
このファイルでは、 

『最短合格！ 英検®1級  英作文問題完全制覇』の

本冊で取り上げきれなかった 

コンテンツブロック30をご紹介しています。 

この30ブロックの情報も頭に入れることで、 

英作文問題への対応力をさらに増強してください。

なお、　   の数字は本冊Chapter2の節番号に対応しており、

コンテンツブロックのジャンルを示しています。
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 宗教の世界的な衰退は倫理観の消失を引き起こしている。宗教間には議論が絶
えないが、一方でその大部分には倫理やモラルを教えてくれるという利点がある。

しかし、世界の無神論者はかつてないほどに多くなった。日本や韓国、ドイツといった先
進国における宗教の意義は、この百年で著しく減少してきた。

Vocabulary

□ controversial 議論を引き起こす、異論の多い　□ atheist 無神論者

訳 1

 急速な都市化は医学と医療の改善をもたらしてきた。田舎に住んでいると病院
から非常に遠いことが多い。緊急事態が起きたとき、人は医療機関をすぐに利

用することができない。しかし都市部では、住民はけがをしてから数分以内に治療を受け
ることができる。また、大都市の大きな病院にはよりハイテクな機器がそろっている。

Vocabulary

□medical facility 医療機関

訳 1

 都市化は人間関係によくない影響を及ぼす。都市部で生活するのはとてもお金
がかかるので、人々は非常に長い時間働かなければならない。残業は心身の健

康を損なう。さらに、きつい仕事をしている働く大人には家族と過ごす時間があまりない。

Vocabulary

□ demanding （仕事などが）大変な、きつい

訳 1

 倫理観は、教育制度が改善された結果、向上しているかもしれない。かつて、
ほとんどの国の子どもたちは、働かされ、学校に通うことができなかった。こ

うした子どもたちは、さまざまな生き方について学ぶ機会がなかったのだ。現在の教育では、
子どもたちは多くの人々の価値観や信条、状況について学ぶことができる。このことは、
倫理観の改善につながっている。

Vocabulary

□moral value 倫理観　□ opportunity 機会

訳 1Moral values may be improving as a result of  better education 
systems. In the past, children in most countries could not go to 
school because they were forced to work. They did not have 
opportunities to learn about various ways of  living. With today’s 
education, children get to learn about many people’s views, 
beliefs, and situations. This leads to improved moral values.

Urbanization has a negative impact on human relationships. It is 
very expensive to live in urban areas, so people are forced to work 
extremely long hours. Working overtime leads to poor mental and 
physical health. Moreover, working adults cannot spend much 
time with their families when they have demanding jobs.

Rapid urbanization has led to improvements in medicine and 
healthcare. When people live in rural areas, they are often very 
far from hospitals. They cannot access medical facilities quickly 
when there is an emergency. In urban areas, however, residents 
can get medical care within minutes of  an injury. Also, large 
hospitals in big cities can afford more high-tech equipment.

A worldwide decrease in religion is causing moral values to 
disappear. While religions are controversial, one benefit of  most 
of  them is that they teach ethics and morals. However, the world 
has more atheists than ever before. The importance of  religion 
in developed counties like Japan, South Korea, and Germany 
has decreased considerably in the last hundred years.

Content Block1 教育によるモラルの改善

Content Block1 都市化が人間関係に及ぼす影響

Content Block1 都市化と医学・医療の改善

Content Block1 無神論者の増加
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 日本の外国人排斥グループによるヘイトスピーチやデモは、近年においても、
恥ずかしいくらい一般的だ。こうした行動を許容することは、外国人に不愉快

で不安な思いをさせる。ヘイトスピーチを禁じる法律をもってしても、これらの人々のふ
るまいは変化しないだろう。子どもたちがこうした不寛容な見方を受け継ぐことのないよう、
取り組みがなされなければならない。

Vocabulary

□ xenophobic 外国人嫌いの

訳 2Hate speech and demonstrations by xenophobic groups in Japan 
have been embarrassingly common, even in recent years. 
Allowing this type of  behavior makes foreign people feel 
unwelcome and unsafe. Even with laws banning hate speech, the 
attitudes of  these people will not be changed. Work must be done 
to ensure that children do not inherit these intolerant viewpoints.

Crime occurs in every human civilization regardless of  culture or 
nationality. Our society’s efforts to eliminate the occurrence of  
crime have been insufficient. Lenient jail sentences and low 
conviction rates do not prevent criminals from breaking the law. 
Stricter punishments such as massive fines, harsh jail sentences, 
and even the death penalty are necessary to discourage illegal 
activities.

More countries need to consider making guns illegal. It is illegal 
for civilians to own guns in Japan, which is a country without 
much violent crime. When people do not have access to guns, 
they cannot hurt other people easily. Also, without guns it is less 
likely that violence resulting from unexpected disputes will lead to 
murder.

It is necessary to remove criminals from normal society to protect 
public safety. People that commit crimes are usually a danger to 
society, so crime will decrease when they are in prisons. 
Furthermore, victims of  crime feel safer when they know that the 
person who hurt them is in prison.

Content Block2 ヘイトスピーチと教育

Content Block3 刑罰の厳格化

Content Block3 銃規制

Content Block3 刑務所と社会の治安
 公衆の安全を守るためには、正常な社会から犯罪者を排除する必要がある。罪

を犯した人はふつう、社会にとって危険であり、彼らが刑務所にいれば犯罪は
減少する。さらに、犯罪の被害者は、自分に危害を加えた人間が刑務所にいるということ
を知ればより安心だと感じる。

Vocabulary

□ normal 正常な

訳 3

 より多くの国が銃の違法化を検討する必要がある。日本では市民が銃を所持す
ることは違法だが、日本の暴力犯罪は多くない。人が銃を入手することができ

なければ、人は簡単に他人を傷つけることはできないのだ。また、銃がなければ突発的な
言い争いから生じた暴力が殺人につながることも減るだろう。

Vocabulary

□ unexpected 予期しない、突然の

訳 3

 犯罪は文化や国籍にかかわらず、どんな人類文明においても起こる。犯罪の発
生を根絶するための我々の社会の努力は十分なものではなかった。寛大な実刑

判決や有罪判決率の低さは、犯罪者の犯罪行為の抑止になっていない。違法行為を阻止す
るためには、非常に高額な罰金や厳しい実刑判決、そして場合によっては死刑判決といった、
より厳格な刑罰が必要だ。

Vocabulary

□ occurrence 発生　□ lenient 寛大な　□ conviction 有罪判決

訳 3
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 国連は将来貧困を撲滅することはあり得ることだと明言してきた。実際、国連
は2030年までにあらゆる形態の極端な貧困はなくなるだろうと発表した。アナ

リストは、この目標は現実的でないと主張しているが、それでも貧困の統計データはこの（2030
年）時点までには改善することが見込まれ、これは貧困がいずれ完全に根絶される兆しで
あるかもしれない。

Vocabulary

□ possibility あり得ること、起こり得ること　□ statistics 統計（データ）

訳 4

 他者への共感の欠如は、常に極端な不平等の事例を生み出すだろう。人類はこ
れまで、これほどたくさんの資源を生産し、管理する能力を持ったことはなかっ

た。しかし、8億近くの人々にはいまだに十分な食糧がなく、今日、人類史上かつてないほ
ど多くの、奴隷状態で生活している人がいる。この状況が変わるだろうという説得力のあ
る証拠は存在しないのだ。

Vocabulary

□ empathy 共感　□ slavery 奴隷状態　□ convincing 説得力のある

訳 4A lack of  empathy for other people will always create cases of  
extreme inequality. Humans have never had the capacity to 
produce and manage so many resources before. But nearly 800 
million people still do not have enough food, and there are more 
people living in slavery today than any time in human history. 
There is no convincing evidence that this will change.

The United Nations has made it clear that eliminating poverty in 
the future is a possibility. In fact, they announced that they hope 
to end all forms of  extreme poverty by 2030. Analysts have 
claimed that this goal is unrealistic, but it is still likely that poverty 
statistics will improve by this date—a sign that poverty may be 
completely eliminated someday.

Full-scale war is unlikely in an educated society. As more people 
become educated, less of  them will be willing to die in wars. 
Educated people know that the only effective way to resolve 
conflicts is through communication and negotiation. Since the 
number of  people thinking this way is increasing, military 
spending should be lowered.

Military spending should not be decreased because strong 
militaries prevent violent conflicts. Many people that criticize 
military spending point out other countries that have low military 
spending but do not get attacked by other nations, such as Iceland 
and Mexico. However, one major reason these nations are not 
attacked is that they have powerful allies that would probably 
protect them.

Content Block4 激化する社会的不平等

Content Block4 貧困解消の可能性

Content Block5 世界の成熟と軍事費

Content Block5 軍事費と抑止力
 軍事費が削減されるべきでないのは、強力な軍隊は暴力的な紛争を阻止するか

らだ。軍事費を批判する多くの人は、アイスランドやメキシコのように軍事費
が低く、それでも他国から攻撃されていないほかの国々を引き合いに出す。しかし、これ
らの国々が攻撃を受けていない一つの大きな理由は、（それらの国々が攻撃されれば）おそ
らく守ってくれる強力な同盟国があるからなのだ。

Vocabulary

□ ally 同盟国

訳 5

 全面戦争は教養ある社会においては起こりそうもない。人が教育を受けるにし
たがって、戦争で死ぬことをいとわない人の数は減る。教養ある人は、紛争を

解決する唯一の効果的な方法は、コミュニケーションと交渉によるものだということを知っ
ている。このように考える人の数は増えているのだから、軍事費は削減されるべきだ。

Vocabulary

□ full-scale 全面的な

訳 5



8 ボーナスコンテンツブロック30 9

1

2

3

ボ
ー
ナ
ス
コ
ン
テ
ン
ツ
ブ
ロ
ッ
ク
30

 大部分の国家が平和を支持し維持することを望んでいるとしても、おそらく武
力衝突を起こすことを望む国も現れるだろう。もし軍事衝突が起きれば、その

ときには「平和国家」も戦う以外になくなるだろう。外交と交渉は常に戦争を回避できる
わけではない。国連の歴史的な数々の失敗はその何よりの証拠だ。

Vocabulary

□ have no choice but ～以外の選択肢がない

訳 5

 暴力的であることは人間の本性ではない。いくつかの科学研究によって、人間
には本来、他人に共感する力が備わっているということが示されている。最も

自然な状態においては、我々は互いを守ったり助けたりしたいと思い、他人が苦しんでい
るのを見たくないと思う。このことは、理論的には、我々が本来持っている共感を反映し
た社会を持ちうるということを意味している。

Vocabulary

□ theoretically 理論上は、理論的には

訳 5It is not human nature to be violent. Several scientific studies 
have shown that humans have a natural capacity to feel empathy 
for other humans. In our most natural state, we want to protect 
and help one another, and we dislike seeing others in pain. This 
means that, theoretically, we are capable of  having a society that 
reflects our natural empathy.

Even if  the majority of  nations wish to support and maintain 
world peace, there will probably be one or more nations that 
wish to engage in armed conflict. If  this happens, then “peaceful 
nations” will have no choice but to fight as well. Diplomacy and 
negotiation cannot always prevent wars. The historic failures of  
the UN are a great example of  this.

The main problem with free trade is that many companies in 
developed countries cannot compete with companies in cheaper 
countries abroad. In a completely free market, the more expensive 
domestic companies would go out of  business, and people would 
be forced to rely on foreign countries’ companies more.

One issue with free trade is that it is difficult to enforce 
environmental regulations. Generally speaking, environmental 
regulations are stricter in developed countries. This is good for the 
environment, but it also makes domestic products more expensive. 
With free trade, people can get cheaper products from abroad, 
but the companies producing those products might be causing 
significant damage to our planet.

　

Content Block5 他者に共感する人間の本性

Content Block5 戦争回避の難しさ

Content Block6 自由貿易と国内企業の倒産

Content Block6 自由貿易と環境問題
 自由貿易の一つの問題点は、環境的な規制を行うのが難しいということだ。一般

的に言って、環境的な規制は先進国のほうが厳しい。これは環境にとってはいい
ことだが、同時に国内製品の価格を引き上げている。自由貿易になれば、人は海外からより
安価な製品を買うことができるが、これらの製品を生産する企業は地球に大きなダメージを
与える可能性がある。

Vocabulary

□ enforce 〈法など〉を施行する、実施する

訳 6

 自由貿易の主な問題は、先進国の多くの企業が海外のより物価の安い国の企業
と競合できないということだ。完全な自由市場になれば、価格のより高い国内

企業は倒産し、人々は今まで以上に海外の企業に頼らざるを得なくなるだろう。

Vocabulary

□ compete with ～ ～と競う　□ go out of business 倒産する、廃業する

訳 6
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 経済を構築することは国際紛争にかかわるよりも重要だ。人間社会が発展する
につれて、戦争の必要性は減少している。今日、「国際紛争」とは実際には経済

摩擦である。物理的な規模や軍事力にかかわらず、経済的に成功している国のほうが強力
なのである。

Vocabulary

□ need for ～ ～の必要性

訳 7

 日本はさまざまな軍事的脅威から自国を守るため、強力な同盟国を必要として
いる。例えば、北朝鮮は核兵器の開発の取り組みを続けており、それを使って

日本を攻撃しようとする可能性がある。現在、日本のミサイル防衛システムは主にアメリ
カによって提供されており、日本がアメリカと健全な関係を維持することは重要である。

Vocabulary

□ threat 脅威　□ chance 可能性　□ anti-missile system ミサイル防衛システム

訳 7Japan needs powerful allies to help protect it from various military 
threats. For example, North Korea is constantly working to 
develop nuclear weapons, and there is a chance that they might 
try to attack Japan with them. Currently Japan’s anti-missile 
defense systems are mainly supplied by the U.S., so it is important 
for Japan to maintain a healthy relationship with the U.S.

Building the economy is more important than joining in 
international conflicts. As human society develops, the need for 
war is decreasing. “International conflicts” are actually economic 
conflicts nowadays. Countries with successful economies are more 
powerful, regardless of  their physical size or military power.

Many people use wilderness areas for recreational activities such 
as hiking, camping, nature walks, and so on. Having access to 
these environments increases one’s quality of  life, as people often 
need to get away from their fast-paced urban lifestyle. It also 
serves as good informal education on the varieties of  plants and 
animals that the earth contains.

In Japan, junior high school and high school students are forced 
to study too much for entrance exams, while college is too easy 
to graduate from. Life is extremely stressful for junior high school 
and high school students, as they must study continuously in 
order to prepare for exams. The supposed goal is to get into a 
good college, but Japanese colleges are criticized internationally 
for being too easy to graduate from.

Content Block7 同盟関係の重要性

Content Block7 軍事を上回る経済的側面の重要性

Content Block8 自然の残る地域がもたらすメリット

Content Block9 日本における中高教育と大学教育のギャップ

 多くの人は自然の残る地域をハイキング、キャンプ、自然散策といったレクリエー
ション活動に使っている。人はしばしばペースの速い都会生活から逃げ出す必

要があるので、こうした自然に触れられることは、人の生活の質を上げる。それはまた、
地球にいるさまざまな動植物についての形式張らないよい教育にもなる。

Vocabulary

□ recreational activity レクリエーション活動

訳 8

 日本では、中学生と高校生は入試のために過剰なほど勉強しなければならない
一方で、大学を卒業するのはあまりに簡単だ。中学生と高校生の生活は、たえ

ず試験の準備のために勉強しなければならないので、とてもストレスに満ちている。いい
大学に入ることが目標だということになっているが、日本の大学は、卒業するのが簡単す
ぎると国際的に批判されている。

Vocabulary

□ stressful ストレスに満ちた　□ continuously ひっきりなしに、絶え間なく

訳 9
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 ギャンブルは健康に悪影響があるので禁じられるべきだ。それは薬物の使用と
同様、中毒性のある行為だ。研究によれば、多くのギャンブラーは薬物使用者

が薬物の使用をやめられないのと同様にギャンブルをやめることができない。どちらの行
為も精神衛生上の問題を引き起こし、人の生活に悪影響を及ぼす。

Vocabulary

□ addictive 中毒性の、常習性の　□ the same way that ～ ～と同じ仕方で

訳 9

 オンライン学習の最大の問題の一つは、学生が教師に会いに行けないことだ。
従来の教室では、学生は何かわからないことがあれば、質問をすることができる。

対照的に、オンライン学習では学生は教師と直接コミュニケーションをとる機会がめった
にない。

Vocabulary

□ in contrast 対照的に

訳 9

 オンライン学習はすでに効果があることが証明されている。世界のEラーニン
グ市場は、現在1000億ドルを超えると推定されている。オンラインコースを提

供する世界最大級のウェブサイト「ユーデミー」は、現在1000万人以上の学生がいるとし
ており、この数は日本のすべての大学生の合計よりも多い。この市場の成長は、オンライ
ン学習が学生にとって魅力的であることを示す証拠だ。

Vocabulary

□ be proven to do ～すると証明されている

訳 9Online learning has already been proven to be effective. The 
global e-learning market is now estimated to be over $100 billion. 
One of  the largest course hosting websites, Udemy, claims that it 
now has over 10 million students—a number greater than the 
sum of  all university students in Japan. The growth of  this market 
is proof  that online learning is attractive to students.

One of  the biggest problems with online learning is that students 
do not have access to teachers. In a traditional classroom, 
students can ask questions when they do not understand 
something. In contrast, students in online classes rarely have the 
opportunity to communicate with teachers directly.

Gambling should be banned because it has a bad effect on 
health. It is an addictive activity, like drug usage. Studies show 
that many gamblers cannot stop gambling, the same way that a 
drug user cannot stop taking drugs. Both activities lead to mental 
health problems and have a negative impact on people’s lives.

Similar to alcohol, adults should have the option to gamble if  
they want to. Like drinking, gambling should not be banned 
since the majority of  gamblers are able to enjoy themselves 
responsibly. The government does not have the right to limit the 
personal freedoms of  all people because of  the bad behavior of  
a small group of  people.

Content Block9 オンライン教育の実績

Content Block9 オンライン学習の問題点

Content Block9 ギャンブルの中毒性

Content Block9 ギャンブルと個人の自由
 アルコールと同様、大人には自分が望むならギャンブルをするという選択肢が

あるべきだ。大部分のギャンブラーは節度を持って楽しむことができるのであり、
飲酒同様ギャンブルは禁止されるべきではない。政府には、少人数のグループの悪い行い
のために、すべての人々の個人的な自由を制限する権利はない。

Vocabulary

□ similar to ～ ～に似て、～と同様に　□ responsibly 責任を持って

訳 9
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 ギャンブルの利点の一つは高い雇用率だ。カジノの建設、維持、運営は多くの
仕事を必要とする。ふつう、これらの仕事は地元の住人によって行われる。ギャ

ンブルがなければ、ラス・ベガスのようなところは低雇用と観光事業からの収入の少なさ
に苦しむことになるだろう。

Vocabulary

□ construction 建設　□ operation 運営

訳 9One benefit of  gambling is high rates of  employment. The 
construction, maintenance, and operation of  casinos require a lot 
of  work. Usually these jobs are filled by local residents. Without 
gambling, places l ike Las Vegas would suf fer from low 
employment and very little revenue from tourism.

Interpersonal communication has worsened due to developments 
in technology. You can see examples of  this by looking at groups 
of  teenagers in developed countries. Twenty years ago, these 
teens would have been talking and laughing with one another. 
Nowadays, though, it is more common to see all of  them staring 
at their phones. This is a sad change to society.

Cloning animals can assist with a variety of  scientific research. 
For example, imagine that scientists found a mouse that was 
naturally immune to cancer. By cloning this mouse, they could 
perform several tests to determine what causes this immunity. 
This is just one hypothetical example of  the benefits of  cloning 
technology.

It is wrong for companies to collect information about customers 
without their permission. Nowadays, it is common for companies 
to collect a large amount of  data on their customers using 
sophisticated technology. Most customers do not even realize this 
is happening, and consequently they feel that their privacy has 
been invaded.

Content Block9 ギャンブルの経済効果

Content Block10 技術の発達とコミュニケーションの退化

Content Block11 動物のクローンの用途

Content Block12 顧客情報収集の問題

 人と人とのコミュニケーションは、技術の発達によって退化してきた。この例は、
先進国の若者たちに見ることができる。20年前、こうした若者たちは互いに話

したり、笑ったりしていた。しかし今日では、若者たちが皆携帯電話を見つめているのを
目にすることのほうが多い。これは、社会の悲しい変化だ。

Vocabulary

□ worsen 悪化する、退化する　□ stare at ～ ～を凝視する、見つめる

訳 10

 動物のクローンは、さまざまな科学研究に役立てることができる。例えば、生
まれながらにがんに免疫のあるマウスを科学者が見つけたとしよう。このマウ

スのクローンを作成すれば、この免疫の原因が何かを特定するための複数の実験を行うこ
とができるだろう。これは、クローン技術の利点について仮定される一例に過ぎない。

Vocabulary

□ immune 免疫がある　□ immunity 免疫　□ hypothetical 仮説の

訳 11

 企業が許可なく顧客情報を収集するのは不当だ。今日、企業が最新技術を使っ
て顧客に関する大量のデータを収集することが一般的になっている。大部分の

顧客はこうしたことが行われても自覚がなく、その結果、彼らのプライバシーは侵害され
ていると感じている。

Vocabulary

□ sophisticated 最新の、高機能の

訳 12
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 週の労働時間を減らすべきだという不満を人から聞くことはめったにない。ほ
とんどの人々は、現在の標準的な労働時間が適切だと思っているようだ。むし

ろ主たる問題は、従業員を過度に働かせようとする企業だ。こうした企業に対し、従業員
に通常の労働時間を割り当てるよう義務づけることのほうが、全員の労働時間を減らすこ
とよりも重要だ。

Vocabulary

□ assign ～を割り当てる

訳 12

 企業は昔から顧客の個人情報を収集してきた。今日唯一違う点は、こうした行
為がテクノロジーを使ってなされているということだ。もし社会が突然、顧客

の個人的な生活に関して知る企業の能力を規制すれば、商品やサービスの質は落ちるだろう。

Vocabulary

□ regulate ～を規制する

訳 12Businesses have always collected personal information about 
customers. The only difference today is that most of  this practice 
is done using technology. If  society suddenly regulated companies’ 
ability to learn about their customer’s personal lives, then the 
quality of  products and services would decrease.

It is rare to hear people complain that weekly working hours 
should be decreased. Most people appear to agree that the 
current amount of  standard working hours is good. Instead, the 
main problem is companies that try to make their employees 
work too much. Forcing these companies to assign normal 
working hours to employees is more important than lowering the 
number of  working hours for everyone.

Content Block12 顧客情報収集の必要性

Content Block12 過重労働の問題


