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 平成 24 年度 広島大学大学院理学研究科入学試験問題 

 
 
 
 
 

平成 23 年 8 月 23 日  9：00～11：00 

 
 
 
 
 

注  意  事  項 

１． 以下の用紙が配布されている。 

問題用紙（表紙を含む）   4枚 

解答用紙     2枚 

下書用紙     1枚 

２． 問題は全部で 2問ある。2問全てに解答せよ。 
 

３． 解答用紙及び下書用紙の全てに受験番号を記入せよ。 
 

４．解答は問題ごとに指定された用紙を用い，用紙の枠内に記入せよ。 
 

５． 試験終了時には，全ての解答用紙及び下書用紙を提出すること。 
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以下の〔Ⅰ〕と〔Ⅱ〕の 2 問に解答せよ。解答には問題ごとに指定された用紙を使用せよ。

解答は用紙の枠内に記入せよ。 

 

〔Ⅰ〕次の日本文および英文を読み，以下の問い（ⅰ）～（ⅴ）に答えよ。 

 

研究者は，成果を論文(paper)として発表する。大学院生も，研究がまとまると英語で論文

を執筆する。したがって，論文が出版されるまでの主な過程，以下(1)～(4)を知っておく

ことは大変重要である。(1) 学術雑誌の規定に沿って原稿(manuscript)を執筆し，Web 上で

投稿(submit)する。(2) 原稿は，内容に問題がないか，論文として受理(accept)に値するか

が，近い分野の複数の研究者により評価（査読）される。(3) 著者は，査読者の助言にも

とづき，必要に応じて原稿を修正・改訂する。(4) 査読者ならびに編集者が，改訂原稿に

問題がないと判断すると，論文として受理される。その後，スペル等の校正が行われ，

最終的に冊子体や電子ジャーナルに論文として掲載され，世界中で出版・公表される。

以上，投稿から出版までには，通常，数ヶ月の期間を要する。なお，論文には速報

(communication または letter)と本論文(article または full length paper)があり，それぞれが表

題(title)，要旨(abstract)，本文(text)から構成される。以下の英文は，アメリカ化学会の学

術雑誌 Journal of the American Chemical Society への投稿における規定である。 

 

Title. The title should accurately, clearly, and concisely reflect the emphasis and content of 
the paper. Series or part numbers may not be used, nor may the words “Novel” or “First” 
appear in the title. Acronyms are not permitted in manuscript titles, unless such acronyms 
are broadly familiar to readers in all disciplines of chemistry. 

Abstract. (ア)All manuscripts must contain an abstract, which should summarize the reason 
for the work, the most significant results, and the conclusions. The abstract should not 
exceed about 250 words. Abstracts for Communications and Articles will appear in both the 
printed and Web editions. Pasting the abstract in the text box on the Web submission page 
does not replace the need for including an abstract in the manuscript document. 

Text. (イ)The first paragraphs of an Article should explain the motivation for and import of 
the work, where it fits in the development of the field and of chemistry, and perhaps why it 
should be of interest to chemists in other areas. It should be possible to do this without 
excessively increasing the length of the Article. Extensive reviews of the literature cannot 
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be accepted. Thoughtful use of schemes and figures (with well-composed captions) is 
recommended, so that even casual browsers can discern the nature of the work. Well-known 
procedures should be designated by name, or literature references to them should be given. 
Experimental results are of lasting value and should be clearly and logically presented in a 
separate section. Standard article format must be used for preparing a manuscript for 
submission as an Article, including section headings and a proper Introduction, a complete 
Experimental Section (unless placed in the Supporting Information), Results, and 
Discussion. The addition of a Conclusion section at the end of the paper, which briefly 
summarizes the principal conclusions of the work, is recommended.  

 
(Notice to Authors of Papers, ACS publications より抜粋) 

http://pubs.acs.org/paragonplus/submission/jacsat/jacsat_authguide.pdf 

 

acronym：頭字語，permit：認める（許す），printed and Web editions：冊子体と電子ジャー

ナル，Web submission：インターネットによる投稿， document：文書，import of the 

work：その研究の重要性，excessively：過度に（極度に），thoughtful：思慮に富む，

schemes and figures：図，caption：図や表などの説明文，casual：偶然の（思いがけ

ない），browser：拾い読みする人，discern：認識する，procedure：手順，disciplines：

分野 
 

 

（ⅰ） 上の英文では，表題の作成において何が重要であると述べられているか。簡潔に答

えよ。 

（ⅱ） 下線部(ア)を日本語に訳せ。 

（ⅲ） 下線部(イ)を日本語に訳せ。 

（ⅳ） 上の英文では，論文においてどのような図を作成することが推奨されているか。そ

の理由もあわせ説明せよ。 

（ⅴ） 上の英文では，実験結果とその記述にどのようなことが要求されているか。簡潔に

説明せよ。 
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〔Ⅱ〕 次の文章(1)～(5)を英語に訳せ。 

 

(1) 得られたデータは，以前の結果とよく一致した。 

 

(2) 溶媒の粘度が高くなるにつれて，速度定数が減少した。 

 

(3) 化学の研究において，注意深く実験をすることが最も重要である。 

 

(4)  圧力は，力がかかっている面積で力の大きさを割ったものと定義される。 

 

(5) ベンゼンの吸光度は，濃度に比例した。 

 

 

粘度：viscosity，速度定数：rate constant，力：force，面積：area，吸光度：absorbance 
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