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令和４年度 筑波大学大学院博士前期課程世界遺産学学位プログラム入学試験 問題用紙 
 
Academic Year 2022-23 
Examination for Admission to the 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、受験者全員が解答すること。 
④ 選択問題（問１から問１０）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。 
⑦ 配布された解答用紙の左上欄外に、回答する問題番号（問 A，問 B，選択問題の番号）を記し

てください。 
 
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 A and B are compulsory for all candidates. 
4.  Questions numbered from 1 to 10 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. 
7.  Please indicate the number of each question you are answering (Question A, Question B, and 

Question 1 to 10 based on your choice) in the upper left-hand column of your answer sheet. 
 
 
 
時 間 
Time  １３：００ ～ １５：３０ 
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【共通問題】 
Compulsory Questions 
 
問 A (Question A) 
世界遺産における複合遺産と文化的景観の違いを述べなさい。 
Explain the differences between “Mixed Cultural and Natural Heritage” and “Cultural Landscapes” in the 
World Heritage Sites. 
 
 
 
問 B (Question B) 
世界遺産学における人文学的視点と自然科学的視点の特徴について，以下のキーワードを全て使 
用し論じなさい。なお，回答では全キーワードに下線を引いてください。 
Discuss the characteristics of a humanistic and natural science perspective in Heritage Studies by using all 
of the keywords below. Please underline all keywords in your answer sheet. 
 
キーワード(keywords)：統計データ(statistic data)，フィールド調査(field survey)，図表(Chart)，科学

的エビデンス(scientific evidence)，先行研究(previous research) 
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【選択問題】 
Optional Questions 
 
問１ (Question 1) 

再生可能エネルギーと世界遺産保護の関係について、事例をあげて述べなさい。 
Explain the relation between renewable energy and world heritage conservation based on the example(s). 
 

 

問２ (Question 2) 

世界自然遺産登録地や国立公園指定地では、野生動物が交通事故にあうロードキルが問題となっ

ている。観光者にロードキル問題を伝え、交通事故が起きないようにする対策を具体的に提案し

なさい。また、その効果を上げるために、地域の行政や住民はどのような努力が必要かを述べな

さい。 
Roadkill, traffic accidents involving wild animals, is becoming a problem in World Natural Heritage sites 
and designated national parks. Propose specific measures to make tourists aware of the roadkill problem 
and to prevent traffic accidents. Also, describe what efforts the local government and local residents need to 
make these measures more effective. 
 

 

問３ (Question 3) 

完全な復元は不可能であることを前提とした場合、仏像を修復する際、いかなることを最も重視

すべきか、あなたの考えを述べなさい。 

Given that complete restoration is not possible, state your thoughts on what should be most important when 
restoring a Buddha statue. 
 

 

問４ (Question 4) 

伝統的建築物の耐震性能について事例に基づいて説明しなさい。 
Explain the earthquake resistance performance(s) of the traditional architectures based on the example(s). 
 

 

問５ (Question 5) 

音楽による遺産の利活用について，創造性や市民参加の観点から自由に提案しなさい。 
Propose your own ideas about how music can be used for heritage revitalization in terms of creativity and 
civil participation. 
 

 

問６ (Question 6) 

ミニマムインターベンションにおけるミニマムとはなにか。ミニマムの証明はどのようになさ

れるべきか。あなたの考えを書きなさい 

What is the minimum in the minimum intervention? How do you prove the minimum? Describe your opinion. 
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問７ (Question 7) 

建築遺産には多様な時代や機能を有するものがあるが、それらの中でも 20 世紀建築において特

徴的な遺産としての評価の観点を示し、どのように文化資源として活用することができるかあな

たの考えを書きなさい。 
Among the various types, functions and periods of architectural heritages, Heritage of 20th Century 
Architecture has the distinctive feature. Address the evaluating points of 20th century Architecture and 
explain your thought how to utilize them as the cultural resources. 
 

 

問８ (Question 8) 

現在日本では、ボランティアによりほぼ無償で遺産のガイドプログラムが行われることが多い。

この利点と課題について論じなさい。 
In Japan today, many heritage guide programs are provided by volunteers for almost free. Discuss the 
benefits and issues involved. 
 
 
問９ (Question 9) 

奄美大島では、国の特別天然記念物アマミノクロウサギの個体数増加にともなう果樹の食害が問

題となっている。野生生物の保護と地域の農業の両立にあたって必要となる対策案について、行

政、農家、大学等の役割をそれぞれ述べなさい。 
In Amami Islands, a feeding damage of fruit trees becomes serious issue with the increase in the number of 
Amami Rabbit (Pentalagus Furnessi) designated as a national special natural monument. Describe each 
role of public sectors, farmers, universities and others for the establishment of proper measures to manage 
both wildlife protection and local agriculture. 
 
 
問１０ (Question 10) 

2021 年の世界遺産委員会において、奄美大島・徳之島・沖縄島北部及び西表島が世界遺産リスト

に登録された。日本国内には屋久島や小笠原諸島など、他にも島嶼の世界自然遺産はあるが、こ

れらとは異なる奄美大島・徳之島・沖縄島北部及び西表島の価値はどこにあるか説明しなさい。 
Amami-Oshima Island, Tokunoshima Island, Northern Part of Okinawa Island, and Iriomote Island were 
inscribed on the World Heritage List in 2021. In Japan, there are other island natural World Heritages such 
as Yakushima and Ogasawara Islands. What is the unique value of Amami-Oshima Island, Tokunoshima 
Island, Northern Part of Okinawa Island, and Iriomote Island appart from Yakushima and Ogasawara 
Islands. 


