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平成２９年度 筑波大学博士前期課程世界遺産専攻入学試験 問題用紙 

 

Academic Year 2017-18 

Examination for Admission to the World Heritage Studies, 

University of Tsukuba, Master’s Program 

 

 

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 Questions 

 

問 A 

遺産を保護するにはモニタリングが必要とされる。それはなぜ必要か、どのようなことをするの

か、あなたの考えを述べなさい。 

Monitoring is necessary for the protection of heritage. Why is it necessary? What kind of works are 

employed for monitoring? Explain your thoughts.  

 

 

問 B 

世界遺産制度が国際平和にどのように貢献することができるか、あなたの考えを述べなさい。 

How is the World Heritage system able to contribute to international peace? Explain your thoughts. 
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【選択問題】 

Optional Questions 

 

問１ 

1300年前に都があった場所の発掘調査で、重要な儀式に使われていた建造物の遺構が見つかりました。

この建造物の価値を伝えるために、どのような整備が可能か、具体的に示しなさい。 

The remains of a building used for important ceremonies were found from archeological excavation at the site 

where the capital was located one thousand and three hundred years ago. Explain with concrete examples what 

ways of site development for interpretation are possible to transmit the value of the building.     

 

問２ 

遺跡の劣化評価には赤外線サーモグラフィーが用いられることがある。この理由と、得られたデータ

を解析するためのポイントを記しなさい。 

Infra-red thermography is a method used to evaluate the deterioration of archaeological sites. Explain the reason 

for this and the points to consider in analyzing the data obtained. 

 

問３ 

民家建築は地域の気候風土や地形などの地域環境に適応しながら造りあげられたものです。地域に適

応した民家建築のうち、代表的なものを一つ取り上げ、分布地域・造形的特徴・地域環境への適応方

法を述べなさい。 

Vernacular architecture is being developed corresponding to the local environmental characteristics such as 

climate and geographical features. Select a representative example of such vernacular architecture that is 

adapted to its locality, and explain its distributed area, design characteristics and the way that it is adapted to the 

local environment. 

 

問４ 

現在、観光の成否を測る指標として、何人の来訪者があったかという入込客数（推計）が多く用いら

れている。文化や自然を対象とする観光において、その成否を入込客数で測ることの意義と課題につ

いて、理由とともに論じなさい 

The number of people who visited is often used today as an index to evaluate the success of tourism. Explain 

with reasons the meanings and problems in evaluating success using this number of visitors, in the case of 

culture or nature tourism. 
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問５ 

下記の図は，日本の国立公園利用者数の推移と前年比の増減率を示したものである。この図から，日

本の国立公園の利用者数の傾向を示し，それによる社会的な課題について述べよ。 

The following graph shows the change of the number of people who used the national parks in Japan and the 

fluctuation of the proportion compared to the former year. From this graph, explain the tendency of user 

numbers of Japanese national parks and the social issues derived from it. 

 

 

問６ 

戦争等の特殊な状況下において制作された美術作品を例に挙げ、その価値について述べなさい。 

Select an art work as an example which was created under special circumstances such as a war situation, and 

explain its value.   

 

問７ 

日本の文化財制度における伝統的建造物群保存地区の規制と誘導について具体的に説明しなさい。 

Explain in a concrete manner the ways of control and guidance for the Preservation Districts for Historic 

Buildings in the Japanese cultural property protection system.    

 

問８ 

世界遺産における再建問題について、最近の議論をもとにあなたの考えを述べなさい。 

Extend your thoughts on the reconstruction issues for World Heritage sites based on recent discussions. 
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問９ 

以下の写真は、屋久島において、野生のサルが車道で木の実を食べているところを撮影したものです。

このように、自然保護地域の内部や周辺で野生動物と観光客とが高い確率で遭遇する可能性がある場

合、どのような対応策が必要か、あなたの考えを述べなさい。 

The following is a photo of a scene in which wild monkeys were eating nuts on a vehicle road in Yakushima. 

Explain your thoughts regarding what kind of measures are to be taken in such occasions in which wild animals 

are very likely to encounter visitors in and around the protected nature areas. 

 

 

 


