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幸せの感じ方は人によって違うようです。あなたにとって幸せとはどのようなものですか。あな
たの考えを具体的に論述してください。

石巻専修大学 人間学部 公募推薦 600 字以内

日本では 6人に 1人の子どもが貧困状態にあるといいます。貧困は衣食住の問題だけではあ
りません。子どもの心にどのような影響があると考えますか。あなたの考えを書きなさい。

聖徳大学 心理・福祉学部 心理学科 推薦 800 字以内

あなたが今までに読んだ歴史にかかわる書物を1冊（またはそれ以上）取り上げ、その書物
の著者の言いたいことを説明し、そのことについてあなたの考えを述べなさい。その際、取り
上げた書物の著者名・書名をあげるようにしなさい。

学習院大学 史学科 公募推薦

近年の SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の目覚ましい発達は、若者の人間関係に
どのような影響を与えているのか。具体的な事例を示しながら論ぜよ。

大妻女子大学 人間関係学部 人間関係学科社会
学専攻

公募推薦 600 字以内

あなたは日本に住む外国人が増えることで、日本社会にどんな変化や影響が出ると思います
か。

大妻女子大学 文学部 コミュニケーション
文化学科

一般

社会や組織の中では、多くの人々が認める「正論」であってもその通りにならない事柄がよく
ある（例えば、自然環境の大切さは多くの人々が認めるが、現実には環境破壊が止まらないな
ど）。なぜこのようなことになってしまうのか、あなたの考えを述べなさい。

東京成徳大学 応用心理学部
人文学部

一般 800 字以内

成熟社会と言われる現代の日本において、生活の質の豊かさを追求するとはどういうことなの
かを論じた上で、その追求を難しくしている社会的要因は何であるのか、具体的な例を挙げ
ながら、あなた自身の見解を述べなさい。

東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科 推薦 1000 字以内

次の英文（Adapted from "Remembering a dark past" by Sean Sakamoto）を読み、あと
の問いに答えなさい。
問 1：この英文の大意を日本語でまとめなさい。
問 2：本文の内容に言及しながら、America and New York's dark past に対するあなたの
意見を日本語で述べなさい。

金城学院大学 文学部 英語英米文化学科 推薦 問 1：300 字以内
問 2：300 字以内

問 1：子どもの出産に伴う親の自己像の特徴について、図 1（『出産に伴う男女の 3 つの自己意
識』）から読み取れることを記述しなさい。
問 2：表 1（中日新聞朝刊『夫婦が考えるイクメン』2015 年 10月 2日掲載）に示された夫婦
が考えるイクメン像から、夫婦それぞれの育児に対する考え方や姿勢について読み取り、まと
めなさい。
問 3：夫婦での子育てにとって、必要とされる姿勢や工夫について、記述しなさい。

金城学院大学 人間科学部 多元心理学科 推薦 問 1：200 字以内
問 2：300 字以内
問 3：400 字以内

次の文章（高橋源一郎『ぼくらの民主主義なんだぜ』朝日新著 2015 年 pp.54-58 より一部改
変）をよみ、あとの問題に答えなさい。
問 1：下線部（1）の文中にある「社会が育つ」ということばはどのようなことを意味している
か、説明しなさい。
問 2：あなたが下線部（2）のように重症心身障害を持つ赤ちゃんを抱かせていただいたとし
たら、どのようなことを感じるだろうか。それについて記しなさい。

金城学院大学 人間科学部 コミュニティ福祉学
科

推薦 問 1：100 字程度
問 2：400 字程度

次の二つの論題から一つ選びなさい。そして、具体的な事例を挙げ、また構成に注意しなが
ら、あなたの考えを論じなさい。論題の下に挙げている言葉を参考にしたり使用したりしても
かまいません。
論題 1：グローバル化の是非（流動化、国際協力、多国籍企業、異文化交流、言語）。
論題 2：リーダーに必要不可欠なもの（リーダーシップ、知識、統率力、経験、理想）。

山陽学園大学 総合人間学部 特別推薦 800～1200字程
度

①あなたが今まで興味を持った歴史上の事柄を一つ挙げ、なぜそれに興味を持ったのかにつ
いて、そのきっかけや理由を具体的に記しなさい。
②その事柄について、あなたが今までどのように学んできたか、また大学に入学後、それにつ
いてより深く学ぶためには、どのような勉強が必要であると考えるか、具体的に記しなさい。

就実大学 人文科学部 総合歴史学科 推薦 800 字程度

少子高齢化という社会構造の変化に総合的に対応するために、日本は何をどのように改善す
る必要があるのか、またなぜそうする必要があるのかについて自分の考えを述べなさい。

宮崎公立大学 人文学部 国際文化学科 一般 800 字

わたしにとっての外国語。 長崎外国語大学 推薦 800 字

語
学
・
国
際
系

①「本を読む」ことの意義について、さまざまな角度から考えて論じなさい。
② 2016 年にブラジルのリオデジャネイロで、その後 2020 年には日本の東京でオリンピックが
開催されるが、オリンピック開催が開催地に与える影響について論じなさい。

神田外語大学 イベロアメリカ
言語学科

スペイン語専攻 自己推薦 800 ～ 1000 字

次の文章（エドウィン・O・ライシャワー『真の国際化とは：ライシャワーから日本の次の世代
へ』チャールズ・イー・タトル,1998 年）を読み、日本の「国際化」について、自身の考えを
論じなさい。

東洋英和女学院大学 国際社会学部 公募推薦 1000 字以内

次の課題文（朝日新聞『GLOBE』2014 年 4月 6日一部改変）は、国際移住機関（ＩＯＭ）事
務局長ウィリアム・スウィングの話を朝日新聞の記者がまとめたものである。この文章を読み、
あとの問に答えなさい。
問 1：課題文の要旨をまとめなさい。
問 2：課題文をふまえて、移民受け入れに対するあなた自身の考えを明確にしつつ、今後の日
本の課題について論述しなさい。

金城学院大学 国際情報学部 国際情報学科グ
ローバルスタディー
ズコース

推薦 問 1：400 字以内
問 2：400 字以内

人・モノ・ことが交流するグローバル化が進展すると、地球上で「貧富の差」や「環境破壊」
や「医療の不平等」等の問題が、より深刻になることがあります。どういう地域でどういう問
題が起こっているか、あるいは、起こりうるかについて論述しなさい。

中部大学 国際関係学部 推薦 800 字

あなたの友人に、日本国内で英語の勉強は十分できるので特に留学する必要はないと考えて
いる人がいます。しかし、あなたは留学は必要だと考えています。その友人に、留学の必要
性・重要性を説明してあげて下さい。できるだけ具体的に書いて下さい。

名古屋学院大学 外国語学部
国際文化学部

一般推薦 800 字

＜近年の小論文テーマ一覧（大学）＞
当社アンケートの回答より一部抜粋。編集の都合上、省略している箇所があります。
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「小論文」の書き方

系統 テーマ 学校名 学部 学科・コース 入試形態 字数

経
済
・
経
営
・
商

地方創生と地域政策のあり方について。 高崎経済大学 地域政策学部 推薦 600 字以内

バター不足について。 上武大学 ビジネス情報
学部

推薦

リーダーシップをとれるタイプととれないタイプとの違いは何だと思いますか。また、あなた自
身は、自分自身をどちらのタイプだと思いますか。その理由を、自分自身の具体的な体験から
述べてください。

淑徳大学 経営学部 経営学科 推薦 600 字以内

訪日中国人観光客が日本メーカーの魔法瓶や炊飯器、温水洗浄便座、化粧品等を、百貨店
や家電量販店などで大量に買いあさる現象は、2014 年末から「爆買い」と呼ばれてテレビな
どで報道されるようになった。彼らは帰国後、親戚・知人に配ったり、転売したりしていると
いう。この現象を、それを起こしている経済的、産業的、文化的な諸要因（為替、品質、中
国人の気質……）を挙げて分析するとともに、今後この現象がどうなるかを予測しなさい。

東京理科大学 経営学部 ビジネスエコノミク
ス学科

公募制推
薦

650字以上800字

スマートグリッドとは、IT 技術を用いて電力エネルギーの需給バランスや経路を調節すること
で、安定的で無駄がない電力エネルギーの供給を可能にする次世代総配電網である。スマー
トグリッドには電気自動車が積む蓄電池や充電スタンド、出力が不安定な太陽光発電や風力
発電のシステムもつながっている。スマートグリッドに用いられる技術・システムには、超伝導
ケーブル、スマートメーター、EMS（Energy Management System）などがある。今後、ス
マートグリッドが普及するとして、どのようなビジネスチャンスが考えられるのか。それを4つ
以上挙げ、それぞれについて、見込みやリスクを分析しなさい。

東京理科大学 経営学部 経営学科 公募制推
薦

650字以上800字

「日本国内の畜産業を保護する政策が必要である」という意見について、自分の意見を述べな
さい。

神奈川大学 経済学部 経済学科
現代ビジネス学科

推薦 600 字以上 800
字以内

最近、企業のコンプライアンス（法令などの遵守）に関わる問題が数多く報道されている。決
められたルールを守らず社会的問題を引き起こすことになり、結果として企業自身も大きなダ
メージを受ける。最近の具体的な例を取り上げ、それはどのような問題か説明し、なぜ当事
者はそのような行動を取ってしまったか、顧客・企業・社会にどのような影響を与えたか、そ
れを防ぐためにはどのような方策が考えられるかについて、あなたの考えを述べなさい。例は
複数取り上げてよい。

名古屋学院大学 経済学部
現代社会学部
商学部
法学部

一般推薦 800 字

選挙権年齢を現行の「20 歳以上」から「18 歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が可決、
成立した。昭和 20 年に「25 歳以上」から現行の年齢に変更されて以来、70 年ぶりの見直し
となった。この選挙権年齢の引き下げにより、他の年齢に関する規定の見直しも検討されて
いる。たとえば、政府は、現在「20 歳以上」としている民法と少年法の成人年齢の改正であ
る。そのほか、酒、たばこなどに関する年齢制限についても、あわせて検討がされることに
なると考えられる。もっとも、様々な理由から、賛否両論となっており、今後の議論の動向が
注目されている。あなた自身は、選挙権年齢の引き下げによる他の年齢に関する規定の見直
しにつき、どのように考えるか。①上記のような具体例を挙げ、②その例における賛成と反対
の立場の理論的根拠をふまえ、③対立軸を明確にしたうえで、④自身の考えを論じなさい。

名古屋学院大学 経済学部
現代社会学部
商学部
法学部

指定校推
薦

800 字

法
学

成人年齢を十八歳に引き下げることについて。 獨協大学 法学部 推薦

近年の国際社会において期待される法の役割について、具体的な例を挙げつつ論じなさい。 上智大学 国際関係法 推薦 2000 字程度

あなたにとって法学を学ぶことはどのような意味がありますか。 愛知学院大学 法学部 AO

ヘイトスピーチについての新聞記事と差別的表現の規制について考察した論考を参考にし、
①・②に解答しなさい。
①：「ヘイトスピーチを法律で規制すべきである」との主張について、賛成・反対の立場を明
確にし、自分の意見を述べなさい。
②：①であなたが支持した意見と逆の立場からの意見を述べなさい。

京都産業大学 法学部 法律学科 AO 各 400 字以内

日本の男女雇用機会均等法について、各界の女性リーダーたちによる「グローバル・ウーマン・
リーダーズ・サミット」という女性の社会進出をテーマとしたシンポジウムの基調講演とパネル
討論の抜粋を読んで、次の問いに答えなさい。
①：職場に現存する性別による格差を是正するためのクォータ制の導入について、賛成理由と
反対理由を記述し、比較した上であなたの意見を述べなさい。
②：女性が男性同様に企業で働き続け活躍するために、他にどのような政府・行政による政
策的な支援が必要かあなたの意見を述べなさい。

京都産業大学 法学部 法政策学科 AO

社
会

現在から 30 年後におけるわが国の環境問題と社会との関係について、自分なりの題名を考え
論述しなさい。なお、下記に記載されている15 のキーワードの中から、少なくとも4つを使
用しなさい。解答した文中のキーワードの箇所全てに波線を記しなさい。
【キーワード】地球温暖化／低炭素社会／カーボン・オフセット／放射能汚染／原子力発電／
再生可能エネルギー／スマートシティー／環境税／汚染者負担の原則／人口増加／生物多様
性／森林の減少／砂漠化／資源枯渇／持続可能な発展

大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科
環境情報学専攻

公募推薦 800 字以内

近年、小学生に防犯用の ICタグ（電波を受けて働く小型の電子装置）を持たせる学校が増え
ているといわれていますが、その是非について子どもの社会化（子どもが大人になること）の
観点から論じなさい。

大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科社会
生活情報学専攻

公募推薦 1000 字以内

内閣府『高齢社会白書』を読んで、文書やグラフから分かることを自分自身の考えで述べよ。和光大学 現代社会学科 一般 400 字

携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末（身につけて持ち歩くことのできる情報端末）な
どが発展することでどのような活用方法ができると考えますか。

新潟国際情報大学 情報文化学部 推薦 1000 字

現在の日本は少子高齢化が進んでいると言われます。このままその傾向が続くと、社会的にど
のような問題が生じると考えられますか。

富山国際大学 現代社会学部 推薦 800 字

「自立」と「自律」について、貴方自身に即して論じなさい。 愛知学院大学 総合政策学部 AO

仲間の存在は身の回りに起こった問題を解決するうえで、また自分を高めるうえでかけがえの
ないものだといわれます。あなたはこれまでたくさんの仲間に囲まれ、また助けられてきたと
思います。そんなあなたのこれまでの具体的な経験をもとにしながら、お互いを信頼しあい、
高めあうことができるような仲間を増やしたり、また関係を絶やさないためのコツや秘訣につ
いて自由に論じてください。

桃山学院大学 社会学部 社会学科 AO 1200 字程度

音楽 CDの売り上げは 2000 年ごろと比べてどのように変化しているか、またその変化の原因
として何が考えられるか論じなさい。

神戸山手大学 現代社会学部 一般 450 字以上 600
字以内

人口減少が止まりません。徳島県でも2014 年 1月の 76 万 8千人が 2040 年には 57 万人台に
なると予測されています。急激な人口減少は、社会や地域に影響を及ぼします。人口減少に
ともなう地域社会への影響について論じてください。

徳島文理大学 総合政策学部 一般 1000 字以内

以内
以内

以内
以内
以内

程度
程度

字程

字

以内
以内

す。
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「小論文」の書き方
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系統 テーマ 学校名 学部 学科・コース 入試形態 字数

理
学
・
工
学

現代社会の環境問題である「エネルギー資源の枯渇」、「地球温暖化」、「放射能汚染」の中
から一つ取り上げ、発生原因も含めて説明しなさい。さらに、この問題を解決するために何を
すべきか、あなたの考えを記述しなさい。

石巻専修大学 理工学部 公募推薦 600 字以内

次の文書（久我隆弘著『測るを極めろ！―物理学実験攻略法』丸善出版、2012 年より抜粋、
一部改変）を読んで、後の問題に答えよ。現在は加速度を測定する技術が様々な機器などに
搭載され、利用されている。加速度を測定する技術が、身の回りでどのように応用されている
か、もしくは今後どのような応用が期待できるか、具体的な例を挙げ、有用性を含めて説明し
なさい。

秋田県立大学 システム科学
技術学部

推薦A・B

次の文書（山本義隆著『原子・原子核・原子力―わたしが講義で伝えたかったこと』岩波書店、
2015 年より抜粋、一部改変）を読んで、後の問題に答えよ。人の生活においてエネルギーの
供給は必要不可欠なものであるが、人類が持続的に生活していくためには、エネルギーの生
産はどうあるべきか。あなたの考えを述べなさい。

秋田県立大学 システム科学
技術学部

推薦

次のうちで、あなたが一番興味を引かれる実験はどれですか。その理由と、これらの実験を
ヒントにして、あなたがこの環境を使って自分でやってみたいと思う実験や観測についてまと
めなさい。①新材耕作製実験、②高品質タンパク質の結晶成長実験、③骨量減少メカニズム
の解明実験、④宇宙での食科生産の効率化実験、⑤「きぼう」の船外実験プラットフォーム
を利用した実験

帝京大学 理工学部 推薦 600 字以内

ひとつ選択して答えよ。
A：日本は火山活動や地震活動においては世界でも有数の多発国として知られ、古くから自然
災害によって、毎年尊い人命が失われています。建築の大きな目的は安全で快適な建物や社
会を創り出すことですが、建築学科を志すあなたが建築技術、都市計画、まちづくりなどに
ついて大切な防災・減災対策として考えていることをまとめなさい。
B：近年、都市温暖化現象が顕在化しています。人口と様々な活動が密集している東京など
の大きな都市では、郊外に比べて年平均の気温が次第に高くなり、夜間になっても気温が下
がらない傾向が観測されています。そして夏季の温熱環境の悪化、都市の大気の汚染、エネ
ルギー消費量の増大、集中豪雨などの問題を生じています。この都市温暖化を英語では何と
呼ぶかを述べ、この幾つかの原因と仕組みを説明し、建築分野からこの問題の低減に寄与で
きる幾つかの方法を理由とともに述べまとめなさい。

神奈川大学 工学部 建築学科 推薦 1000 文字程度

人工知能（AI）が取り入れられた、10 年後の機械技術について、あなたの考えを述べなさい。愛知工業大学 機械学科 スポーツ推
薦

600 字以上 800
字以内

オリンピック開催においてはその運営と共に施設（建築）が大切だと言われています。具体的
な事例を挙げながら、オリンピック施設のあり方についてあなたの考えを述べて下さい。

愛知工業大学 建築学科 スポーツ推
薦

600 字以上 800
字以内

現在話題になっている環境問題について 1つ具体例をあげ、化学との関連および解決法につ
いて述べなさい。

愛知工業大学 応用化学科 女子学生
推薦

600 字以上 800
字以内

スマートフォンで家庭のエアコンやテレビなどを制御できるアプリが既に提供されている。ス
マートフォンとつなげると、今までに無い新サービスや新機能を提供できそうな家庭内のモノ
を上記の例以外で 3 つ考えて、それぞれのモノに対する新サービスや新機能の（a）内容、（b）
受益者、（c）恩恵、について述べよ。

愛知工業大学 情報科学科 一般推薦 600 字以上 800
字以内

農
・
水
産

獣医師と医師の存在理由はどのように違うか。 酪農学園大学 獣医学類 推薦

「動物が我々に与えてくれるもの」について。 日本獣医生命科学大
学

獣医学部 推薦

「人の生活を支える動物達」について。 日本獣医生命科学大
学

獣医学部 獣医学科
獣医保健看護学科

推薦 400 字以内

教
育
・
福
祉

雲仙・普賢岳では 1990 年 11月に噴火活動が始まり、1996 年の終息宣言まで、人々に大きな
被害をもたらしました（参考資料『雲仙・普賢岳の噴火災害』）。災害からの「復興」に関し、
次の問いに答えなさい。
問：あなたは、東日本大震災の影響を受けた地域の小学校において、六年生の担任になりま
した。配付された新聞記事を基に、「復興と人」について朝の会で子どもたちに話をするとし
たら、どのようなことを話しますか。そのスピーチ原稿をまとめなさい。用いる新聞記事は三
点のうち何点でも構いません。ただし、参考資料「雲仙・普賢岳の噴火災害」のみでスピーチ
を構成しないように注意してください。

宮城教育大学 推薦 600 ～ 800 字

援助対象者（子ども・障がい者・高齢者など）が「人として成長」するために、あなたは援助
者としてどのような関わりを大切にしたいかについて述べなさい。

福島学院大学 福祉学部 AO 800 字以上 1000
字以内

①幼児教育における家庭教育と就学前の幼稚園・保育園との役割分担および連携について、
具体例を提示して論じなさい。
②今、小学校教育でもキャリア教育の重要性が言われている。自分の体験をもとに実効性の
あるキャリア教育について論じなさい。

淑徳大学 教育学部 AO 600 字程度

①「子どもに遊びは大切だ」とよく言われます。子どもの成長にとって遊びが欠かせない理由
について、あなたの考えを述べなさい。
②教師と子どもが信頼し合うことは、教育で最も重要なことの一つです。あなたが教師になっ
たら、子どもたちとどのように接し、信頼関係をつくっていきたいですか。あなたの考えを述
べなさい。

聖徳大学 児童学部 児童学科 推薦 800 字以内

①社会福祉（対人援助）の仕事に従事する者にとって、必要な資質はなんだと思いますか、あ
なたの考えを述べなさい。
②将来就きたい仕事の職種（種類）とその内容を説明するとともに、それを実現させるために
はどうすればよいか、あなたの考えを述べなさい。
③高校生活や日常生活での自分自身の体験・経験を通して、「チームワーク」について考えた
ことを述べなさい。

聖徳大学 心理・福祉学部 社会福祉学科 推薦 800 字以内

情報化時代の教師や保育士をめざす学生として意識しなければならないと思うことを述べよ。明星大学 教育学部 推薦 600 字程度

園児や小学生などへの英語教育について、「英語教育は早期に行うべきだ」という考えと、「ま
ず、母国語としての日本語の教育をしっかり行うべきだ」という考えがあります。あなたは、ど
ちらの考え方を支持しますか。あなた自身の経験などを材料に用いて意見文を書きなさい。

相模女子大学 学芸学部 子ども教育学科 推薦

教育を取り巻く「いじめ」「不登校」「学習意欲低下」などの問題のなかから1つを指定し、自
身の考えと対応策、および大学入学後に自身が取り組む学習について述べなさい。

東海学園大学 教育学部 教育学科、
学校教育専攻

AO

あなたの経験に基づいて、現在の教育または保育における課題を述べ、あなたがどのような
教員または保育者になりたいかを書きなさい。

神戸親和女子大学 発達教育学部 児童教育学科 推薦
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系統 テーマ 学校名 学部 学科・コース 入試形態 字数

教
育
・
福
祉

ある生徒に対するいじめがあるとします。あなたがその生徒と同級生であった場合、どのよう
に行動しますか。またあなたがそのクラスの担任教師であった場合はどうでしょう。あなたが
取る具体的な行動をそれぞれいくつか挙げて、その理由も述べてください。

就実大学 教育心理学科 推薦 800 字程度

近年、小学校においていじめの発生件数が過去最多を記録しています。いじめ問題に対処す
るために教育者としてどのように関わっていきたいと考えますか、あなたの考えを書きなさい。

広島文化学園大学 学芸学部 子ども学科 公募制推
薦

500 字以内

こどもにすすめたい本を1冊選び、その紹介文を書きなさい。0 歳から18 歳のどの年代のこ
ども向けでも構いません。

鹿児島純心女子大学 国際人間学部 こども学科 推薦 1200 ～ 1800 字

家
政
・
生
活

①孤食・個食・固食の言葉があります。それらの言葉から考えられる問題点とその解決策に
ついて、栄養学を学ぼうとする者として、あなたの意見を述べなさい。
②管理栄養士とは、どのような職業であるか、またこの職業の適性と、この職業を目指す者
として努力しなければならない点について、あなたの考えを述べなさい。
③医療制度の方向性として治療重点から疾病予防重視へと変更されたといわれています。こ
の変更の意味と管理栄養士の担う役割について、あなたの考えを述べなさい。

聖徳大学 人間栄養学部 人間栄養学科 推薦 800 字以内

問 1：「衣料品のファーストフード化とその功罪」について、あなたが考えることを記述しなさ
い。
問 2：健康で快適な社会の実現のために、私たちには自立した衣生活を送ることが求められて
います。自立した衣生活を送るために、あなたが心がけていることはどのようなことか、次の
3 つの段階について記述しなさい。（1）衣服の購入（2）衣服の洗濯と保管（3）衣服の廃棄。

大妻女子大学 家政学部 被服学科 公募推薦 問 1：400 字以内
問 2：600 字以内

下記の問題から1問を選び解答をしてください。
問 1：あなたが、日頃の衣服を選ぶ上で重視する点をいくつかあげ、その中で最も重視する点
を選び、その理由も述べてください。
問 2：あなたの同年代の女性のファッションについて、好ましく感じる点と好ましく感じない点
を述べ、さらに同年代の女性のファッションについてあなたの意見を自由に論じてください。

共立女子大学 家政学部 被服学科 推薦

あなたが通う高校の建物（校舎や体育館など）の気に入っているところ、問題だと感じている
ところについて、そのように思う理由を含めて述べなさい。

岐阜女子大学 家政学部 生活科学科、
住居学専攻

推薦 800 字以上 1000
字以内

「やせ願望」のため、偏った食生活や無理なダイエットをする若者が増えていることについて、
あなたの考えを論述しなさい。

東海学院大学 食健康栄養学科 推薦 800 字以内

次の文章（日本経済新聞社説『働き方の見直しで少子化の流れ変えよう』2015 年 3月 27日朝
刊 2頁）を読んで、以下の問に答えなさい。下線部（B）について、子どもを持つことを「阻
む壁」にはどのようなものがあるかをまとめ、あなたの考えを述べなさい。

金城学院大学 生活環境学部 生活マネジメント学
科

推薦 400 字以内

体
育
・
健
康

以下のグラフ（文部科学省、『体力・スポーツに関する世論調査（平成 25 年 1月調査）表 7-2』
一部改編）は、運動・スポーツを行わなかった理由（複数回答）の割合（％）を示したもの
です。このグラフを見て、次の問に答えなさい。
問 1：運動・スポーツを行わなかった理由について、読み取れること（自分の考えや感想は含
まない）を2 つ以上書きなさい。
問 2：問 1に記載したことについて、あなたの考えを書きなさい。

至学館大学 健康スポーツ科学
科

推薦 問 1：400 字以内
問 2：400 字以内

①学校内で行うスポーツで、事故やケガを予防するためにはどのような準備が必要であると考
えますか。
②「私とオリンピック・パラリンピック」というタイトルで、スポーツの好きなあなたにとって、
オリンピック・パラリンピック大会とは何かについて述べなさい。

至学館大学 体育学科 推薦 ①：400 字以内
②：400 字以内

2015 年 9月、国際的な調査結果として、世界中の早死にの最大の原因は「不健康な食生活」
にあると発表された。現在地球上の死亡原因の 21％を占めているのは、野菜や果物の不足、
また赤身肉や糖分の多い飲み物の過剰な摂取など、バランスの悪い食事だという。一方で、健
康維持のため、食事による取り過ぎには注意が必要とされてきたコレステロールについて、ア
メリカの調査結果として、摂取量を制限する必要はない、つまり、「コレステロールは過剰摂取
を心配する栄養素ではない」ということが発表された。このような科学的知見をふまえて「健
康と食事」について、あなたの考えをまとめなさい。

名古屋学院大学 スポーツ健康
学部

一般推薦 800 字

日本は平均寿命、高齢者数、高齢化のスピードという3点において、世界トップの高齢化社会
といえる。このことを踏まえ、中高年齢者（45 歳～ 64 歳）における運動・スポーツの効用・
意義について論じなさい。

大阪体育大学 体育学部 推薦 600 字以内

入部していた運動部の指導者が途中で交代した。以前の指導者には「ご飯やパンをしっかり
食べなさい」と指導されていたので、そうしていた。新しい指導者は「ご飯やパンは食べない
ように」という。あなたならどうするか、述べなさい。

大阪体育大学 体育学部 推薦 600 字以内

リオデジャネイロ・オリンピックでは、大会連覇を果たした選手も多く存在しました。世界の
トップとして勝ち続けるために、選手自身はどのような努力をするべきだと思いますか。あなた
の考えを述べなさい。

鹿屋体育大学 推薦 600 字程度

芸
術

近年、スマートフォンに代表される携帯型の通信機器に様々なアプリケーションを追加するこ
とによって、多彩なサービスを複数の人々が共有し、利用できるようになっている。このことを
ふまえて、以下の問 1と問 2に答えなさい。
問 1：通信機能と新たに結びつくことによって便利になったと考えられるサービスを1つ選びな
さい。また、選んだサービスの主な利用者の使い方を説明しなさい。
問 2：問 1であげたサービスが、その主な利用者にとって、より快適なものとなるための改善
策を考え、具体的に説明しなさい。

札幌市立大学 デザイン学部 推薦 問 1：300 字以内
問 2：500 字以内

課題文「佐治晴夫『からだは星からできている』春秋社（2007 年）」を読んで下記に答えなさ
い。
①著者が述べていることを要約しなさい。
②傍線部について著者の論点を参照しながらあなた自身の考えを述べなさい。

東京造形大学 造形学部 デザイン学科 一般

展示台の上にある彫刻は、近現代日本を代表する彫刻家の作品です。この作品、もしくは作
品を生み出した作者に対する考えを、作者に対する「手紙の形式」で配布の用紙に書きなさ
い。作者と作品を併せて取り上げてもかまいません。

愛知県立芸術大学 美術学部 彫刻専攻 推薦 1200 文字

①エンターテインメントの世界で、一緒に仕事をしてみたいアーティストを一人挙げ、その魅力
を語ってください。
②あなたがコンサートを企画運営すると仮定し、一緒に仕事をしてみたいアーティストを一人
挙げ、その魅力を語ってください。

名古屋芸術大学 エンターテインメン
トディレクション＆
アートマネジメント
コース

推薦

あなたの今までの生活の中で、最も心に残っている音楽体験を書いてください。 徳島文理大学 音楽学部 一般 800 字程度

度
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系統 テーマ 学校名 学部 学科・コース 入試形態 字数

医
・
歯
・
薬

平成 27年 6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、選挙権の年齢が 18 歳以上に
引き下げられることとなりました。あなたは選挙権の年齢の引き下げについてどう思いますか。
あなたの考えを述べなさい。

昭和大学 医学部 推薦 600 字

地球全体の温暖化が進み、世界各地ではその様々な影響が現れ始めてきています。世界の平
均気温がさらに 3℃程度上昇すると我々の生活や健康はどのような影響を受けると予想され
ますか。あなたの考えを述べなさい。

昭和大学 医学部 推薦 600 字

「集団環境における挨拶励行の効用」について。 松本歯科大学 公募推薦 600 字

寝たきり老人に対する歯科の役割について述べなさい。 朝日大学 歯学部 AO 800 字以内

歯科医師として社会に貢献できることについて、あなたの考えを述べなさい。 朝日大学 歯学部 指定校、
一般推薦

800 字以内

「社会に期待される薬剤師像」についてあなたの考えを述べて下さい。 愛知学院大学 薬学部 指定校制
推薦

尊厳死について。 関西医科大学 医学部 一般 500 字以内

看
護
・
医
療

下の文章「日野原重明著『いま伝えたい大切なこと―いのち・時・平和―』より抜粋」を読み、
あなたが将来看護師になったと仮定して、最期の「時」を迎える方に対してどのような声がけ
や対応をしたいと思いますか。具体的内容とその理由を述べなさい。

青森中央学院大学 看護学部 推薦 800 字以内

世界的に肥満人口が増え、特に未成年者で肥満の増加が著しいことをふまえ、肥満の増える
原因、肥満の及ぼす様々な影響を考察し、肥満対策をどうすればよいのかについて、あなた
の考えを述べなさい。

植草学園大学 保健医療学部 理学療法 一般 400 字以内

「走れメロス」の結末部分（英文）を読み、メロスとセリヌンティウスが互いを殴った理由、群
衆がたたえた理由を述べこれからの行動に対する自身の考えを述べる。

順天堂大学 医療看護学部 推薦 800 字

「スマートフォンがもたらす健康への関わり」について、自分の考えをまとめなさい。 帝京大学 医療技術・福岡
医療技術学部

推薦 600 字以内

終末期医療における患者の死亡場所と病院病床数、訪問看護等の現状について述べなさい。東京医療保健大学 医療保健学部 推薦

自分で考えた筋力をつける練習が、客観的に有効かどうかを検証すると仮定し、どのように
計画を立てて証明すればよいか述べなさい。有効であると結論が出た場合に一般の人に施行
してもらうにあたり、問題になる点やその解決法について述べなさい。

金沢大学 医薬保健学域
保健学類

作業療法学専攻 推薦 800 字以内

「日本における出生数の減少が、社会に及ぼす影響」について、原因・結果・今後の展望など
の視点から、あなたの考えを述べなさい。

朝日大学 保健医療学部 指定校、
一般推薦

800 字以内

昨今の健康ブームでTVや雑誌などでもウォーキングやストレッチ、ヨガなどの特集がよく取り
上げられています。一般に病気の無い状態を健康ととらえがちですが、では、現在の医学で
は治らない障がいを負った方や高齢者は不健康ということになるのでしょうか。様々な立場の
人や世界に目を向けたとき、健康の意味についてどのように考えるのか。あなたの考えを書き
なさい。

名古屋学院大学 リハビリテー
ション学部

指定校推
薦

800 字

臨床現場における役割について。 姫路獨協大学 医療保健学部 臨床工学科 公募推薦 600 ～ 800 字程
度

昨今、手術ロボットの臨床現場への導入、あるいは iPS 細胞の開発によって組織や臓器の再
生に道が開けるなど、医療をめぐる多くの技術革新が起こっています。このような中、将来の
医療人はどうあるべきか、あなたの意見を述べなさい。

川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科 一般 600 字以内

「医療は病院内の専門職（医師、看護師、臨床工学技士など）のチームワークと協力によって
成り立つ」と言われています。「病院内のより良い医療」について、あなたの意見を述べなさ
い。

川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科 推薦 600 字以内
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