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専門科目（論 述） 
Special Subjects 
 
 
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２００

語以内で記述すること。設問が（１）、（２）と分かれる場合、その合計がこれらの制限

に収まるようにすること。 
③ 共通問題には、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１２）に関しては二問を選び、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領域、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。図を描く場合も表面とする。 
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, answer in 

Japanese should be given in 800 characters or less, and answer in English in 200 words 
or less. If a question is divided into two smaller questions （１） and （２）, the sum of 
your answer should be within this limit. 

3. The first question is compulsory. All candidates are to answer. 
4. Questions numbered from 1 to 12 are optional. Choose two questions to answer. 
5. Your choice in 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, if necessary, should be drawn on the same side. 
 
時 間． 
Time   １３：００ ～ １５：３０ 
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【共通問題】Compulsory question 
 
（１）あなたが訪れたいと思う世界遺産を一つあげなさい。 

Give one World Heritage site you would like to visit. 
 

（２） あなたがその世界遺産の見学に行くとします。旅行の前、旅行中、旅行後にど

のようなことを学び、意識し、考えるかについて述べなさい。 
Supposing that you are going to visit the site, how do you prepare, tour, interprete and 
reflect it before, during and after your trip? 

 
 
 
【選択問題】Optional questions 
 
問１ 

（１）下記の（ ）内に適切な数字・語句を埋めなさい。 

 

わが国では、2002 年に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

2002」に基づき、外国人旅行者の訪日を促進する「（①       ）」を策定してい

る。2003 年からは、本戦略の一環として、「（②       ）」をキャッチフレーズ

とする（③         ）がスタートした。本キャンペーンは「（④   ）年

までに（⑤     ）人の訪日外国人誘致」を目的としているが、スタートしてから

４年目となる 2006 年の訪日外国人旅行者数は、はじめて（⑥  ）百万人を突破した。

内訳をみると、上位を占めるのは（⑦   ）、（⑧   ）、（⑨   ）、（⑩   ）

の４ヶ国・地域である。 

 

（２）上記の戦略ならびにキャンペーンにおいて実施されている事業のうち一つをあげ、

具体的に内容を述べなさい。 

 

 

 

問２  

歴史的な建築物の上部を覆う架構形式を一つあげ、建築物全体の保存に対してその力学

的特性、材料的特性がどのように関わるかを論じなさい。 
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問３  

「里山」とは何か、その特徴と保全再生の手法について述べなさい。 

 

 

 

問４ 

 Explain in English how to protect cultural properties and what are the steps and 
measures required,  
（１）in the case of natural aging,  and 
（２）if it is endangered by biological factors, like pests. 
 

 

 

問５ 

東アジアの文化遺産を一つあげ、そこに見られる美術史上の特質を、造営者（あるいは

発願者）との関係から論じなさい。 

 

 

 

問６ 

考古学上の遺跡・遺構の破損原因をあげ、その対処法について述べなさい。 

 

 

 

問７ 

1954 年にユネスコにおいて採択された「武力紛争の際の文化財の保護に関する条約」

と 1972 年にユネスコにおいて採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関す

る条約」との関連について論じなさい。 

 

 

 

問８ 

いま用いている筆記用具の非破壊調査法についてその手法と簡単な原理、推定される結

果について述べなさい。なお、最初に筆記用具の種類を書き、簡単なスケッチを描きな

さい。 
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問９ 

世界遺産の保護において、メディアの果たす役割について論じなさい。 

 

 

 

問１０ 

国立西洋美術館本館がわが国の世界遺産暫定リストに記載されました。この文化遺産の概

要を説明するとともに、リストに記載された背景について述べなさい。 

 

 

 

問１１ 

仏像などに代表される伝世品の木製文化財と土中に数百年埋まったのち発掘された水浸出

土木材では同じ年数を経たものでもその物性が異なっていることが多い。それぞれの特徴

とその保存処理法について述べなさい。 

 

 

 

問１２ 

建築年代の新しい建造物の保存の難しさについて、事例をあげて論じなさい。 

 

 

 


