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指定される問題から１つを選んで、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、英語の場合

は 2,500 語程度で記述すること。 

Write an essay about ONE of the following topics. 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。なお、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。 

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. 
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問題１(Essay topic 1) 

 2016 年 1 月に中華民国（台湾）総選挙にて民主進歩党蔡英文候補が勝利して以降、

中華人民共和国はサントメ・プリンシペ（同年 12月）、パナマ（2017年 6月）、ドミニ

カ共和国（2018 年 5 月）と国交を樹立し、これらの国は中華民国と断交した。これは

2007年 12月のマラウィの事例以降初である。 

 これらの国の中から一つあるいは複数の国を選び、当該国が北京を選択した理由を論

じなさい。 

 

Since Tsai Ing-wen of the Democratic Progressive Party, Republic of China (Taiwan), 

won the general election in January 2016, Sao Tome and Principe (December 2016), 

Panama (June 2017), Dominican Republic (May 2018) have established diplomatic 

relations with the People's Republic of China and severed the ones with Taiwan. 

This is the first time since Malawi’s case in December 2007. 

Choose one or more countries above and discuss the reason why the country 

(countries) chose Beijing. 

 

問題２(Essay topic 2) 

 経済協力開発機構（OECD）には 35 ヵ国が加盟国している（2018 年 5 月現在）。かつ

ての加盟国は比較的所得の高い先進国にほぼ限定されていたことから、OECDはしばしば

「金持ちクラブ」と揶揄されてきた。だが 1990 年代以降メキシコ、チリ、トルコなど

の新興国も加盟している。国際社会における OECD の役割を、G20 と比較して論じなさ

い。 

 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has 35 

member countries as of May 2018. The OECD has often been nicknamed ‘Rich 

Men’s Club’ because original members were mostly limited to developed high 

income countries. However, in the 1990s and afterwards, so-called emerging 

countries such as Mexico, Chile and Turkey have joined the Organisation. Discuss 

the role of the OECD in the international community in comparison with the ‘Group 

of Twenty’. 

 


