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2020年度早稲田大学大学院教育学研究科

修士課程 特別選考入学試験問題

［小論文］ 【英語教育専攻】

解答上の注意

1 .出願時に届け出た研究指導・指導教員の専門分野により下記の表の解答すべき問題（ I～VIII）を解答しなさい。

，志願票に記入した研究指導名
志願票に記入した

解答すべき問題
指導教員名

英語科教育研究指導 折井麻美子 問題 I （英語憲司教育）

英語科教育研究指導 津木泰代 問題 II （英語科教育）

英語科教育研究指導 原因 哲男 問題盟（英語科教育）

英語科教育研究指導 オオカ。ーホ守一lレトマウイン クイント 問題 IV（英語科教育）

英語学研究指導 久野正和 問題 V （英語学）

英語学研究指導 パックハウス ベー ト 問題 VI（英語学）

イギリス文学研究指導 木村晶子 問題四（イギリス文学）

アメリカ文学研究指導 佐久間 由梨 問題四｛JIメリ自文学）

2.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。

3.解答用紙が複数枚配付された場合、ホッチキスははずさないこと。また、無解答の解答用紙でも提出すること。

4. 問題用紙は 「3枚J （本ページ含む）、解答用紙は 「1枚」です。必ず枚数を確認すること。

以上
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出願時に届け出た研究指導・指導教員の問題を選択レ、解答はすべて解答用紙に記入すること。

（配点 100点〉

問題 IC英語科教育：折井麻美子〉

How can English teachers in Japanese junior and senior high schools promote learning autonomy in their classrooms? 

問題 IIC英語科教育：津木泰代〉

Write a well-structured essay in English on the following topic: 

Can-do statements are used widely in school-based English language education in Japan. (a) Define what a can-do 

statement is with an illustrative example and (b) discuss merits and demerits of introducing can-do statements to 

teaching and assessing English in the classroom. 

問題 III（英語科教育：！票田 哲男〉

Write a thoughtful and well-developed essay in English. 

Due to the global spread of English, we have recently seen the trends and innovations in English language teaching (ELT) in 

Japan, including English lessons starting at an earlier age in elementary school, the introduction of content and language 

integrated learning (CLIL) at different levels of school, the increase of the International Baccalaureate (IB) Diploma 

Programs (DP) in high school, the shi白ofuniversity entrance exams toward the emphasis on four skills, and English medium 

instruction (EMI) at many universities. How do you think these changes will affect your English classrooms? 1) Selecting a 

few of the changes above and/or adding one or two others, discuss how they would have you change your mindset toward ELT. 

2) Describe your current teaching skills and styles and explain how you want to improve them in order to meet these societal 

needs. 

問題 IV（英語科教育：オオガーポールドウイン クイント〉

One of the most famous English phrases in Japan comes from Dr. William S司 Clarkヲsfamous parting remarks to the students 

at Hokkaido University：“Boys, be ambitious! Be ambitious not for money or for selfish aggrandizement, not for that 

evanescent thing which men call fame. Be ambitious for the attainment of all that a man ought to be.”Discuss in English how 

this famous quote may still be influencing the way English is taught with specific examples from current Ministry of 

Education policy and recent empirical research conducted in Japan. 
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腎題 V （英語学：久野正和〉

派生の循環性について論じなさい。 （例えば、派生に非循環性は必要かなど）

問題 VI（英語学：パックスハウス ペート〉

Choose one of the following sociolinguistic topics and write a well-developed English essay in which you explain its 

theoretical underpinnings and how it relates to language and society. 

Code switching 

Gender 

Politeness 

Linguistic landscape 

問題 VII（イギリス文学：木村晶子〉

繍草答は日本語でも英語でも可： Youcan answer either in Japanese or English. 

英文学の作品の中から、一人称小説（「私」を語り手とする小説）を二つ選び、語りの特性とその効果について比

較しながら論じなさい。二作品は別の作家のものとする。

Choose TWO English novels of literary merit that have a first-person protagonist as the narrator （“I-novel円

well-organized essay in which you compare the two novels in terms of their narrative effect. (You cannot choose two novels 

by the same author.) 

問題 VIII（アメリ力文学：佐久間 由梨〉

Choose Q型基of the following topics and write a well-organized essay且五旦足並h

1. State the objective of your prospective research project and explain why it is important. Please refer to a speci自cI iterary text or 
texts. 

2. Discuss the advantages and/or disadvantages of using literary texts as English classroom materials. 
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