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平成２９年度推薦入試「小論文」（森林・環境共生学コース）出題意図 
 
【問題 1】  
農業（森林・環境共生学）の分野に関する英語の課題文の読解カを問うとともに，問題

および解決能力，そして表現カを問う。 
 
【問 1】 

示された英文を理解できるかを問う。 
 
【問 2】 

示された英文を正確に読み取り，それを自分の言葉で表現できるかを問う。 
 
【問 3】 

示された英文の内容を正確に読み取り、それを理解するとともに，自身の考察を分かり

やすい文章でまとめるカを問う。 
 
【問題 2】 

図表を読み取り，「数的処理能力」，「論理的考察力」，「創造力」，「文章作成能力」を評価

する。 
 
【問 1】 

数的処理能力，論理的思考力，文章作成能力を問う  
 
【問 2】 

創造力と文章作成能力を問う 
 



問題1. 生態系サービス＊と経済に関する次の文章を読んで， 間1～3に答えなさい。

Here, I would like to highlight three important aspects of our preliminary work. ①主�

first is that we find 12ove此v and the loss of ecosvstems and biodiversitv to be inextricablv 

intertwined. We exolored who were the immediate beneficiaries of manv of the services of 

ecosvstems and biodiversitv. and the answer is that it is mostlv the ooor. The livelihoods most 

affected are subsistence farming, animal husbandry, fishing and informal fores町ーmost of the 

world’s poor 訂e dependent on them. 

（中略）

If, however, we re司express annual natural capital losses in human terms, based on the 

principle of equity and our knowledge of where nature’s benefits flow, then the 町gument for 

reducing such losses gains considerable s廿ength. This is about the right of the world’s poor to 

livelihood flows企om nature which comprise half of their welfare or more, and which they 

would find it impossible to replace. 

（中略）

The second issue is of ethics - risks, unce吋ainty, and discounting the fu知re. In most of 

the valuation studies we examined, discount rates used were in the range 3-5% and higher. 
/ 

Note that a 4% discount rate means that we value a natural service to our own grandchildren (50 

years hence) at one-seventh the utility we derive 合om it, a di百icult ethical s匂ndpoint to defend. 

（中略）

@Finallv. and most imoortant oerhaos. we are c凹lVinced that everv aso田t of the 

eco四omics of ecosvstems and biodiver百itv that we exami田 and 間口resent he問. must be sharolv 

focused on the end-user - be it the oohcv maker. the local administrator. the comoration or 

the citizen. 

(European Communities編『The economics of ecosystems & biodiversity, An interim-report.11, 

A Banson Production, 2008年， より 一部改変して引用）
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※生態系サー ビス：食物 ・ 木材・土壌の生産， 汚染物質の分解， 気候変動の緩和， 洪水

や土壌流出の抑制， 害虫の大発生の抑制など生態系から人間が直接・間接的に受ける恩

恵のこと。 生態系は， それらを見かけ上， 無償で人聞に提供している。

poverty：貧乏、 貧困 biodiversity ：生物多様性preliminary work －事前調査

inextricably ：切り離せない intertwine：結び付く

immediate : 〔効果などが〕直接の、 じかの beneficiary ：受益者

livelihood ・生計（手段） natural capi凶 loss : 自然資源の損失

ethi目白 risk ：：倫理的な危険性 discount rate：割引率（今後得られる収益や対象物の

将来における価値を現在価値に換算する時に用いる値） one-seventh : 7 分の 1

utility ：効用・有用性 policy maker ：政策決定者 adminis回tor ：行政管理者

問1 下線部①の内容を 100 字程度で和訳しなさい。

問2. 生態系サー ビスと経済の問題を実際に改善していくために， 最も重要な条件を下

線部②を参考にして 100 字程度で述べなさい。

問3. 我が国の経済と生物多様性との関係について， どのような課題があり， 対策とし

て何が必要だろうか。 あなたの考えを 300 字程度で述べなさい。
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問題 2. 東京都心部の階段分布調査に関する次の文章を読んで， 問 1 ～ 2 に答えなさい。

約20年前， 東京都心部山の手地域のまちの景観的な特色を調査する中で， 階段につい

て調べてみようと思い立った。 名前のある坂については由来や場所に関する資料や書籍が

当時から散見されたが， 階段はリストやデー タベースがなく， どこにどれほどの数の階段

があるのかさっぱり分からなかった。 そこでまず階段の所在地リストづくりを始めたのだ

が， 国土地理院の1万分の1地形図でも小規模な階段は記載されていない。 結局， ゼンリ

ン発行の住宅地図（縮尺は 1,500 分の 1）から抽出し， 実際に現場を訪れて利用状況や規

模を確認していくことになった。

当初， 調査対象地域は江戸以来の市域におよそ相当する東京旧 15 区内の山の手部分と

し， 便宜的に山手線の内側lの地域とした。 抽出に際しては， 原則として自然地形によって

生じた高低差のある場所に造られた， 地形と関連のある階段を選択した。 道路建設に伴う

盛り土や切り通し部分に造られたもの，丘と丘をつなぐような架橋部分に造られたものも，

地形に関連して造られたものとして抽出対象とした。

その後， 更にフィ ールド調査により， 利用状況や形態の確認を行った。 現場を訪れてみ

ると， 階段はあるが立ち入ることができないものもしばしばある。 また， 個人宅への玄関

先への階段まで含めると膨大になるので， 人々がまちを歩く際に利用可能な階段に絞り，

塀などで閉まれた私的な敷地内や， 単一の建物・敷地へのアプロ ーチ部分に存在する階段

は除外し， 抜け道内でも立入禁止表示のある階段は除外した。 都内の商業施設などには建

物内の階段を通り抜けると低地から高台へ抜けるような階段も散見されるが， これも除外

した。

一方， 寺社境内や参道の石段， 公園内やピルの公開空地内の階段については， 低地から

高台への通り抜けが可能なもの， 参拝などで多くの人々が訪れる場合は箇所数に含めた。

また， 長く断続的な階段については， 途中で分岐点， 交差点がなく， 一連の階段であると

みなすことが可能である場合は， 一つの階段として数えた。

（中略）

以下に示す表（表ー 1）は， 住宅地図等で把握した階段の箇所数である。 下町地域にも

微少な高低差を繋ぐ階段が多少あるが，未整理であるため，この表では，中央区，墨田区，
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江東区， 足立区， 葛飾区， 江戸川区の6区は除外した。 従って合計欄の箇所数と面積の値

は17区の合計である。

（松本泰生著『東京の階段』， 季刊Collegio 56号， 之潮， 2014年， より 一部改変して引

用）

公関空地：ピ
、

ルやマンションの敷地に設けられた， 一般に開放され自由に通行または利用

できるまとまった空き地。
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表 1. 東京17区の階段箇所数ならびに面積

区名 箇所数 区の面積（km2)

千代田区 52 12 

港 区 232 20 

新宿区 245 18 

文京区 182 11 

台東区 44 10 

品川区 222 23 

目黒区 126 15 

大田区 233 60 

世田谷区 247 58 

渋谷区 210 15 

中野区 71 16 

杉並区 94 34 

豊島区 70 13 

北 区 233 21 

荒川区 16 10 

板橋区 513 32 

練馬区 73 48 

17区計 2,863 416 
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間1. 表 － 1 と， 以下の図 ー 1 から読み取れることを 400 字程度で述べなさい。 ただし，

各区の面積が異なっていることを考慮すること。
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図 1. 東京都23区位置図

問 2. この階段分布状況の調査結果を活用する方法を 1 つあげ， あなたの考えを 150 字程

度で述べなさい。
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