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 次の英文を読み，以下の設問に答えなさい。 
  In Japan, the group takes priority over the individual. (A)The ideal Japanese is 
one who values the welfare of the group more than his own welfare, works hard to 
preserve group harmony, and tries not to stand out as an individual. Group pressure 
encourages the ideal Japanese to be modest, hardworking, and hesitant to express 
personal opinions. There is a Japanese saying that goes, “(B)The nail that sticks out 
is soon pounded down.” 
  This emphasis on the importance of the group has (C)many advantages. It helps 
businesses and factories to operate smoothly. This is particularly important in a 
highly industrialized society where teamwork becomes a necessity. It also creates a 
more orderly society as reflected in lower crime rates and fewer legal battles. It 
helps people to live harmoniously in large and crowded cities. And it offers the 
individual Japanese a greater sense of security, a feeling of belonging. 
  In Japan, individualism means placing personal interests above the interests of 
the group. (D)This is considered selfish and undesirable. In the West, however, 
individualism has a different meaning. Western individualism probably originated 
with the Christian belief that God and man are separate and each person unique 
and important. Christ taught that love of God and one’s fellow man is more 
fundamental than loyalty to any group. Each Christian must seek his own personal 
salvation. 
  Thus, Western religion has placed primary emphasis on the individual, from 
the beginning. (E)Individualism grew from this seed and spread into all areas of 
Western life, including politics and economies. For example, democracy rests on a 
belief in the importance of the individual. More than 200 years ago the U.S. 
Constitution guaranteed certain rights to each citizen, including freedom of speech, 
religion, and assembly. (F)It declared that government exists with the consent of the 
people, who retain all rights not specifically given to government. The modern 
constitutions of most democratic nations contain similar provisions. 
 

１ 下線部(A) は具体的にはどのような人を指すか。50 字以内の日本語で述べなさい。 
 

                    

                    

           
 
 
 



２ 下線部(B) とほぼ同じ意味を持つことわざを下から1 つ選び，記号で答えなさい。 
a. A burnt child dreads the fire.   
b. A tall tree catches much wind. 
c. Talk of the devil and he is sure to appear. 
d. There is no accounting for tastes.                

 

 
３ 下線部(C) の例を，本文で述べられている順に 4 つ，それぞれ 20 字以内で述べなさい。 

①  
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４ 下線部(D) が指す内容を20 字以内の日本語で述べなさい。 
 

                    
 

 

５ 下線部(E) を，this seed の内容を明らかにして和訳しなさい。 

                                        

                                        

                                        

 

 

６ 下線部(F) を，主語のIt の内容を明らかにして和訳しなさい。 

                                        

                                        

                                        

 

 



７ 本文の内容と一致するものを次の中から3 つ選び，記号で答えなさい。 

                                                                
                                           
a. The ideal Japanese is one who puts greater value on his personal welfare than on 

the welfare of the group. 
b. The ideal Japanese is one who expresses his personal opinions in defiance of 

group pressure. 
c. The emphasis on the importance of the group serves to reduce crime rates and 

legal battles by creating a more orderly society. 
d. In Japan, individualism has bad connotations because it means that personal 

interests are more important than the interests of the group. 
e. Western individualism probably began with the Christian belief that God and 

man are separate and that man is inferior to God. 
f. Western individualism has pervaded politics and economies but not all phases of 

Western life. 
g. Democracy has not originated with a belief in the importance of the individual, 

but with the U.S. Constitution. 
h. The modern constitutions of most democratic nations contain the same rights 

guaranteed to each citizen by the U.S. Constitution. 
i. Obedience to the group prevents individuals from developing their originality. 

 

 

 

 
  



No.２ 
 
 

１ 自分の幸せより集団の幸せを尊重し，集団の調和を保つために努力し，個人として目立た

ないようにする人。（49 字） 

２ b 

３ ①会社や工場が円滑に動くのを助ける。（17 字） 

②より秩序立った社会をつくり出す。（16 字） 

③混雑した大都市で仲良く暮らすのを助ける。（20 字） 

④大きな安心感と集団への帰属感を与える。（19 字） 

４ 集団の利益より個人の利益を優先すること。（20 字） 

５ 個人主義は西欧の宗教から育ち，政治と経済を含めた西欧の生活のあらゆる領域に普及し

た。 

６ 合衆国憲法は，政府は国民の同意とともに存在し，国民は特に政府に与えられてはいない

すべての権利を保持することを宣言した。 

７ c，d，h 

８ 日本では個人より集団が優先される。このことは多くの利点を持つ。日本では個人主義は

自己中心的で望ましくないとされる。一方，西欧ではキリスト教に根源を持つ個人主義に

より，集団より個人が重視される。この考えは西欧の生活のすべての面に浸透している。

 
 
 
① 日本では，集団が個人よりも優先する。理想的な日本人というのは，自分自身の幸せより集団

の幸せを尊重し，集団の調和を保つために懸命に努力し，個人として目立たないように努める人で

ある。集団の圧力は，理想的な日本人に謙虚で勤勉であり，個人的な意見を言うことにはためらい

を感じることを奨励する。「出るくぎは打たれる」という日本のことわざがある。 
② このように集団の重要性を強調することは多くの利点を持つ。会社や工場が円滑に動くことを

助けてくれる。このことはチームワークが絶対必要な，高度に工業化された社会では特に重要であ

る。それはまた，より低い犯罪率やより少ない法廷での争いに反映されるように，より秩序立った

社会を作り出してくれる。それは人々が混雑した大都会で仲良く暮らすのを助けてくれる。そして

それは一人一人の日本人により大きな安心感と集団への帰属感を与えてくれる。 
③ 日本では，個人主義とは集団の利益より個人の利益を優先することを意味する。これは自己中

心的で望ましくないと考えられている。しかし，西欧では個人主義はそれとは異なる意味を持つ。

おそらく西欧の個人主義は，神と人間は別個であり，一人一人の人間は独特にして重要な存在であ

るというキリスト教の信念に始まったのだろう。キリストは，神への愛と同胞である人間への愛は

集団への忠誠心よりさらに根源的であると説いた。キリスト教徒は自分で自分の魂の救済を求めな

くてはならないのだ。 
④ こういうわけで，西欧の宗教は最初から個人を最も強く強調してきた。個人主義はこの（西欧

の宗教という）種子から育ち，政治と経済を含めた西欧の生活のあらゆる領域に広がった。たとえ

ば，民主主義は個人の重要性に基盤を置いている。200 年以上も前，合衆国憲法はおのおのの国民

に言論，宗教，集会の自由を含めたいくつかの権利を保証した。合衆国憲法は，政府は国民の同意

のもとに存在し，国民は特に政府に与えられてはいないすべての権利を保持することを宣言した。

ほとんどの民主国家が持つ現在の憲法は，同じような条項を含んでいる。 

解答 

全訳 


