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解答にあたっての注意
① 論述試験の問題は、共通問題と選択問題から構成される。
② 解答は、日本語あるいは英語で記述すること。日本語による解答は、すべての設問について
それぞれ８００字以内、英語による解答は、すべての設問についてそれぞれ３００語以内で
記述すること。
③ 共通問題（問 A 及び問 B）には、世界遺産専攻の受験者全員が解答すること。
④ 選択問題（問１から問９）に関しては一問を選び、解答すること。
⑤ 選択問題の選択は、必ずしも入学後の志望分野、研究計画に対応しなくてもよい。
⑥ 共通問題および選択問題の解答は、それぞれ解答用紙表面に記すこと。一つの設問に対して、
表面から裏面へと続けて記された解答は無効とする。図の挿入は可とする。
Instructions
1. This examination is composed of two parts: compulsory and optional.
2. Answers should be given in Japanese or in English. For each question, the answer in Japanese should
be given in 800 characters or less, and the answer in English should be in 300 words or less.
3. Questions numbered A and B are compulsory. All candidates are to answer.
4. Questions numbered from 1 to 9 are optional. You are to choose one question to answer.
5. Your choice among the optional questions does not necessarily have to correspond to the field in which
you would like to study in our Master’s Program.
6. You are to use only one side of the answer sheet for each question. Do not write on the other side of the
sheet. Illustrations may be added if necessary.

時 間
Time

１３：００ ～

１５：３０
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【共通問題】
Compulsory Question

問 A
世界遺産条約 40周年のテーマは、「世界遺産と持続可能な発展、地域社会の役割」である。世界
遺産の保全と持続可能な発展を両立させるためにはどのような条件が必要かを書きなさい。
The theme of the 40th Anniversary of the World Heritage Convention is “World Heritage and Sustainable
Development: the Role of Local Communities”. Discuss what kind of conditions are required to make the
conservation of the World Heritage sites and the sustainable development compatible.

問 B
ある町で小学校の建て替えに伴い、重要な遺跡が見つかった。しかし、代替地は見つからず、小
学校はそこにしか建て替えることができない。あなたがこの町の文化財担当者だとしたら、住民
や遺跡に対してどのように対応するか、考えを書きなさい。
An important archaeological site was found on the reconstruction site of an elementary school in a town;
however, the school can be built only on this site and no alternate sites can be found. If you are an officer in
charge of the cultural heritage of this town, how will you deal with the situation, the residents and/or the
heritage itself? Explain your thoughts.
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【選択問題】
Optional Questions
問１：日本政府は、20
12年 2月、「富士山」を世界遺産リスト記載候補物件として推薦した。こ
の「富士山」の推薦についてこれまでの経緯を説明し、考えるところを述べなさい。
The Japanese government nominated “Fujisan” (Mount Fuji) as a candidate to be inscribed on the World
Heritage List in February 2012. Explain the details of the preparation/discussion process reaching up to the
final submission of this nomination and extend your thoughts.
問２：2012年 7月、宮崎県綾町の照葉樹林が生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）に登録され
た。世界自然遺産と生物圏保存地域にはどのような違いがあるか？ その違いを生かして、自然
保護と持続可能な発展を両立させるにはどうすればよいかを書きなさい。
The lucidophyllous forest of Aya Town of Miyazaki prefecture was selected as a Biosphere Reserve
(UNESCO Eco Park) in July 2012. What differences are there between World Natural Heritage and
Biosphere Reserves? Taking advantage of their differences, discuss how we can make sure that nature
conservation and sustainable development are compatible.
問３：望ましいエコツーリズムの運営には、どのような主体が参画すべきかを示し、それぞれの
役割を述べなさい。
Indicate what sectors/individuals are necessary to join together for implementation of desirable eco-tourism
and discuss their roles.
問４：絵画の修復に使う合成樹脂に求められる性質について書きなさい。
Explain the requirements of synthetic resin as a material used for the restoration of painting.
問５：真鍮の特徴とその保存処理方法について書きなさい。
Explain the characteristics of brass and the conservation methods/treatments for this material.
問６：2010 年 9 月 14 日、フランス・ベルサイユ宮殿で日本のアーティスト村上隆(1962- )の作品
展『Murakami Versailles』が開催されたが、宮殿に彼の作品は合わないとして、フランス国内の団
体が抗議デモを行った。このことが世界遺産制度に対して投げかける問題について論じなさい。
The exhibition of works by Takashi Murakami (1962-) “Murakami Versailles” was held at the Palace of
Versailles in France on 14 September 2010 and against this exhibition a group in France made a protest
demonstration that his works are not suitable for the palace. Discuss the issues that this incident casts in
regard to the system of World Heritage.
問７：AD534 年に北魏が滅亡した後、仏教造像の造形上いかなる変化が起きたのか、またなぜそ
のような変化が現れたのかを説明しなさい。
Explain what changes occurred in Buddhist statue design/making after BeiWei fell in 534AD and why such
changes occurred.
問８：日本の草地景観の事例をひとつあげ、特徴を述べなさい。
Select an example of the grass-land landscape in Japan and explain its characteristics.
問９：空き家の増加が伝統的建造物群保存地区の保存に及ぼす影響について述べなさい。
Explain the impact that the increase in the number of empty houses in Preservation Districts of Historic
Buildings casts for their preservation.
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