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指定される問題について、適宜文献を引用しながら小論文を作成してください。使用言語は
日本語と英語のどちらでもよい。ただし、日本語の場合は 5,000 字程度、英語の場合は 2,500
語程度で記述すること。
Write a research essay about the following topic. Include a list of references at the end of your essay.
You may write in English or Japanese. Please choose the language you are more comfortable in. If you
choose to write in Japanese, the essay should be about 5,000 characters. If you choose to write in
English, the essay should be about 2,500 words.
留意事項
・ 小論文は文章作成ソフトで作成し、印刷したものを出願時に提出すること（Email で
の提出は不可）
。手書きの原稿は認めない。
・ 小論文の様式は任意。ただし、A4 またはレターサイズの白色用紙使用のこと。
・ 問題の番号と氏名を小論文の全ページの右上に明記すること。
・ ページ番号を小論文の全ページの下中央に明記すること。
・ 小論文の末尾に参考文献を必ず明記すること。参考文献の字数／語数は、小論文の字
数／語数に計上されない。なお、APA、シカゴスタイルなどの適切な書式で参考文献
を表示すること。
Instructions for essay submission
・ Your essay should be typed and printed. Handwritten essays will not be accepted. The essay
must be included in your application materials. Essays sent through email will not be accepted.
・ There are no rules for formatting. Use either A4 or letter size white paper for printing.
・ Include the essay topic number and your name at the upper right corner of each page of your
essay.
・ Include page number at the bottom center of each page of your essay.
・ Include a list of references at the end of your essay. The number of characters/words of
references will not be counted in the total number of characters/words of the essay. You are
advised to follow major citation styles, such as the Chicago and APA styles.
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問題
下記のグラフは 2014 年の「国内総生産（GDP）に対する外国からの直接投資残高の
比率」を主要国間で比較したものである。このグラフから、主要国の中では日本の水準
が低いことが分かる。以前から外国からの投資を促すことを表明してきた日本政府は、
2013 年 6 月に閣議決定された「日本再興戦略」において、
「2020 年までに外国企業の
対内直接投資残高を 35 兆円に倍増する （2012 年末時点 17.8 兆円）」という目標を
掲げた。この方向性はその後も堅持され、2016 年 6 月の「日本再興戦略 2016」におい
て同目標は再確認されている（2015 年末時点 24.4 兆円）。日本政府は、地方自治体と
も連携して、外国企業の誘致、事業環境・生活環境の改善、英語教育の充実・多言語対
応能力の向上、地方空港の利用促進、外国人留学生に対する就職支援などの政策に取り
組んでいる。
以上を踏まえて、日本への直接投資が少ないのはどのようなことが原因になっている
か、外国企業の受入を促すために日本海沿岸の地域が取り組むべき課題としてどのよう
なものがあるかについて論じなさい。
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（出所）通商白書 2016, 第Ⅱ部第 1 章第 1 節, 第Ⅱ-1-1-30 図.

2

韓国

