
２０２０年度小論文テーマ
６０分／日本語８００～1,000 字
※英米語学科は小論文試験なし。

アジア言語学科
中国語専攻
①香港のデモについて、あなたはどう
考えますか？
②中華人民共和国は今年、建国７０周
年を迎えました。あなたは中国のこの
70年の歩みをどのように評価しますか？
③翻訳ソフトが普及しているなか、なぜ
あえて外国語を学びますか？

韓国語専攻
評価は文章力、日本語力、論理性で行
うため、賛否や意見は自由で構いませ
ん。
①韓国では植民地期の残滓（ざんし）
として「修学旅行」など日本語由来の
ことばを排除する動きが見られますが、
日本語由来の漢字語がかなり多いこと
を念頭に、あなたなりの意見を記しなさ
い。
②日本と韓国は、外交、貿易の面で様々
な問題を抱えていますが、日本政府は
韓国政府に対して今後どのような外交
政策を行っていくべきか、その根拠とともに

自分の意見を述べなさい。
③女性による MeToo 運動を通じたハ
ラスメント告発が韓国で増えています。
日本ではこうした運動が活発でないとさ
れますが、どのような社会的背景の違
いが考えられるか、自分の意見を述べ
なさい。

インドネシア語専攻・ベトナム語専攻・
タイ語専攻
①人工知能の発展や機械翻訳の進化に
ともない、将来、その国の言葉が話せ
なくても気軽に海外旅行が楽しめたり、
外国語が読めなくても外国の文献を簡
単に読めたりする時代が来るかもしれま
せん。このような社会的背景を踏まえ、
これからの外国語学習は何を目指すべ
きか、またそれを実現するためにはどう
すればよいか、あなたの考えを述べな
さい。
②2020 年には東京オリンピックが開催
される。これにさきがけ、日本にやって
くる外国人観光客は年々増加し、近年
では大都市や主要な観光地だけでなく、
日本各地のさまざまな場所を訪れるよう
になっている。このように日本観光が拡
大するにつれ、外国人観光客の関心は、
日本の商品を購入すること、すなわち「モ
ノ」消費から、文化やサービス、自然
を体験することを楽しむ「コト」消費へ

と変化しつつあると言われる。そこで、
あなたが観光で日本を訪れる外国人に
対して「日本」の魅力をアピールすると
すれば、どのようなことを伝えたいか。
その際に気を付けなければならない点
と合わせて、あなたの考えを述べなさ
い。

イベロアメリカ言語学科
スペイン語専攻
イベロアメリカについて関心のある事柄
を論じ、将来スペイン語をどのように役
立てたいか述べよ。

ブラジル･ポルトガル語専攻
①2020 年に東京オリンピックが開催さ
れることから盛り上がりを見せていま
す。「平和の祭典」とも称されるオリン
ピックですが、その歴史を振り返ると政
治的に利用されたり、商業主義が強まっ
たり、国家を挙げたメダル争いの様相
を呈したりしてきたともいわれます。未
来のオリンピックをさらに魅力的なもの
とするために改革ができるとしたら、あ
なたはどのような提案をしますか？考え
をまとめなさい。
②今年８月にブラジルのアマゾン地域で
大規模な火災が発生し、国際的なニュース
になりました。ブラジル政府に対して支
援を申し出た国もあれば、対応の遅れ

を批判した外国人やメディアもありまし
た。「アマゾンは世界全体の財産」なの
で他国も管理に参加すべきとの意見が
ある一方で、火災はブラジル国内の問
題であって、他国が介入するべきでは
ないという意見もあります。今回の事
例からあなたが考えたことを、環境や
国際関係に関連させて論じなさい。

国際コミュニケーション学科
国際コミュニケーション専攻
「他人（ひと）とは違っていい」と言わ
れることがあります。この提言について、
具体例を示しながら、自分の意見を簡
潔に説明してください。

国際ビジネスキャリア専攻
「グローバル経済」が我が国にもたらす
「光と陰」（メリットとデメリット）につい
てあなたの考えを述べなさい。なお、グ
ローバル経済とは、ヒト、モノ、カネ、
情報が国境を越え経済活動が行われる
ことで、国内経済が諸外国との結び付
きを深化させることを意味する。

２０２１年度小論文テーマ
６０分／日本語８００～1,000字
※英米語学科は小論文試験なし。

アジア言語学科
中国語専攻
課題文を読み、問１と問２について、指定
された字数で記述してください。
問１　要旨をまとめ、自分の考えを述べ
なさい（５００字以内）。
問２　コロナ禍の状況下であなたは何を
学びましたか。学んだことについて書き
なさい（５００字以内）。
（課題文：「迷惑かけあえる個人主義に」 
『朝日新聞』 ２０２０年１０月９日)

韓国語専攻
①仁川市教育庁は近年、女子校の校歌や
校訓にある「美しい」「貞淑」「優雅」などの
語が男女平等に反するとして、修正を勧
告した。この勧告にしたがった学校もあ
れば、反発した学校もあり、議論の対象

となった。このことについて論じなさい。
②文在寅政権による、日米との連携より
北朝鮮・中国との関係を重視する政策
は、国民間の分断をより進めているとい
う見方がある。いまあなたが韓国の大統
領であったら、どのような外交政策をと
るか。理由を示しながら述べなさい。
③韓国では新型コロナの影響で日本よ
りも早く大学講義もオンライン化して
いったが、オンライン試験の不正が問題
になった。この防止策として考えられる
手段を述べなさい。

インドネシア語専攻・ベトナム語専攻・
タイ語専攻
①近年、外国からの移民が増加し、日本
はますます多言語・多文化社会になりつ
つある。そのような状況で将来社会に貢
献するために、あなたは自分の言語能力
をどのように生かすことができると考え
るか。(1)日本語、(2) 英語、(3)専攻語の
それぞれ（それ以外の言語が話せる場
合はその言語を含む）について、あなた
の考えを具体的に述べなさい。

②2020年、人類は、新型コロナウイルス
の世界的なパンデミックという未曽有の
危機を経験している。今回のパンデミッ
ク発生の背景には、グローバリゼーショ
ンによって生じた、ヒト、モノの自由で大
規模な往来が負の影響を与えたことが
指摘されている。今後、新型コロナウイ
ルスの感染拡大が収束したあと、グロー
バリゼーションの方向性には一定の変
化が生じていく可能性があるともいわれ
る。そこで、ポストコロナの時代、国際社
会はどのようになっていくと思うか。あ
なたの考えを述べなさい。

イベロアメリカ言語学科
スペイン語専攻
イベロアメリカについて関心のある事柄
を論じ、将来スペイン語をどのように役
立てたいか述べよ。

ブラジル･ポルトガル語専攻
①社会にはさまざまな差別が存在しま
す。なぜ差別が起こるか、また、差別のな
い社会が作れるとしたらそのためにはど

うすればよいかを、具体例を挙げながら
論じなさい。
②新型コロナウイルス感染拡大に対す
るブラジルの政策は経済優先です。一方
で、劣悪な住環境におかれている貧困層
への感染拡大が非常に憂慮されていま
す。自らの生活へのコロナ禍の影響にも
言及しながら、コロナ禍の社会の在り方
について思うところを述べなさい。

国際コミュニケーション学科
国際コミュニケーション専攻
オンライン授業は教育の質を低下させる
と思うか。自身の経験でなくても構わな
いので、具体例をあげながら、自分の意
見を述べよ。

国際ビジネスキャリア専攻
テレワークの増加に伴うビジネスのチャ
ンスとリスクについて、あなたの考えを簡
潔に述べなさい。

２０２２年度小論文テーマ
６０分／日本語８００～1,000字
※英米語学科は小論文試験なし。

アジア言語学科
中国語専攻
課題文を読み、問１と問２について、指定
された字数で記述してください。
問1 次の課題文を読んで、要旨を300
～500字でまとめなさい。
問2 今後、日本は中国とどのように付き
合っていくべきか、具体例を提示し、自分
の考えを500字以内で述べなさい。
（課題文：「中国との付き合い方 ミサイルはいらな
い」『東京新聞』2021年10月7日）

韓国語専攻
1. やみつきになるという意味で「麻薬」を
用い、「麻薬キンパ」や「麻薬トッポッキ」な
どの表現がでてきたが、教育上、好ましく
ないという理由で、このような表現ができ
ないよう、ソウル市は条例改正をした。こ
のことについて、自らの見解を述べなさ
い。
2. 韓国政府は、実質的に国歌として使用

されている「愛国歌」について、作曲者の
過去の「親日」行為が確認されれば国歌
の変更も検討する、と国会において答弁
した。このことについて、自らの見解を述
べなさい。
3. テコンドーが五輪正式種目に採択され
て初めて、韓国の金メダルがゼロを記録
したが、これを国技の国際化成功と評価
する声もある。このことについて、自らの
見解を述べなさい。

インドネシア語専攻・ベトナム語専攻・
タイ語専攻
1. 物理的に同一の場面状況であって
も、話者の見方や発話意図によって、そ
の場面状況の描写の仕方は異なり得る。
例えば誰かがボールを投げるのを「①
ボールを投げる」と描写することもあれ
ば「②ボール投げをする」と描写すること
もある。表現①のボールの概念と表現②
のボールの概念には違いがあり、表現①
と表現②には話者の見方や発話意図に
関する違いがあると考えられる。それぞ
れどのように違うのか、ボール以外の例
も挙げて、あなたの考えを筋道立てて分
かりやすく論述しなさい。

2. 2010年代後半から世界中で「社会
の分断」が議論を呼んでいる。その分断
は、単なる貧富の差のみならず、人種、
ジェンダー、宗教など多様な側面で現れ
ている。東南アジアに限らず、地域社会、
国民、国際社会などから、この「社会の
分断」と見なしうる事例を一つ取り上
げ、どのような「分断」が起きているかを
まとめた上で、その「分断」が、21世紀に
なって表面化し、議論を呼ぶようになっ
た背景と理由を考察しなさい。

イベロアメリカ言語学科
スペイン語専攻
イベロアメリカについて関心のある事柄
を論じ、将来スペイン語をどのように役
立てたいか述べよ。

ブラジル･ポルトガル語専攻
1. 人工知能の発展や機械翻訳の精度
向上にともない、将来、その国の言葉が
話せなくても気軽に海外旅行が楽しめ
たり、 外国語が読めなくても外国の文
献を簡単に読めたりする時代が来ると
予想されています。このような社会的背
景を踏まえ、これから外国語大学への進

学を志す者は大学生活の中でどのよう
な点に注意をし、どのような技術や知
識、経験の習得を目指すべきであるか、
理由を挙げながらあなたの考えを述べ
なさい。
2. 新型コロナウイルス感染症の世界的
な拡大により、海外への渡航を含め、国
内でも様々な活動への制限が設けられ
ています。この状況下で、若者たちは将
来へ向けた計画や夢を描くことが困難
になってきているともいわれています。
社会が変化する中で、外国語大学で外
国語、特にポルトガル語を学ぶ意義につ
いて、あなたの考えを述べなさい。

国際コミュニケーション学科
国際コミュニケーション専攻
AI翻訳・通訳が人間の能力をすでに越え
ているとの報告があるなか、外国語を学
ぶ意義について自分の言葉で説明してく
ださい。

国際ビジネスキャリア専攻
企業の社会貢献活動について、具体的な
事例に触れながら、あなたの考えを述べ
なさい。


