked second or third, you will not 

be required to make enormous, continuous effort and can stay as you are. 

 

【解答４】2020 大阪府立大学 3/8,中期 工  

(1)  It will be a great help to have the ability to read the trend of times when you think about 

your lifestyle and your choice of job. 

(2)  Unless you lose curiosity or desire to pursue learning, you can live a rich and full life. 

 

《出典》池上彰「池上彰の未来を拓く君たちへ」 

 

【解答５】2019 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健  

(1)  The act of looking at a picture is inevitably the act of looking at the world through the eyes of 

the painter. 

(2)  This process involves communication between people with different experiences and feelings. 

 

【解答６】2019 大阪府立大学 3/8,中期 工  

(1)  You often realize later that you thought it was a chance because it was an unbearable pain to 

have to wait. 
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(2)  Someone who easily gets irritated at having to wait may have human weakness. 

 

【解答７】2018 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健  

(1)  People believe that studying means reading and writing. Because of this, they may have 

forgotten to see the world with their own eyes ― the rich world that their actual experience 

has brought them. 

(2)  Above all, great impressions you receive from seeing what is beautiful can never be replaced 

by spoken or written words. 

 

【解答８】2018 大阪府立大学 3/8,中期 工  

(1)  Long ago, it was expressed that the players had endured hard training in order to win the 

laurels of victory. 

(2)  Maybe we should reflect on our expectation of great impressions from National High School 

Baseball Championship. 

 

【解答９】2017 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健  

(1)  I sometimes feel inclined to run as fast as I can wherever it is, but unfortunately, I have no 

chance to do so after I have grown up. 

(2)  When I was an elementary school child, I rode my bicycle day after day as if the lower half of 

my body were made up of wheels. 

 

【解答１０】2017 大阪府立大学 3/8,中期 工  

(1)  Morning newspapers commuters read on the train give a summary of the trends of Japan 

and the rest of the world until late the previous night. 

(2)  It is too obvious that reading morning papers is a first step in collecting basic material for 

thinking. 

 

【解答１１】2016 大阪府立大学 2/25,前期 現代システム科 生命環境科 地域保健  

(1)  I remember I felt happy about the picture postcard because it was addressed to my sister and 

me from my father, who lived with us. 

(2)  I cannot have thrown the postcard away, so maybe it is in some drawer with old letters. 

 

【解答１２】2016 大阪府立大学 3/8,中期 工  
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(1)  It is a matter for regret that in spite of great advance in modern technology, there is so much 

information on newspapers and TV that is not based on scientific evidence. 

(2)  I am keenly aware that knowledge of biology and other sciences learned at school is not put 

to any use in our real life. 

 

【解答１３】2015 大阪府立大学 2/25,前期日程 現代システム科 生命環境科 地域保健  

(1)  Because of the heart that is seriously damaged, our fatigue is all the deeper. 

(2)  It is funny how things work out; we forget most things just like a miracle after we have a 

good night’s sleep. That is why we can live on. 

 

【解答１４】2015 大阪府立大学 3/8,中期日程 工  

(1)  We are liable to become routine and lose the passion to play a role. 

(2)  first of all, actors themselves should try to behave as if they were making their first ap-

pearance on the stage. 

 

【解答１５】2014 大阪府立大学 2/25,前期日程 現代システム科学域 生命環境科学域 地域保健学域  

(1)  If someone begins making you an offer that sounds too good to be true, it would be best to be 

careful and think well about what they really want. 

(2)  They may think that there are so many incredibly great deals in the world that they will 

come across one. 

 

【解答１６】2014 大阪府立大学 3/8,中期日程 工学域  

(1)  It is a pity that you throw away something on which you have spent so much time or money. 

(2)  She used this word to express her wish that people would stop wasting food and resources 

and share them equally around the world. 

(3)  I would not be honest if I said these facts were beyond all my imagination. 

 

【解答１７】2013 大阪府立大学 2/25,前期日程 現代システム科 生命環境科 地域保健  

(1)  When you try to get out of loneliness and make friends with someone, there is one thing you 

should remember. 

(2)  So, you should put a value on what you can understand about him or her, however little it 

may be, and your friendship should start with it. 
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《出典》丸山真男『丸山真男著作集 第８巻』 

 

【解答１８】2013 大阪府立大学 3/8,中期日程 工  

(1)  Typically, in western countries, proposes without Clear words would be considered irre-

sponsible. 

(2)  This clearly indicates the difference, which we usually fail to notice, between Japan and the 

West in attitudes to words. 

 

【解答１９】2012 大阪府立大学 2/25,前期日程 現代システム科学域 生命環境科学域 地域保健学域  

(1)  I was told, fortunately, by my parents that a man is, seldom if ever, properly judged by 

others. 

(2)  I have decided to think that I must appreciate my happiness considering there are unhappier 

people than I am, and I know more about life than happier people do. 

 

【解答２０】2012 大阪府立大学 3/8,中期日程 工学域  

(1)  I am no match for these seasoned debaters, who have grown up surrounded by adults who 

are constantly arguing. 

(2)  Making no excuse is, for instance, considered a virtue in Japan, but in foreign countries it is 

the worst way for you to deal with the situation. 

 

 

 


