
2022慶應義塾大学 医学部（2/19実施）英語 解答例 

 

［Ⅰ］ 

問１  (あ) ended  (い)  appears   (う)  consider  (え)  back   (お)  drops 

(か) taking (き) play     (く)  value    (け)  seen    (こ)  run 

問２ 暴力と同じくらいに衝撃的だったのは、多くの人が、罪のない無防備な人たちが襲

われているのを傍観していたとわかったことであった。 

問３  (A) 2    (B) 6    (C) 8    (D) 3   

(E) 9    (F) 5    (G) 7 

問４ Instead of stepping in to help others [helping others / coming to the rescue of 

others], many of us are afraid of getting involved in something frightening or 

cruel 

問５ しかし、我々がそのような場面で介入したがらないことは、我々の社会の規範が

悪事を行う人々にとっていかに好都合に働いているかを示している。 

問６ 人々は軽率な行動や反社会的な行動をとったり犯罪をおかしても、咎められなけ

れば一層、もっと悪い事を行ってもうまくやりすごせると確信するものだ。 

問７ しかし、お互いを監視することにより積極的な社会では、かつて犯罪の原因と言

われたものに取り組むことで、そもそも、それほど深刻でない犯罪しか起こらないだ

ろう。 

問８ 許容されない行為に対して声を上げること。（20字） 

問９  When politicians tackle [deal with] policy issues, their solutions (usually) focus 

on government action and the effects of that action on individual freedom and 

responsibility. 

問 10 我々は自分自身だけでなく家族、近隣の人々、助けを必要とする人々に対しても

責任を負うという期待は、しばしばあまりにも厄介なことであるとみなされる。 

問 11 家族や社会が、同性愛者や婚外子を持つ親、離婚した者、肌の色が異なる人、認

められない相手との恋愛をした人を冷遇した時代は、過去の話であること。（70字） 

問 12  犯罪者や無責任な人を裁き処罰することは、結局のところ、社会的規範を保ち、

すべての人々にそれを守らせることの核心を占めている。 

問 13  エ 
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［Ⅱ］ 

問１ found himself facing a dilemma one day last month over [about] whether he 

should buy online data. 

問２  (A) 1    (B) 4    (C) 4    (D) 1    (E) 2   

(F) 2    (G) 2    (H) 1    (I) 3     (J) 2 

問３ 「丸一日ぐらい空腹でいても死にはしないと自分に言い聞かせ、私はインターネ

ットパッケージを購入し、お腹を空かせたまま寝ました」と彼は言った。   

問４  In spite of this [Yet] many of its citizens have difficulty obtaining [a hard time accessing] 

basic services such as proper healthcare, drinking water and electricity. 

問５ もうひとつの最近の報告書では、コンゴ共和国のみならずアフリカ大陸全土でデジ

タル面での男女格差が拡大しつつあり、インターネットに繋ぐことができるのは、男

性が 33.8 パーセントであるのに対して女性はたったの 22.6 パーセントであるという

ことも指摘されている。 

問６ （イ） C   （ロ） A   （ハ） A      （ニ） D   （ホ） D      

問７ （１） C   （２） B   （３） B      （４） B     

   （５） A   （６） A   （７） A      （８） C 

 

 

［Ⅲ］ 

  Ever since junior high school, I have wanted to become a doctor and to do research on 

the cause of cancer and how to finally find a cure for this terrible disease. I have 

maintained the top grades during junior and senior high school in order to fulfill my 

dream of entering medical school and becoming such a doctor. I am intrigued by the 

methods followed at Keio hospital, which are different from other Japanese hospitals. 

If I am chosen I will work as hard as I can. I am confident that at Keio I can help 

rewrite medical history!  (100 words) 

 


