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［外国語］ 【英語】

解答上の注意

1 .解答の際には、問題番号、設問番号を記入してから解答すること。 （例「問題 l 問 1J ) 

2.解答用紙は、 「問題番号JJjljに使用すること（一つの問題で一枚使用）。

3.解答用紙の所定欄に、受験番号・氏名・研究指導名・指導教員名を必ず記入すること。

4. 問題用紙は「 3枚J （本ページ含む）、解答用紙は「2枚Jです。必ず枚数を確認すること。

以上
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!. アメリカの教育環境に関する次の英文を読み、設聞に答えなさい。

※この問題は、著作権の関係により掲載ができません。

(American School & Universi，砂・ October, 2017.より）

1. 下線部（1）を和訳しなさい。

2.下線部 （2）は具体的にどのようなことをするのか。20語程度のま護エ説明しなさい。

3. 下線部 （3）は具体的にどのようなことをするのか。 20語程度の葉謡エ説明しなさい。

4. 下線部 （4）を和訳しなさい。

5. この英文の後半には、金属探知機（metaldetectors）などの使用はやりすぎである、という記述がある。

自分なりに metaldetectorsを使用した場合のデメリットを考え、 20語程度のま龍平説明しなさい。

ム



2019年度早稲田大学大学院教育学研究科

｛場士課程 一般入学試験問題

［外国語］ 【英語〕

Il.次の英文を読み、以下の設問に答えなさい。

Liberalism prizes individual rights, both civil and political. Liberals assert the need for 

a large realm of personal仕eedom,including freedom of speech, conscience, association, 

and sexuality, immune to state regulation, (1）§：笠盟 toprotect others from harm. Liberal 

feminism perceives individuals as autonomous, rights・bearing agents, and stresses the 

values of equality, rationality, and autonomy. Since men and women are equally rational, 

it is argued, they ought to have the same opportunities to exercise rational choices. 

(This emphasis on equality, as we shall see, is stigmatized by radical feminists as 

mistaken, because asserting women's similarity to men assimilates women into the 

male domain, thereby making women血tomen. 

The majority of liberal feminists, while conceding that the legal and political system is 

patriarchal, refuses to accept the blanket assault that is a signi五cant,though not 

universal, item on the radical agenda. The liberal battleground is the existing 

institutional企ameworkof discrimination, particularly in the domain of employment. 

Liberal おminismac田 ntuatesequality, while radical femini阻 1 is concerned with 

di他 rence.Among the most critical anxieties of liberal feminists is the border between 

the private and the public domain. This is largely because women tend to be excluded 

from the pub}jc sphere where political equality is realized噂＜2>Likewise司 thenrivate 

domain of the home and o伍ceis the site of the subordination and exnloitation of women. 

Crimes of domestic violence normallv occur within the home into which the law is often 

reluctant to intrude. Liberalism may itself therefore be implicated in the subjugation of 

women, according to radical feminists. ※Web公聞にあたり、著作権者の要請によりとH典追記しております。
Philosophy of Law: A Very Short Introduction, Raymond Wacks 
⑤ 2006 reproduced with permission of the licensor through PLSclear目

問I 下綾部（1）にもっとも意味が近いものを以下から選びその記号を答えなさい。

a. He had to save money for his old age. 

b. He saved my life when I was nearly drowned. 

c. We can save two hours by taking the super-e却 resstr白n.

d. All the other members were arrested save him. 

間2.この文で述べられているliberalfeminismとradicalfeminismの違いを述べなさい。

間 3.Liberal feminismはどういった分野を闘いの舞台としていますか。またその理由はな

ぜですか。

間4.下線部を和訳しなさい。
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