
 

 

【第１回】早期入試対策     は            対象課題 

 コース 出題形式 テーマ 問題内容 

1 

文系コース 

テーマ型 異文化理解 外国からの観光客をもてなすにあたり大切なこと 

2 課題文型 人間関係 青年期の人間関係について 

3 
融合型 
(課題文+データ) 

人口問題 
(１)資料１の筆者の意見の要約 

(２)(1)で整理した筆者の意見について賛否を明確にして考えを述べる 

4 

理系コース 

テーマ型 科学技術 
社会や身近な生活のさまざまな分野で進む自動化やロボット化の具体例を一つ示し、課題と技術

的な解決策について 

5 課題文型 海洋汚染 海洋におけるマイクロプラスチックの問題点とその対策について 

6 
融合型  
(課題文＋ﾃﾞｰﾀ) 

情報 
(１)資料１の筆者の意見の要約 

(２)(１)で整理した筆者の意見について考えを述べる 

7 医・歯・薬コース 課題文型 医療従事者の資質 医師は、患者との関係においてどのようなことを大切にする必要があるのか 

8 看護・福祉コース 課題文型 医療・看護 「チーム医療」において看護師に求められる役割について 

9 英文コース 英文課題文型 価値観 SNS のひとつであるツイッターをどう使うべきか 

10 芸術コース テーマ型 芸術 あなたが考える望ましい芸術鑑賞のあり方について 

11 スポーツ・健康科学コース テーマ型 運動と健康 運動が健康に与えるよい影響 

12 志望理由・自己ＰＲコース テーマ型 自己ＰＲ あなたがこれまで力を入れて学んできたこと 

13 専門学校コース〈一般〉 テーマ型 志望理由 あなたが志望する学校への志望理由 

14 
専門学校コース 

〈看護・福祉・医療系〉 
テーマ型 福祉社会 バリアフリー社会の実現のために取り組むべきこと 

15 就職コース テーマ型 高校生活 これまでの高校生活において、あなた自身がよくがんばった、またはがんばっていると思えること 

 

【第２回】標準入試対策     は            対象課題  

 コース 出題形式 テーマ 問題内容 

1 人文科学系コース 課題文型  歴史 歴史を学ぶ意義について 

2 教育・教員養成系コース 課題文型  教師の資質 筆者の「学校力」についての考えをふまえたうえで、あなたはどのような教師になりたいか 

3 社会科学系コース 課題文型  情報社会 日本人のメディア利用の特徴をふまえ、これからのメディアとの接し方について 

4 理・工学系コース テーマ型 自然災害 自然災害による被害を減らすためにはどのような技術的な対策が考えられるか 

5 農・水産・環境学系コース 
融合型(図+データ
+課題文 )  

SDGｓ 
SDGｓにおいて、日本には課題が多くあるが、持続可能な開発を実現するためにはどうすればよい

のか 

6 医・歯・薬学系コース 課題文型  先端医療 AI が不可欠になった医療現場において、人間の医師に求められる役割とは何か 

7 看護・福祉学系コース テーマ型 高齢者福祉 「8050 問題」において、ひきこもりの子を支える高齢者が抱える問題について 

8 英文コース 英文課題文型 異文化理解 温泉施設における tattoo の規則に対する筆者の下線部意見について 

9 スポーツ・健康科学系コース データ型 スポーツ オリンピックにおける日本の競技力のさらなる向上を目指すために求められる取り組み 

10 
志望理由・自己ＰＲコース 

 

テーマ型 志望理由 あなたは大学に入学して何を学びたいか 

11 テーマ型 自己ＰＲ 「あなたが夢中になれること」について 

12 テーマ型 価値観 あなたが考える「豊かさ」とはどのようなものか 

13 生活科学・食物系コース テーマ型 食の問題 
「マスメディアやインターネットで流される情報が、私たちの食生活に悪影響を及ぼしている」という

指摘について 

14 保育・幼児教育系コース 課題文型 保育 保育者が「第一反抗期の子ども」とかかわるうえで大切なことは何か 

15 専門学校コース〈一般〉 テーマ型 自己 「夢の実現のためにしていること」について、志望先にアピールできるように述べる 

16 
専門学校コース 

〈看護・福祉・医療系〉 
テーマ型 看護・福祉 

超高齢社会を迎え、看護師や介護士にはどのような心構えや姿勢が必要か、どちらか一方の立場

から述べる 

17 就職コース テーマ型 労働観 あなたは何のために働くのか 
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【第３回】実戦入試対策     は            付き課題 

 コース 出題形式 テーマ 問題内容 

1 人文科学系コース 課題文型  抽象・概念 
(1)空欄に当てはまる具体例の記述  

(2)現代において「自由」に生きるということについて 

2 教育・教員養成系コース 
融合型  
（課題文+データ） 

教育問題 
(1)資料１の要約  

(2)教育格差の問題に対して、学校としてどのような取り組みができるか 

3 社会科学系コース 課題文型  経済 
(1)日本でキャッシュレス化が進まない理由の説明  

(2)日本ではキャッシュレス化をどのように進めていくか 

4 理・工学系コース 課題文型  科学論 
(1)課題文の筆者の考えの要約  

(2)科学が文化として広く受け入れられるためにはどうすればよいか 

5 農・水産・環境学系コース 課題文型  農業 (1)課題文の要約 (2)日本の農業の未来について 

6 医・歯・薬学系コース 課題文型  医療倫理 
(1)課題文の要約    

(2)インフォームド・コンセントをより意味のあるものにするためにはどうするべきか 

7 看護・福祉学系コース 課題文型  共生社会 
(1)課題文の筆者の意見の要約  

(2)現代社会においてさまざまな人と共生していくために必要なことは何か 

8 英文コース 英文課題文型  医療 
(1)課題文の読解  

(2)救急車の不搬送件数を減らすための方策 

9 スポーツ・健康科学系コース テーマ型 スポーツと教育 青少年の精神的成長にスポーツが果たす役割 

10 
 

志望理由・自己ＰＲコース 

 

テーマ型 志望理由 大学で何を専攻し、どのように学んでいきたいか 

11 テーマ型 自己ＰＲ あなたの長所 

12 テーマ型 社会問題 
あなたが関心を持っている社会問題を一つ取り上げ、将来学びたい分野と関連させて、どのように

取り組んでいきたいかを述べる。 

13 生活科学・食物系コース データ型 食と健康 日本人の食生活の改善について 

14 保育・幼児教育系コース テーマ型 社会問題 「スマホ育児」について 

15 就職コース テーマ型 将来 仕事であなたが実現したいこと 

【第４回】国公立・難関私大対策     は            付き課題 

 コース 出題形式 テーマ 問題内容 

1 

人文科学系コース 

課題文型 言語論 
(1)傍線部に対する筆者の見解を要約 

(2)外国語教育の望ましいあり方について 

2 課題文型 思想・哲学 
(1)傍線部説明 

(2)「人間の『標準化』」について 

3 

教育・教員養成系コース 

テーマ型 学習 「競争」を用いた教育が与える学習効果について 

4 課題文型 教育論 
(1)課題文の読解 

（2）社会に人材を輩出する使命を持つ大学ではどのような教育が行われるべきか  

5 

社会科学系コース 

融合型 
(データ+法律条文) 

労働 
(1)グラフの読み取り 

(2)今後の日本の労働環境について 

6 課題文型 政治 
(1)日本の公文書管理が杜撰な理由について、筆者の考えを説明 

(2)政治にかかわる情報を適切に管理・公開することの意義について 

7 理・工学系コース 課題文型 情報技術 

(1)課題文の要約 

(2)「プレ・シンギュラリティ」段階で、人間と AI が協働していくためにはどのような技術が必要だと考

えるか 

8 農・水産・環境学系コース 課題文型 生態系 
(1)課題文の要約 

(2)下線部「なぜ生物多様性を守らなくてはならないのだろうか」に対してどう答えるか 

9 医・歯・薬学系コース 課題文型 医学 
(1)資料１の要約  

(2)がん検診における過剰診断の問題について 

10 看護・福祉学系コース 課題文型 看護 
(1)他者を理解することについての筆者の考えを要約  

(2)看護師は患者に対してどのように接すればよいか 

11 英文コース 英文課題文型 社会問題 
(1)日本における〝depression”の現状と問題点についてまとめる 

(2)日本社会で拡大しているうつ病について 

12 志望理由・自己ＰＲコース テーマ型 労働観 労働観を、将来の志望とかかわらせて述べる 
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