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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) 

アメリカと中国の技術覇権争いが激しくなり、それに伴うサプライチェーンのデッカプリ

ング（分断）も進んでいるという論考がある。その論考に賛同するか。今後米中関係の

行方と、国際秩序に及ぶ影響を論じなさい。 

 

It is argued that the United States and China are in a growing competition for 

technological hegemony, and the decoupling of supply chain follows. Do you agree with 

the argument?  Discuss the possible developments of US-China relations, and how 

such developments may influence the international order. 

 

 

 

 

 

 

 

問題２(Essay topic 2) 

ヨーロッパ諸国を中心にポピュリスト政党が躍進しており、民主主義の後退に繋がって

いるとの議論がある。 ポピュリズムの定義、それにポピュリスト政党が政権に入ることで

移民政策にどのような影響を与えるかを論じなさい。 

 

It is argued that populist parties are making great strides, especially in European 

countries, leading to a recession in democracy. Discuss the definition of populism and 

how populist parties may exert influence on immigration policy when they come into 

power. 


