小論文ガイド
『生活学 Navi』p.13

解答例と解説

家族機能の弱体化

『生活学 Navi』p.41

課題 近年、家族の崩壊、家族機能の弱体化が話題に
なっています。あなたにとって家族とは何でしょうか？

男性の育児休業取得率

課題 「平成24年度雇用均等基本調査」（厚生労働省）
によると、2012年度の育児休業取得率は女性83.6%、

あなたの考えを800字以内で述べてください。

男性1.89%である。男性の育児休業取得率を高めるた



めにはどうしたらよいか、あなたの考えを述べなさい。

（2011年鳥取大学・医学部）

家族には、プライベートな空間を作ることによる憩いや安



（600字以内／2014年群馬大学・教育学部）

らぎの場としての機能や、病人や老人を扶養し、援助する機

男性の育児休業取得を阻害している要因には、育児休業中

能などがある。家族の機能のひとつは、子どもを育て、教育

の収入減などの経済的な問題、職場や男性自身の育児に対す

することであるが、核家族化が進行した今日では、学校や塾

る意識の低さなどがある。収入については、雇用保険である

など外部にゆだねられる部分も多い。確かに、祖父母を含め

育児休業給付金の利用、加えて休業中の社会保険料や雇用保

た三代が同居するような伝統的な大家族は減少し、私自身も

険料の免除など、制度を有効に活用すれば休業による影響を

祖父母と同居していない。このように近年、家族の崩壊や家

ある程度小さくすることが可能である。男性の育児休業取得

族機能の弱体化が話題となる一方で、それは崩壊ではなく、

率が依然低いままに止まっているのは、男性自身や職場の意

ライフスタイルの多様化に伴う変化にすぎないという考え方

識の低さが制度の活用を難しくしているからではないだろう

もある。従来の家族機能や家族内の役割に固執することは、

か。

例えば社会に出て働きたいと考える女性を抑圧することにも

男性が育児休業をとらない理由のひとつとして「職場の育

なりかねない。子どものいる再婚者同士で作られるステップ

児休業をとりにくい雰囲気」が挙げられる。育休を取得する

ファミリーや子どものいない共働きのディンクスなど、今日

ことを理由に社員に不利益な扱いを行うことは法律で禁じら

では家族のあり方そのものが多様化している。家族にどのよ

れているが、実際には同僚への負担が増えることや昇進への

うな機能を求めるかは、どのような家族を作るかによって大

影響などを懸念して、育休取得をあきらめる男性も少なくな

きく異なるだろう。

い。

先日、母から煮物の作り方を習った。その煮物は我が家の

男性の育児休業取得率を高めるためには、働き方自体を見

食卓にもよく上るもので、私の好物でもあった。母によると、

直す必要があると私は考える。低い有給の取得率や常態化し

この煮物の作り方は亡くなった父方の祖母から習ったが、母

た残業など、長時間勤務を前提とした働き方が「誰も休暇を

の実家の味付けの癖も少し入っているかもしれない、という

とらない雰囲気」を作り出し、男性の育児参加を難しくして

ことだった。家族は、結婚などを通じて異質な文化を取り込

いると考えられるからである。在宅勤務や短時間勤務など、

み、成員の好みや年齢によって変化させながら受け継いでい

仕事と子育ての両立支援を行う企業も増えているが、制度自

く。そう考えると、父方の祖母の煮物の味も、祖母の実家の

体が優れていても利用されなければ意味がない。企業内での

文化を反映しているかもしれない。そしてその味は、いわば

積極的な啓蒙活動などを通して、育児に携わる男性だけでな

家族固有の文化としてまた私に受け継がれていくのだ。

く周囲の意識を変えていくことが必要である。 （589字）

家族の教育機能が学校や塾などの外部にゆだねられ、世代

＜ポイント＞

を超えて同居する家族が減少したとしても、煮物の味など生

・問題では「男性の育児休業取得率を高める」方法を答える

活の細部において、家族は過去から未来へと文化を伝承する

ことが求められているが、それを考えるためにはまず、現

機能を依然として持っているといえるのではないか。私にと

状を分析する必要がある。制度があるのに利用できないの

って家族とは、固有の文化を受け継ぎ、伝えていくものであ
る。

（790字）

はなぜか、具体的に考えよう。
・育児休業をとらなかった主な理由には他にも「自分以外に

＜ポイント＞

育児をする人がいたため」
「職場への迷惑がかかるため」
「業

・「あなたにとって家族とは」という出題なので、「私にとっ

務が繁忙であったため」などがあるが、作例では「職場の

て家族とは○○である」という結論部が望ましい。また、
「あ

雰囲気」を挙げて論を進めた。具体例が多すぎると考察が

なたにとって」という出題に答えるには、一般的な例では

浅くなり、論が散漫になるので、例は絞り込むと良い。

なく自分の家族の具体的な例を挙げて論じると良い。
・「家族の崩壊、家族機能の弱体化」についても漠然と論じ
るのではなく、どんな機能があるのか、弱体化とはどうい
うことか、明示して論じること。
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『生活学 Navi』p.47

バリアフリー

『生活学 Navi』p.71

その人らしさと服装

課題 障壁（バリア）のない社会は、障がいのある人

課題 今日、あなたはどんな服装をしていますか。そ

だけでなく、すべての人にとって暮らしやすい社会と言

の服装は「あなたらしい」ですか。そのことを踏まえた

われています。このことについて、あなたの考えを

上で、人間にとって「その人らしさ」と服装の関係につ

800字程度で述べなさい。

いて論じなさい。





（2015年秋田大学・教育文化学部）

（800字程度／2011年大阪大学・文学部）

私たちの生活する環境の中には、様々な障壁がある。例え

私は今日、鮮やかな青色のシャツを着ている。このシャツ

ば、目や足の不自由な人にとっては、地面のわずかな段差や

を買うまで私は、パステル調のピンクやベージュなど、淡い

くぼみも危険なものとなりうるし、エレベーターやエスカレ

色合いの服ばかり着ていた。幼い頃から母親が選ぶ服にこの

ーターなどの設備がなく、階上への移動に困難を感じること

種の色調のものが多く、それらはいつの間にか「私らしい」

もあるだろう。このような障壁を除去することで、障がいを

色彩となっていたのだ。

持つ人々が困難を感じずに日常生活を送ることができる社会

先日、ふと立ち寄った店でこの青いシャツを見かけ、ひと

を目指す考え方が「バリアフリー」である。しかし、バリア

目で気に入ってしまった。なぜ気に入ったのか自分でも驚い

フリーとは単に物理的な障壁を除去することのみを目指すも

たが、初めて買った鮮やかな青色のシャツは、着てみると今

のではない。町中で誰かに手助けされたとき、障がいを持つ

までにないシャープな印象で、私には似合っていないような

人自身が負い目や引け目を感じ、悪い意味で「特別視されて

気がした。しかし家族や友人たちはこのシャツを着た私を見

いる」と考えることもあるかもしれない。バリアフリーな社

て、「似合う」「私らしい」と言ってくれたのである。そして

会の構築のためには、物理的な障壁だけでなく、心理的な障

何度か着ているうちに、私自身にもこのシャツが私らしく感

壁をも除去することが不可欠である。

じられるようになった。これは結果的に「私らしさ」がシャ

その意味で「ユニバーサル・デザイン」の優れた点は、最

ツ１着分広がった、といってもよいのではないか。

初から誰も特別視していないことであろう。ユニバーサル・

骨格や肌の色、身長など、人には容易に変えられない特徴

デザインは、誰もが公平に使用できること、使い方がシンプ

がある。もちろん、そのような身体的な特徴と結びついた「そ

ルで分かりやすいこと、少ない力で楽に使えることなど、障

の人らしさ」もあるに違いない。また、身長が伸びるなど、

がいの有無や年齢などに関わらず、万人が使いやすい設計で

身体そのものの変化によって「らしさ」が変化していく場合

あることを重要視する考え方である。私の家のバスルームに

もあるだろう。しかし、今日私が着ているシャツのように、

も、ユニバーサル・デザインのひとつであるシャンプーとリ

その人が選択してきたものの蓄積によって作られる「その人

ンスのボトルがある。シャンプーのボトル側面についている

らしさ」もまた、確かにある。選択の基準には様々な要因が

凹凸によって、洗髪時に目を閉じていても区別がつくよう工

考えられる。テレビや雑誌など、メディアの中から好みのも

夫されたデザインは、同時に、目が不自由な人にとっても使

のを発見する場合もあるだろうし、制服の着崩しのように、

いやすいデザインであるといえる。

統一された基準に反抗するための選択もあるだろう。また、

障壁とは、物理的な意味でも心理的な意味でも、私たちの

私のように今まで興味がなかったものにふと興味を抱く場合

自己選択や自己決定を妨げるような環境といえる。誰もが使

もある。いずれにせよ、ある服装が示す「その人らしさ」と

いやすいデザインのものが社会の中に増えていけば、自己選

は、それ以前にその人が選択してきたものの軌跡でありつつ、

択や自己決定の可能性もまた高まるであろう。そのような意

常に変化の可能性を秘めているものではないだろうか。

味で、ユニバーサル・デザインによって環境が整備されるこ

私は今日着ている青色のシャツをとても気に入っている。

とは「すべての人が暮らしやすい社会」に近づくために有効

それはこのシャツが新しい「私らしさ」を私に教えてくれた

であると私は考える。

からである。

（792字）

（793字）

＜ポイント＞

＜ポイント＞

・「障壁（バリア）のない社会＝すべての人にとって暮らし

・今日の服装を聞くところから始まるという設問で、小論文

やすい社会」とは何かを答える問題。「障壁」とはどのよ
うなものか、具体例を挙げて明確にしよう。
・作例では「バリアフリー」と「ユニバーサル・デザイン」
の２つの考え方を挙げて論じたが、関連する考え方には他

の問題としては変化球といってよいが、問われているのは
「人間にとっての『その人らしさ』」であることを忘れずに。
単に自分の服装を解説するだけの文章にならないように気
をつけよう。

にも「ノーマライゼーション（すべての人が基本的人権を

・作例では新たに「私らしい色」となったシャツを例に、
「そ

尊重されながら、社会で自己選択と自己決定にもとづいて

の人らしさ」を、「主体的な選択の軌跡」であり「変化の

生活できること）」や「アクセシビリティ（情報やサービ

可能性を秘めたもの」として論を進めた。

スの利用のしやすさ）」などがある。

小論文ガイド
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『生活学 Navi』p.91

住宅の間取り（平面図）

『生活学 Navi』p.109

持続可能な社会

課題 あなたが将来住んでみたい住宅の間取り（平面図）

課題 「持続可能な社会」とはどのような社会か、下に

を詳細に描きなさい。図面には、部屋の用途を把握する

示す二つの語（低炭素社会、循環型社会）を含めて説明

ために、各部屋の名称を記入しなさい。また、どうして

しなさい。また、なぜ持続可能な社会の構築をめざさな

そのような住宅に住んでみたいと考えるのか、200字以

ければならないか、あなたの考えを述べなさい。

内で簡潔に説明しなさい。





（2012年熊本県立大学・環境共生学部）

（600字以内／2014年群馬大学・教育学部）

地球環境問題のひとつに、地球温暖化がある。地球温暖化
は、氷床・氷河の融解による海面上昇や、異常気象の増加、
生態系への悪影響など、環境を大きく変化させ、社会や経済
にも深刻な影響を与える可能性がある。低炭素社会とは、省
エネルギー化や再生可能エネルギーの普及により、温暖化の
主たる原因である二酸化炭素の人為的な排出量を抑制した社
会である。
また、現代の社会は、限りある資源を消費し、廃棄物を生
成することで維持されている。例えば、石油などの化石燃料
や金属には可採残量に限界があるため、枯渇すれば社会を維
持することができなくなる。同様に消費された製品がゴミを
生み、廃棄物処理が完全でないままの状態が続けば、社会は
将来的に破綻しかねない。循環型社会とは、資源の再利用や
自然エネルギーの活用など、資源の有効活用・再生産によっ
て、環境への負荷を可能な限り低減させた社会である。低炭
素社会も循環型社会も、環境への負荷を抑えることによって
社会の持続可能性を高めるものであり、持続可能な社会とは、
将来にわたって社会を維持できるよう、これらが統合的に実

この間取りは、10年後の生活を想定したものである。私
は結婚し、年の近い子どもが２人いる。ダイニングキッチン

現された社会であるといえる。
私たちは、利便性や快適さを求めて様々な活動を行うが、

を家の中心にした理由は、食卓を家族がコミュニケーション

そのことが後の世代に与える悪影響について常に意識的でな

をとる重要な空間と考えたからである。また、キッチンにい

ければならない。持続可能な社会の構築をめざさなければな

ても子どもに目が配れるよう、子ども部屋は開放できる引き

らないのは、それが現在の世代としての私たちの未来に対す

戸とした。しかし、成長した子どもがプライベートな空間を

る義務だからである。

必要とすることも考え、間仕切りして２部屋とすることもで

＜ポイント＞

きるよう考えた。

・問題では、①『「持続可能な社会」とはどのような社会か』

（196字）

（594字）

＜ポイント＞

を「低炭素社会」と「循環型社会」の2つの語を使って説

・ 平 面 図 に つ い て は、 本 誌p.43 ～45、『 生 活 学Navi』

明し、さらに②「なぜ持続可能な社会の構築をめざさなけ

p.82 ～85を参考に、ドアの形状なども検討すること。

ればならないか」を答えることが求められている。設問の

高齢の家族がいる想定ならば、段差がなくスロープを用い
るなどの工夫があるとよいだろう。
・作例では低年齢の子どもとの生活を想定し、キッチンを中
心とし、子どもに目が配れる間取りとした。

条件を満たさないと減点につながるため、注意が必要だ。
・作例では、現在の社会生活がどのような環境負荷を生みだ
し、社会の持続にどのような影響を与えるかについて総合
的に論じているが、「リサイクル」「カーボンフットプリン
ト」などの具体例を挙げて論じても良いだろう。

88

『生活学 Navi』p.135

遺伝子組換え技術

課題 遺伝子組換え技術には利点がある反面、その問
題点が指摘されています。遺伝子組換え技術について、
あなたの考えを300字以内で述べなさい。


（2015年鹿児島大学・農学部）

遺伝子組換え技術の利点としては、害虫や気候に対して耐
性を持った作物が食料問題の解決策となりうること、農薬の
種類や量を抑制できること、長期保存が可能な野菜など、流
通過程のロスを低減できることなどが挙げられる。反面、遺
伝子組換え植物の雑草化による生態系の破壊など、問題点も
指摘されている。中でも、私が最も大きな問題と考えるのは、
遺伝子組換え技術により生産された作物の耐性成分が長期に
わたり体内に蓄積した場合のデータがなく、発がん性、アレ
ルギー疾患などの健康問題を誘発する危険性を否定できない
ことである。遺伝子組換え技術の利用には、健康への影響に
対する長期的なデータの積み上げが不可欠であると考える。


（297字）

＜ポイント＞
・メリットとデメリットを問う問題に対しては、本文を書き
始める前に、箇条書きで利点と問題点をそれぞれ整理して
おくと良い。
・単にメリットとデメリットの羅列にならないよう注意しよ
う。何が最も大きな問題と考えるか、論点を絞り込んで論
を進めることが大切だ。
［解答例作成・谷本琢］

小論文ガイド
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小論文の答案について確認しておきたいこと
●制限字数など
「○○字以内」と指示されたら最低でも9割、でき
れば95％程度の分量は書きたい。字数超過は絶対に
避ける。「○○字程度」とあったら5％程度の増減は
かまわない。10％をこえるとかなりの減点と考えて
よいだろう。
会話でしか通じない略語やくだけた表現を避けるの
はもちろん、文体も「だ」「である」調で統一するこ
とがのぞましい（「です」「ます」調は作文のような印
象を与えかねず、文字数の調整にも手間取ることがあ
る）
。
●用紙の書式
原稿用紙のようなマス目に答案を書く形式の場合、
「原稿用紙の使い方にしたがって書け」という条件を
指定されているものと考えよう。
・段落の書き出しは1字分＝１マスあける。
・行末の句読点やカギカッコのとじは、マスの外には
みだすのでなく最後の１マスに入れる。
・アルファベットや数字（小数点およびケタくぎりの
カンマなど含む）は、1マスに2字入れる。

●出題のタイプ
出題形式はこまかくみていくとさまざまあるが、代
表的なものが以下のような３タイプである。どのタイ
プについても欠かせないのは、
「結論に自分の考えを
書くこと」「その根拠を論理的に順序だてて述べるこ
と」だ。
①テーマ型…「○○について述べよ」「論じよ」とい
う形式のもの。背景などを補足する短文が
添えられたものや②に近いタイプもある
が、予備知識があれば書きやすい。
②課題文型…記事や本の一節を示し、その読解にもと
づいて論じる形式のもの。論じる前段階で
内容理解を問う記述や要約を要求される場
合もある（これについては③も同様）
。長
文を短文で要約する練習をしておくと非常
に有利だろう。
③資 料 型…一つまたは複数の図表・グラフが示さ
れ、それらをもとに論じる形式のもの。資
料集でグラフや表の読み取りに慣れておこ
う。

出題傾向に関する補足（最近の出題例より）
第１章

自分・家族
問題

１．現在、多くの民間企業で定年制が採用され、そこで働く

現代の日本においては今後の人口減少により人手不

従業員は一定の年齢に達すると退職することとされてい

足になることが予想され、女性の活躍、すなわち女性の

る。もし仮に、法律により全ての民間企業に対して定年制

就業を促進していくことが重要だと考えられている。今

の廃止を義務付けることが提案された場合、あなたはどの

後女性の就業を促進していくためにどのような取り組み

ように考えるか。このような提案のメリット・デメリット

が必要だと考えられるか、図のデータから読み取れるこ
とをもとに500字以内（句読点を含む）で述べなさい。

を踏まえた上で、あなたの考えを1000字以内で論じなさ
い。

〔2020年新潟大学・法学部〕



〔2018年大分大学・福祉健康科学部〕

２．〔資料〕図１＝国民生活センター資料（2017年11月

４．〔文章〕橘木俊詔著『新しい幸福論』（岩波新書、2016

30日までのPIO-NET登録分）より、契約当事者の相談件

年）の一節。人間は生きてくために働くが、働くことには

数を示すグラフ1点。

意義があるかないかについて述べた文章。B5判7ページ。

問題

問１

2018年6月13日、民法の改正案が成立し、『年齢

資料には、
「働くことに意義がある」という考え方と、

十八歳をもって、成年とする』ことになりました。消費

「働くこと自体に意義はない」という考え方の２つが述

者トラブルに関する図１「契約当事者の相談件数」を参

べられている。それぞれの考え方について、200字以
内でまとめなさい。

考にして、成年年齢の引き下げによって想定される課題

問２

について600字以内で述べなさい。なお、次の言葉を

あなた自身は、「働くことの意義」についてどのよ

うに考えるか。資料にある２つの考え方と現代の日本社

必ず用いること。【未成年者の取消権】【消費者教育】

会の状況とをふまえ、800字以内で述べなさい。

〔2019年大阪教育大学・教育学部〕

３．〔資料〕
「男女共同参画白書

〔2017年福島大学・人文社会学群〕

平成29年度版」
（内閣府男

女共同参画局）より、平成28年度の女性の労働力率およ

５．〔 文 章 〕 大 村 敦 志 著『 家 族 法（ 第 ３ 版 ）』（ 有 斐 閣、

び女性の労働力率＋就業希望者の対人口割合、女性の希望

2010年）他5冊。いずれも夫婦別姓に関する文章。Ｂ５

する就業形態と現在求職していない理由を示すグラフ計２

判24ページ。

点。

問題
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日本の民法は、現在、夫婦同氏の原則と氏の選択に

おける男女平等の原則を定めている。これについて、婚

問題

記事に書かれている父親のストレスをふまえ、下線

姻時に夫婦の氏について同氏・別氏の選択を認める選択

部で述べられている、夫婦でゆとりを持って子育てを出

的夫婦別姓（別氏）制度を導入すべきであるという主張

来るようにするためには、社会がどのように変わってい

がある。文章を読み、これらの資料のすべてに基づいて、

かなければならないか、あなたの考えを800字以内で

選択的夫婦別姓制度の導入に積極的な立場と消極的な立

述べなさい。

〔2017年奈良県立医科大学・医学部〕

場それぞれについてその論拠を整理して、1000字以内
でまとめなさい。その際、どの資料によったかを資料の

第３章

番号を示して明らかにしなさい。

１．〔文章〕増本康平著『老いと記憶



〔2016年神戸大学・法学部〕

高齢者・共生
加齢で得るもの、失

うもの』
（中公新書、2018年）の一節。「ナン・スタディ」
と呼ばれる研究プロジェクトの認知訓練の問題点について

第２章

子ども

書かれた文章。A4判3ページ。

１．最近、ある男性大臣が育児休暇取得を宣言し話題となり

問１．下線部１）「認知症の症状の程度や加齢に伴う認知

ました。男性の育児休暇取得についてあなたの考えを述べ

機能の低下に、個人差がみられる」理由を、本文の内容

てください。
（600字以内）〔2020年昭和大学・医学部〕

を踏まえて200字以内で説明しなさい。
問２

下線部２）「脳トレの点数が数点あがることは、日

２．〔文章・資料〕阿部彩著『子どもの貧困Ⅱ－解決策を考

常生活の物忘れが一つなくなることを意味しない」のは

える－』（岩波書店、2014年）の一節。子どもの貧困問

なぜか。「効果の転移」の概念を用いて500字以内で論

題に対する政策のあり方を現金給付、現物給付の対比から

じなさい。

〔2020年慶應義塾大学・看護医療学部〕

論じた文章。給付の例を挙げた表を合わせて、A4判3ペー
２．〔文章・資料〕津下一代著「メタボ・フレイルと健康寿命」

ジ弱。
問１

子どもの貧困対策に関して著者が提示している現金

（宮地元彦編『はじめてとりくむ身体活動支援』医歯薬出版、

給付と現物給付には、どのような長所と短所があるか。

2019年）の一節。フレイルを予防し健康寿命を延ばすた

300 ～400字で要約しなさい。

めに高齢者への支援の必要性を述べた文章、および図１＝

問２ 「現金給付」と「現物給付」のどちらが妥当と考え

平均寿命と健康寿命の推移、図２＝高齢者に特有の健康障

るか、表中からいくつかの給付例を引用しながら、あな

害を示した図、計2点。

たが考える子どもの貧困対策のあり方について500 ～

問１

600字で論じなさい。
〔2019年徳島大学・総合科学部〕

図１から、2010年と2016年を比較し、平均寿

命と健康寿命から読み取れることを、30字以上50字以
内で記述しなさい。

３．近年、地域住民等による民間発の取組みとして無料また

問２

高齢者がフレイル状態になることについて、様々な

は安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する子供食

要因が関係している。その要因のひとつであるエネル

堂が広まっており、家庭における共食が難しい子供たちに

ギー収支に関して、120字以上150字以内で説明しな

対し、共食の機会を提供する取組みが増えています。地方

さい。

〔2020年青森県立保健大学・健康科学部〕

自治体は、このような子供食堂を、地域における食育推進
事業の一つとして位置づけ、その取組みに協力し、活動遂

３．〔文章・資料〕森田朗著 「少子高齢化、人口減少とこれ

行に役立つような環境整備を行おうとしています。このよ

からの日本」
（「學士會会報」No.925、2017年）による。

うな子供食堂の推進について、あなたはどのように考えま

人口減少のメカニズムと、それによる影響などについて考

すか。人間生活教育（家庭科教育）の果たすべき役割と関

察した文章。合わせて、日本人口の推移、人口ピラミッド

連させながら論述しなさい。

の変化、人口ボーナスと人口オーナス、首都圏の高齢化な

 〔1200字以上1500字以内／2018年広島大学・教育学部〕

どを示した図６点。
問１

４．
〔資料〕厚生労働省HPより、児童相談所における児童
虐待相談対応件数の内訳を示す表1点。
問題

児童虐待が1990年代に社会問題として深刻化し

日本の少子高齢化と人口減少は、どのような原因か

ら生じているのかを、本文に示されたデータやグラフを
もとに600字以内で記述しなさい。
問２

問１を踏まえ、あなたの考える少子高齢化と人口減

たことや、1994年に子どもの権利条約が批准されたこ

少を克服する方法について、根拠をもとに400字以内

とを背景に、2000年に児童虐待防止法が制定された。

で記述しなさい。 〔2018年京都教育大学・教育学部〕

資料を参考にして、児童虐待の現状と課題について考察
し、児童虐待を防止するためにはどうしたらよいか、あ
なたの考えを述べなさい。


〔600字以内／2017年群馬大学・教育学部〕

４． 平成27年版『高齢社会白書』(内閣府)によると、高齢
者のいる世帯は世帯数全体の4割であり、うち、
「単独」「夫
婦のみ」の世帯が過半数を占めます。特に最近では、「一
人暮らし高齢者」の増加が男女ともに顕著である、という

５．〔文章〕朝日新聞2016年12月11日の記事より、産後

結果が示されています。「高齢社会における支援のあり方」

うつや子育てのストレスについて書かれた記事。A4判1.5

について、以下の設問に答えなさい。

ページ弱。

問１

あなたは、高齢者が「一人暮らし」であることで、

小論文ガイド
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どのような不自由や困りごとが生じると考えますか。

４．経済発展や技術革新、社会環境の変容などにともない大
量生産、大量消費、大量廃棄が著しくなった。消費者には

150字以内で述べなさい。
問２

循環型社会を構築するための行動が求められている。そこ

高齢者が「一人暮らし」であっても、その高齢者が

住み慣れた街で健康的に過ごすために、個人や社会は、

で、以下の問いに答えなさい。

それぞれどのようなことができると思いますか。あなた

問１



循環型社会形成推進基本法（2000年）において

3Rの考え方が導入されたのを契機に、現在では環境保

の考えを600字以内で述べなさい。

全活動にむけて様々な「R」があげられている。衣生活

〔2017年新潟大学・医学部〕

に関する「R」を５つあげて、その内容を説明しなさい。
「R」は片仮名書きでもよい。

５．障害のある人が働くことの意味とそれを実現する社会に

問２

ついて、あなたの考えを述べなさい。


環境に配慮した衣生活を送るうえで生活者としてで

きることをあげ、それが環境保全につながる理由を論じ

〔600字以内／2017年奈良教育大学・教育学部〕

なさい。ただし、問１で解答した５つの「R」の行為を
除く。（650字以内）

６．若年性認知症の方やその家族が安心して生活する為に必
要な支援について800字程度で論述しなさい。論述する



〔2016年奈良教育大学・教育学部〕

際には、認知症を若年で発症することならではの問題、若
年性認知症の発症に対する本人の反応、若年性認知症の方

５．〔資料〕独立行政法人国民生活センター報道発表資料

を介護する家族の生活への影響、の3点について言及する

（2013年９月19日）より「柔軟仕上げ剤のにおい」に

こと。

関する相談の年度別の推移を表すグラフ１点

〔2017年福岡県立大学・看護学部〕

問題

第４章

衣生活

ていると発表しました。柔軟仕上げ剤の本来の使用目的

１．〔資料〕図２＝日本化学繊維協会『繊維ハンドブック

をあげた上で、問題点についてどうすればよいか、あな

2018』
（日本化学繊維協会資料頒布会、2017年12月）

たの考えを述べなさい。

より、世界の主要繊維需要量を示すグラフ1点。
問１

国民生活センターは、洗濯で使う柔軟仕上げ剤のに

おいで体調不良になるなどの消費者からの相談が急増し

図を踏まえ、このような変化により引き起こされる



〔600字以内／2015年群馬大学・教育学部〕

問題点を300字以内で述べなさい。問題点はいくつあっ
６．近年の日本では、若者を中心にして、ファストファッショ

ても構いません。
問２

問1で解答した問題点に対して、考えられる対策を

300字以内で述べなさい。
〔2019年大阪教育大学・教育学部〕

ンが多く活用されている。このような衣生活の現状につい
て、あなたはどのように考えますか。良い面と悪い面につ
いて述べよ。
 〔B4判解答用紙34行／2015年東京学芸大学・教育学部〕

２．〔資料〕衣料用洗剤の生産量を示したグラフ、衣料用合
成洗剤の標準使用量を示した表、計2点。

第５章

問１

１．〔文章〕金菱清著『震災学入門－死生観からの社会構想』

衣料用洗剤の生産量及び衣料用合成洗剤の標準使用

量の推移について、図表から分かることを記述せよ。
問２

１を踏まえて、家庭での衣類の洗濯がどのように変

化してきたかについて論述せよ。


〔字数指定なし／2017年東京学芸大学・教育学部〕

住生活

（ちくま新書、2016年）の一節。東日本大震災以降の課
題として、どのように災害リスクと共存すればよいのかに
ついて述べた文章。A4判2ページ強。
問１

津波対策として、本文にあるような防潮堤を作り高

台移転する場合どのような問題があるか、作らずに高台
３． これは、30才のAさんの悩みです。文章を読んで以下
の問いに答えなさい。「着なくなった私の衣服が1年に大
きめの段ボール1箱ずつ増えていき、今や、10箱分の衣

移転しない場合どのような問題があるか、簡潔にまとめ
なさい。
問２

本文にあるように、津波対策として「生命第一優先

服を大量に死蔵しています。箱に入れた時は衣服に問題は

主義」として防潮堤を作ることは正しいのかどうか、賛

無かったし、もったいないと思ってずっと捨てられず、置

成、反対どちらか答えたうえで、その理由を述べなさい。

き場所に困っています。今回、意を決してこれらの衣服を

賛成の場合は、本文の問題提起に答えること。反対の場

処分することにしました。」

合は、本文で示された理由以外を付け加えること。〔各

問１

400字以内／2017年名古屋市立大学・人文社会学部〕

Aさんがそれらの衣服を着なくなった理由を考えて

３つ述べなさい。さらに、資源の有効利用の観点から、
死蔵している衣服をどのようにすればよいか考えて、そ

２．〔資料〕図１＝家（東西南北に壁のある正方形の平屋）

れぞれの場合に必要となる注意点や工夫について述べな

と南中時の太陽のイメージ、表１＝太陽の方位と高度を示

さい。（600字以内）

す。

問２

Aさんの今後の衣服の購入はどうあるべきか述べな

さい。（200字以内）
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〔2017年大阪教育大学・教育学部〕

問１

窓を一つつけるとすれば、室内の日照環境が最も良

くなる方位はどれですか。適切な方位を示し、図表を参
考にして、その方位を選んだ理由を述べなさい。

問２

能エネルギーを主電力とすることの課題が浮かび上がって

快適な日照環境を得るための工夫や対策について、

個人的・社会的側面から述べなさい。

いる。

 〔各400字以内／2015年大阪教育大学・教育学部〕

問題

下線部「近年、再生可能エネルギーの発電量が…課

題が浮かび上がっている。」に関連して、図１から各発
３．ユニバーサルデザインの７原則のうち、４つの原則を選

電方法による発電量の変化を読み取り、再生可能エネル

び、それぞれについて、居住環境や建築の分野で適用され

ギー導入の長所と短所について、科学的な観点からそれ

ている具体例を挙げて説明しなさい。

ぞれ100字程度で答えよ。加えて、それを基に、あな
たが望ましいと考える将来のドイツにおける発電のあり

 〔各150字以内／2013年熊本県立大学・環境共生学部〕

方について、科学的な観点から200字程度で論述せよ。


４．平成21年に家庭内における不慮の事故で亡くなった人

〔2018年大阪教育大学・教育学部〕

は12,873人（年齢不詳者11人を含む）で、年齢不詳者
11人を除いた内訳は図のとおりである。家庭内で安全に

４．〔文章〕金丸弘美著『田舎力』（NHK出版、2009年）

生活するために、考えなければならないことについて

の一節。地元の文化や自然景観などを活かした「グリーン

600字以内で論述しなさい。

ツーリズム」という観光について、ヨーロッパと日本の取
り組みを紹介した文章。B ５判1.5ページ。

〔資料〕厚生労働省『人口動態統計年報』平成21年より作


問１

成の年齢別家庭内事故死の割合のグラフ。


問２

第６章

ヨーロッパと日本のグリーンツーリズムの特徴につ

いて、異なる点をまとめなさい。（300字以内）

〔600字／2012年群馬大学・教育学部〕

消費・経済と環境

ヨーロッパにおけるグリーンツーリズムについて、

日本の農村部でも同様の取り組みを推進し、実現するこ

１．海のマイクロプラスチック汚染が社会的な問題となって

とが可能と考えますか？実現可能か、不可能か、あなた

おり、対応策が必要とされている。この課題に対し、生体

の考えを明示し、そのように考える根拠を説明しつつ論
じなさい。（600字以内）

に無害な物質にまで分解される生分解性プラスチックを安
価に合成・製造する技術を開発する取り組みと、コストが



〔2018年宮崎大学・地域資源創成学部〕

かかり不便ではあっても従来のプラスチック製品を使わな
いよう人々の意識を変えていく取り組みの、どちらを優先

５．〔文章〕植田和弘著「持続可能な発展への課題と日本」
（『運

して採用するべきか、あなたの考えを理由とともに論述し

輸と経済』第74巻第2号、2014年）の一節。2030年

なさい。

の日本の交通を、廃棄制約問題や低炭素発展などの環境問

〔2019年名古屋工業大学・工学部〕

題の観点から述べた文章。A4判2ページ弱。
問題

２．〔文章・資料〕文章＝谷口吉光著「３つのR」
（鳥越晧之・

か、本文をふまえて論じなさい。

2017年）の一節。ゴミを減らす方法として、リデュース、
リユース、リサイクルを紹介した文章。表＝PETボトル

先進国と途上国の事情を考慮し、これからの持続可

能な発展を実現するためにはどのような解決策がある

帯谷博明編著『よくわかる環境社会学』ミネルヴァ書房、


〔400字程度／2017年岐阜大学・地域科学部〕

リサイクル推進協議会のデータより、「ペットボトル回収
量と販売量および回収率の推移」を示した表。計A4判1

６．〔文章〕
「地球温暖化が我が国の農林水産業に及ぼす影響」
（農林水産技術会議、2016年8月）より、地球温暖化が

ページ。
問１ 「３つのR」の文章をもとに、ペットボトルのゴミ

生活環境に及ぼす影響について書かれた41字×4行の短

を減らすために、どのような取り組みが考えられるか、

文。

リデュース、リユース、リサイクルに分けて、全体で

問題

650 ～700字になるように述べなさい。
問２

表のペットボトルの販売量と回収率の数値を見て、

地球環境を保全し、持続可能な社会をつくるための

方策において重要であると思われる事項について、4個
のキーワード（エネルギーの特性と有効利用、オゾン層

ペットボトルのリサイクルとリデュースがどのように進

破壊、生態系のバランス、生物多様性の4語）を全て使

んできたか、そして、私たちがこれから考えていかなけ

用し、あなたの考えを700字以上900字以内で述べな

ればならないことは何かについて450 ～500字で述べ

さい。

なさい。

〔2017年高知大学・農林海洋科学部〕

〔2019年北海道教育大学・教育学部〕
７．エシカル（倫理的な）ファッションについて説明し、先

３．〔文章・資料〕図１は、2017年４月24日から４月30

進国・途上国の企業と消費者の立場からエシカルファッ

日までの１週間のドイツにおける発電量の変化を示す。ド

ションを推進するための問題や解決すべき課題について述

イツでは、自国のエネルギー資源の状況を踏まえて、さま

べよ。
〔解答用紙枠内／2017年共立女子大学・家政学部〕

ざまな方法を組み合わせて電力を供給し、季節や時刻など
によって変化する電力需要をまかなっている。そのなかで、

第７章

近年、再生可能エネルギーの発電量が急速に増えている。

１．〔文章・資料〕1=「食品ロスを減らすために、私たちに

食生活

その理由は、再生可能エネルギー導入によるさまざまなメ

できること」
（環境省）より、食品ロスを減らすことの利点、

リットがあるからである。しかしながら、同時に、再生可

原因、私たちにできることは何かを示した文章および図表

小論文ガイド
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問２

3点。２＝平成27年度農林水産省調査および平成29年度

和食に限らず、日本の伝統や文化を継承ことについ

環境省調査より、食品ロスの発生要因について生産や流通

てどのように考えますか。また、継承するためには、ど

などにかかわる事業と家庭とに分けて示した図２点。３＝

のような実践をすることが考えられますか。400字以
内で述べなさい。

「フードロス・チャレンジ・プロジェクトご紹介」（消費者


庁）より、生産、製造・加工、流通、消費の工程における

〔2018年鳴門教育大学・学校教育学部〕

食品ロスの現象についてまとめた表1点。合わせてA4判
５．〔文章〕遺伝子組換え作物の生産は1996年に始まり、

５ページ。
問１

2014年現在での作付面積は日本の国土面積の約5倍に達

資料から読み取れる事項をあなたの言葉でまとめな

しています。日本では遺伝子組換え作物の作付けは認めら

さい。(横17.0㎝×25行の解答欄)
問1でまとめた事項をベースに食品ロス問題を包括

れていませんが、輸入するトウモロコシの7割以上、ダイ

的にとらえた上で、「食品ロスを減らすための“あなた

ズ・ナタネの約9割が遺伝子組換え作物とされています。

独自のイノベーティブな解決策”」を考案し、述べなさい。

問題

問２

このような遺伝子組換え作物の普及が、現在、そし

て未来の食料事情にどのような影響を与えると考えられ

※解答用紙には、図表や絵などを用いても構いません。

ますか。あなたの考えを600 ～800文字で述べてくだ

（横17.0㎝×25行の解答欄）

さい（遺伝子組換え作物に対する賛否は評価に影響しま

〔2019年九州大学・共創学部〕

せん）。

〔2017年高知大学・農林海洋科学部〕

２．〔文章・資料〕大学生の2人が朝ごはんを食べる習慣を
身に付けることについて話し合う会話文。図1・2＝「『食

６．多くの加工食品には、「賞味期限」や「消費期限」が表

育』ってどんないいことがあるの？」（農林水産省パンフ

示されている。これらに関して各問いに答えなさい。

レット）より、青年期女子における朝食欠食回数別の食品

問１ 「賞味期限」と「消費期限」の違いについて150字
以内で説明しなさい。

群別摂取量の平均値のグラフ、および小学生における朝食

問２ 「賞味期限」や「消費期限」と「環境」とのかかわ

欠食有無別のイライラ感ありの割合を表すグラフ。合わせ
てA4判2ページ強。

りについて、あなたの意見を400字以内でまとめなさ

問1

い。

AさんとBさんの会話にある（ア）「朝ごはんを食べ

〔2016年大阪教育大学・教育学部〕

ることのメリット」について、図１～２を参考にあなた
の考えを250字以内で述べなさい。
問２

７．〔文章〕朝日新聞2015年４月３日の社説、
「食料の自給
現実見すえた政策を」による。政府が発表した「食料・農

Bさんは、大学で朝食提供の（イ）「取り組みを継

続的に行うためには、いくつか検討しないといけないこ

業・農村基本計画」について、計画の甘さを指摘した文章。

と」もあると考えています。継続的に実施するためには

A ４判１ページ。

どのようなことを検討すべきでしょうか。あなたの考え

問１

問３

下線部ⓐ「実現可能性を重視した」理由を、述べな

さい。（200字以内）

を200字以内で述べなさい。

問２

AさんとBさんの大学で「毎日朝ごはんを食べる」

下線部ⓑ「食料自給率（カロリーベース）」とは何

か説明しなさい。さらに、それがⓒ「長期的な下落傾向」

食習慣をもつことを普及啓発するために、どのような取

を示した原因について、考えられることを述べなさい。

り組みが必要だと思いますか。あなたの考えを250字

（300字程度）

以内で述べなさい。

問３

〔2019年福岡女子大学・国際文理学部〕

なぜ「食料自給力」がⓓ「現実から離れたあいまい

な新指標」と述べているのか、文中から説明しなさい。
（200字以内）

３．〔文章〕阿古真理著『うちのご飯の60年』（筑摩書房、

問４

2009年）の一節。時代ごとの食卓や料理の変化について

あなた自身の食生活において、ⓔ「おいしさや安全・

述べ、食卓のあり方について考察した文章。Ｂ５判1.5ペー

安心を極める」ためには、どのようなことを心掛ける必

ジ。

要があるか、家庭科の授業で学んだことを参考に具体的

問１

に述べなさい。（600字程度）

下線①「飽食の時代」は1980年代以降、現在も続

いていると言われている。「飽食の時代」とはどのよう



〔2016年長崎大学・教育学部〕

な時代なのか。150字以内で説明しなさい。
問２

最近の食生活を振り返り、本文の記述も参考にして、

あなたの家庭での食の外部化の進行状況を400字以内
で説明しなさい。

〔2018年千葉大学・園芸学部〕

８．〔文章〕農林水産省の地域生産地域消費を紹介する文章。
問題

あなたが最も大きいと考える地産地消のメリット、

デメリットについて、その理由を含めそれぞれ400字
以内で書きなさい。

４．〔文章〕農林水産省ホームページによる。政府が日本食
文化（和食）をユネスコ無形文化遺産に登録申請する際に
作成した紹介文の一節。Ａ４判0.5ページ強。
問１

和食を知らない外国人に対して、和食とはどのよう

なものかを紹介する文章を150字以内でまとめなさい。
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 〔2015年高知大学・農学部〕

