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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) 

国際自由主義理論における著名な学者、ジョセフ・ナイは、米誌フォーリン・アフェア

ーズ(Foreign Affairs)に掲載された論文で、こう質問している。：自由主義秩序は生き残

るのだろうか？イギリスとアメリカでのポピュリズムの台頭、中央ヨーロッパでの強権政

治の復活、そして中国やロシアのような「権威主義的政権」の国際的影響が拡大している

ことに対し、第二次大戦後アメリカが確立した自由主義世界秩序の継続的優位に疑問を投

げかけている。この自由主義世界秩序が今後取って代わられるという論説に、同意するか？

もしそれに同意するなら、なぜ起きるか、またどのような経過をたどるかについて説明し

なさい。どのような世界秩序が現れるだろうか。もし同意しない場合は、自由主義秩序が

引き続き優位を占める理由を説明し、他の競合する秩序からの挑戦に耐えられる理由も説

明しなさい。 

 

A renowned scholar of international liberalism, Joseph S. Nye, Jr., asks this question in 

an article in Foreign Affairs: will the liberal order survive? The rise of populism in 

Britain and America, the return of strongman politics in Central Europe, and the 

growing international influence of allegedly “authoritarian regimes,” such as China and 

Russia, have led to doubts about the continuing dominance of a liberal world order 

established by the US after the Second World War. To what extent do you agree that this 

liberal world order will be replaced? If you think so, please explain why and how this 

may happen. What kind of world order will emerge to take its place? If you think not, 

please supply reasons for the continued dominance of the liberal order and explain why 

it can withstand the challenges from other competing orders. 

 

 

 

 

 

問題２(Essay topic 2) 

近年ヨーロッパでは、反移民・難民のポピュリズム（大衆迎合主義）政党が躍進し、政

治のあり方を変えつつある。ポピュリズムの特徴と、それが起こる原因、または民主主義

との相違点について、具体例を挙げて説明しなさい。 

  

Anti-immigrant and anti-refugee populist parties have surged in Europe over the last 

few years and have been changing the landscape of European politics. Please explain 

with examples the characteristics of populism, its causes, and its differences with 

democracy. 


