
平成 25年度  推薦入試試験問題 (文学科  英語英文学専攻 ) 解答例  

 

【解答 のポイ ント 】  

・本文 の内容 が的 確に要 約され て いるか 。  

・要約 をふま えて 自分の 考えが 的 確に述 べられ てい るか。 賛成か 反 対か

を明確 にして いる こと。 自らの 経 験につ いて触 れら れてい ること 。  

・文章 が論理 的に 構成さ れてい る か。   

・高校 で学習 する 程度の 語彙力 ,および 日本語 表現 能力が あるか 。  

・字数 制限を 満た してい るか。  

 

【解答 例１】  

 イラ ストや 映像 は実用 的な知 識 を得る 際には とて も役立 つもの だ が，

文学作 品では いさ さか事 情が異 な ってく る。も ちろ ん，読 む前に そ こに

描かれ ている 風景 や舞台 につい て あらか じめ知 って いれば ，読書 の 楽し

みは増 すだろ う。 だが， そうし た 情報を 持たな い場 合，現 実的な 映 像 を

あとか ら見る こと は，逆 に心の 中 で思い 描いた イメ ージを よかれ あ しか

れ壊し てしま うこ とにな る。そ う なると ，最初 に想 像した イメー ジ は二

度と戻 っては 来な い。想 像力が 描 いた情 景は平 凡な 日常を 越える 。 はっ

きりし た情景 を思 い浮か べられ る のは， それだ け作 家の力 量が優 れ てい

るとい うこと だ。 ディズ ニー映 画 に影響 された 小学 生は， 原作童 話 を読

んで自 らの想 像力 を膨ら ませる 楽 しみを 奪われ て気 の毒で ある。  

 この ように 筆者 は述べ ている が ，私は この意 見に 賛成で ある。 想 像力

は，家 にいな がら にして 一冊の 本 から未 知の世 界へ と私た ちを誘 っ てく

れる。 ところ が， 映像化 された も のを先 に見て しま うと， 原作を 読 んだ

ときに 映像と 同じ 風景や 人物像 し か思い 浮かば なく なる の はよく あ るこ

とだ。 たとえ ば， 私は『 ハリー ・ ポッタ ー』シ リー ズの映 画を先 に 観て

しまっ たので ，原 作を読 んでも ハ リーが 出て来 る度 にダニ エル・ ラ ドク

リフの 顔しか 思い 浮かば なくな っ てしま った。先入観 に囚 われる こ とで，

もはや 自分な りの 想像や 解釈が で きなく なり， イメ ージが 均一化 さ れて

しまう のだ。 子供 の頃大 好きだ っ た『赤 毛のア ン』 のテレ ビシリ ー ズを

観て筆 者が後 悔し た例や ，自ら の 中にあ る平安 時代 の日本 像を壊 さ ない

ために ，日本 を決 して訪 れよう と しなか ったア ーサ ー・ウ ェイリ ー の気



持ちは よくわ かる 。私も 大好き な 小説の 映像化 作品 を観る 際には ， 観る

かどう かをま ずは 慎重に 検討す る ように してい る。 私は最 初に心 の 中に

抱いた 印象や イメ ージを 大切に し たい。 それこ そが 個性を 生み出 す 原動

力にな るので はな いだろ うか。  

（ 780 字）  

 

【解答 例２】  

 イラ ストや 映像 は実用 的な知 識 を得る 際には とて も役立 つもの だ が，

文学作 品では いさ さか事 情が異 な ってく る。も ちろ ん，読 む前に そ こに

描かれ ている 風景 や舞台 につい て あらか じめ知 って いれば ，読書 の 楽し

みは増 すだろ う。 だが， そうし た 情報を 持たな い場 合，現 実的な 映 像を

あとか ら見る こと は，逆 に心の 中 で思い 描いた イメ ージを よかれ あ しか

れ壊し てしま うこ とにな る。そ う なると ，最初 に想 像した イメー ジ は二

度と戻 っては 来な い。想 像力が 描 いた情 景は平 凡な 日常を 越える 。 はっ

きりし た情景 を思 い浮か べられ る のは， それだ け作 家の力 量が優 れ てい

るとい うこと だ。 ディズ ニー映 画 に影響 された 小学 生は， 原作童 話 を読

んで自 らの想 像力 を膨ら ませる 楽 しみを 奪われ て気 の毒で ある。  

 この ように 筆者 は述べ ている が ，私は この意 見に 反対で ある。 た しか

に好き な小説 の映 像化作 品を見 た ときに ，自分 のイ メージ とかけ 離 れて

いてが っかり する ことは ある。 し かし， 映像が 原作 を読む だけで は わか

らない ことを 知る 手助け をして く れるこ との方 が多 い。知 らない 物 事は

想像だ けでは とて も理解 できな い 。中には『 ロー ド・オブ・ザ・リ ン グ』

のよう に，多 くの 原作フ ァンが 絶 賛する 映画が 作ら れるこ ともあ る 。そ

うした 場合に は， 作品世 界を見 事 に再現 したと いえ るだろ う。  

 本を 読みな がら 自由に 想像す る のは楽 しいこ とだ 。しか し，原 作 者が

意図し たのと はま ったく 異なる 風 景や人 物像を 妄想 してい るだけ だ とし

たらど うだろ うか 。本文 にある 『 源氏物 語』や 『枕 草子』 の英 訳 者 アー

サー・ ウェイ リー が，決 して日 本 を訪れ ようと しな かった のは極 端 な例

かもし れない が， たとえ 時代は 変 わって も，実 際に 日本を 訪れて 平 安文

化が栄 えた京 都を 見なく てはわ か らない ことも ある はずだ 。自分 の イメ

ージを 大切に する あまり 現実を 見 ようと しない のは 危険で ある。  

（ 759 字）  


