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2023年度 

総合型選抜・学校推薦型選抜（公募） 

課題・テーマに関する発表・配付内容一覧 
 

● 2023年度総合型選抜 

学部学科専攻〈方式〉 発表内容 詳細頁 

人文学部 人間関係学科社会学専攻 課題小論文に関する資料 Ｐ２ 

人文学部 英語英文学科 課題図書 Ｐ２ 

法学部 法律学科〈ゼミナール方式〉 課題・参考文献等・参照物の詳細 Ｐ２ 

経済科学部（両学科共通） 講義テーマ Ｐ３ 

人間環境学部〈レポート方式〉 レポートテーマ Ｐ３ 

人間環境学部〈プレゼンテーション方式〉 プレゼンテーションテーマ Ｐ３ 

健康科学部 心理学科 課題図書 Ｐ４ 

健康科学部 健康栄養学科 課題レポート Ｐ４ 

国際コミュニティ学部 国際政治学科 課題図書 Ｐ４ 

国際コミュニティ学部 地域行政学科 課題図書 Ｐ４ 
 
● 2023年度学校推薦型選抜（公募） 

学部学科〈方式〉 発表内容 詳細頁 

法学部法律学科〈小論文方式〉 小論文テーマ・参考文献 Ｐ３ 

経済科学部〈小論文方式〉（両学科共通） 小論文テーマ Ｐ３ 

国際コミュニティ学部 国際政治学科 課題 Ｐ４ 

国際コミュニティ学部 地域行政学科 課題 Ｐ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 出願資格・選抜方法等の詳細は、2023年度入学試験要項で確認してください。 

2. 過去問題をご希望の方は、入学センターまでお問い合わせください。 

〈お問い合わせ先〉広島修道大学入学センター TEL：082-830-1100 

〒731-3195 広島市安佐南区大塚東 1-1-1   E-mail：nyugaku@js.shudo-u.ac.jp 

＜課題図書・参考文献（図書）の入手方法＞ 

広島修道大学生協ブックストアを通して購入することをお勧めします。店舗での購入のほか、 

メールによる注文もできます。ご注文の際は下記の①～⑤を明記してください。 

  ・ 注文･お問い合わせ：広島修道大学生協ブックストア 

  ・ メ ー ル ア ド レ ス ：book@sings.jp 

  ・ 営 業 時 間：下記のサイトよりご確認ください。 

             https://bit.ly/3tekCsL（土・日・祝日、8/6～8/15 はご対応不可） 

 ① メールの件名（「総合型選抜用図書」、または「学校推薦型選抜（公募）用図書」） 

 ② 受験生氏名（及びフリガナ）     ③ 連絡先電話番号 

④ 配送先住所（※郵便番号必須）    ⑤ 購入希望図書の書名 
 

 ※代金のお振込みを確認してから書籍の発送となります。ご注文メールの返信に振込先が 

  提示されます。配送料、振込手数料はご購入者様負担となります。ご了承ください。 

2022年 6月 19日発表 

mailto:nyugaku@js.shudo-u.ac.jp
https://bit.ly/3tekCsL
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人文学部 人間関係学科社会学専攻 
【2023年度総合型選抜】 
 

課題小論文に関する資料：第 1～３回オープンキャンパスで資料を配布します。また、2022年 7月 16日(土)以降、入試

情報サイトで資料請求を受け付けます。 

 
 

人文学部 英語英文学科  
 

【2023年度総合型選抜】 
 

人文学部英語英文学科2023年度総合型選抜は、以下の図書を試験範囲として、ア）文章構成力テスト（穴埋め・

並べ替え・英文作成）、イ）読解力テスト（英文和訳）、ウ）リスニングテスト、エ）音読テスト、オ）面接試験（課題図書

に関する質問を含みます）を行いますので、受験予定の方はあらかじめ十分な準備をしておくようにしてください。 
 

課題図書：Oscar Wilde , The Picture of Dorian Gray 
 

Oxford Bookworms という英米文学の名作や実際に起きた出来事を英語学習者のために平易な英語で書き著

したシリーズの中の一冊です。価格は1,760円（税込、広島修道大学生協価格）。 

19世紀末のロンドン、とある画家のアトリエ。庭に咲く甘い初夏の花の香りが漂うその部屋には一枚の肖像画が

置かれていた。それはドリアン・グレイという美貌の青年を描いたものであった。 

自らの肖像画を目にしたドリアンは「年をとり美しさと若さを失うのが自分ではなく肖像画のほうであればよいの

に」と願う。 

このあとドリアンは快楽を求め悪徳を重ねる。しかし、醜く変貌するのは肖像画だけであり、彼自身は美しさも若

さも失わない。そう、彼の願いが叶ったのだ。 

ドリアンは永遠の美を獲得したのだろうか。それは真の美と呼べるのだろうか。 

19世紀末イギリス文学の奇怪な傑作をぜひ味わってください。 
 

＜イベントのご案内＞ 

来場型の入試説明会・オープンキャンパスでは、課題図書を用いた英語の学習法など、入試対策ができるプロ

グラムを実施しますので、ぜひ、参加してください。また、WEB オープンキャンパスでも入試対策に役立つコンテ

ンツを公開します。 

総合型選抜をはじめ入学試験に関するお問合せは本学入学センター（082-830-1100）までお願いします。 
 

 

法学部 法律学科 
 

【2023年度総合型選抜〈ゼミナール方式〉】 
 

課題：「これからの裁判員制度が 18歳・19歳も対象とすることを踏まえ、 

若い世代への法教育のあり方と、死刑判断を求めることの是非を考えてみよう。」 
 

 令和 4 年に成年年齢が 18 歳に引き下げられたことに伴い、令和 5 年からは 18 歳・19 歳の方も裁判員に選ば

れるようになりました。法律の専門知識がなくても判断できるよう様々な工夫が凝らされているとはいえ、その社

会的責任は決して軽いものではなく、裁判員になることを躊躇する方も少なくないと思われます。若い世代が積極

的に司法に関わるにはどのような教育や政策が必要になるかを考えてください。 

また、裁判員裁判の対象は殺人罪等の重大事件であるため、被告人に死刑を言い渡すかを判断しなければな

らないこともあります。一般市民である裁判員が死刑の判断に関わること、とりわけまだ社会経験の乏しい 18歳・

19 歳の方にそうした判断を求めることの是非について、あなたの意見を展開してください。 
 

【主要な参考文献等】 

・菊田幸一 『新版 死刑廃止を考える』 岩波ブックレット（2021年） 

・最高裁ホームページ（https://www.saibanin.courts.go.jp/index.html） 

＊特に以下の各ページを参照 

 ①広報テーマ「18 歳から裁判員に！」 

https://www.saibanin.courts.go.jp/vc-files/saibanin/2022/R4-4kouhou.pdf 

 ②裁判員制度の実施状況について【データ】 

https://www.saibanin.courts.go.jp/topics/detail/09_12_05-10jissi_jyoukyou.html 

   ＊特に「裁判員等経験者に対するアンケート 調査結果 令和 3 年度 1」や 

「裁判員制度の運用に関する意識調査 令和 3 年度 1 と 2」を参照 
 

【余裕がある場合の参考動画】 

    ・政府広報オンライン（対象年齢が広がります！裁判員裁判） 

https://www.gov-online.go.jp/pr/media/tv/soko_oshiete/movie/20220107.html 

・裁判員制度広報用アニメ「総務部総務課山口六平太 裁判員プロジェクトはじめます！」 

https://youtu.be/8rfaqwgj-b0 
 

※ 参照物の詳細 

ゼミナールでは、参考文献、辞書、ノート、メモ等の参照物を自由に参照することができます。 

ただし、パソコン、携帯電話、電子辞書等の電子機器を参照することはできません。 
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法学部 法律学科 
 

【2023年度学校推薦型選抜（公募）〈小論文方式〉】 
 

小論文テーマ：「インターネット時代の情報とそれらを利用する際の心構え」 

 
※  参考文献 

笹原和俊 『フェイクニュースを科学する―拡散するデマ、陰謀論、プロパガンダのしくみ』 化学同人（2021 年） 

マーティン・ファクラー 『フェイクニュース時代を生き抜くデータ・リテラシー』 光文社（2020 年） 
 

 
 

経済科学部 （現代経済学科・経済情報学科共通） 
 

【2023年度総合型選抜】 
 

講義テーマ：「『誰にだって得意なことはある』は綺麗ごとではない」 
自分と比べて勉強ができてスポーツも万能というクラスメイトを目の当たりにして、自分はなんてダメなやつなん

だと落ち込むことがありませんか？そんなときに「大丈夫、誰にだって得意なことはある。そのうち自分の得意なこ

とが見つかるよ」と励まされても、綺麗ごとを言われたみたいで腹が立つかもしれません。しかし、経済学では本

気で「誰にだって得意なことはある」と考えます。世間から強い者の味方のように思われがちな経済学ですが、実

は他人と比較して落ちこみがちな私たちを励ましてくれる学問なのです。 

 

試験当日は、講義時に配布する資料とメモ用紙を持ち込んで良いこととします。 

 

【2023年度学校推薦型選抜（公募）〈小論文方式〉】 
 

小論文テーマ：A．「カーボンニュートラル」 

小論文テーマ：B．「広島駅」 
 

テーマ A または B のうち、いずれか一つを選択して、（1）そのテーマについて調べてきたことを 600 字以内、

（2）そのテーマと経済との関係について自分で考えたことを 600字以内、以上を合計 1200字以内で論述してく

ださい。試験当日、本学所定の用紙で、400 字以内のメモを持込可とします。 

 
 

 

人間環境学部 
 

【2023年度総合型選抜〈レポート方式〉】 
 

レポートテーマ：「資源とエネルギーに関わる問題を一つ取り上げ、私たちがそれにどのように取 

り組むべきか、あなたの意見をまとめなさい」 
 

 

① あらかじめ提示されたテーマについて、図書、雑誌、新聞等で調べ、3,000 文字以内のレポートを作成して

ください（パソコンの使用を認めます）。なお、図表を使用する場合、この図表は文字数に含めません。試験

当日、このレポートに関し、教員による質疑応答を実施します。 
② レポートは A4 サイズの用紙を使用してください。 
③ レポートの冒頭に論題、氏名を明記してください。また、レポートの末尾に本文の文字数を記入してください。 
④ レポートは、2022 年 10 月 7 日（金）までに（締切日消印有効）、入学センターに郵送してください（提出後の

修正は一切受け付けません。また、提出物の返却はしません）。 
 

【2023年度総合型選抜〈プレゼンテーション方式〉】 
 

プレゼンテーションテーマ：「資源とエネルギーに関わる問題を一つ取り上げ、私たちがそれにど

のように取り組むべきか、あなたの意見をまとめなさい」 
 

① あらかじめ提示されたテーマについて、パソコン（マイクロソフト社パワーポイント）、模造紙、画用紙を使って、

発表を行います。 
② プレゼンテーション方法について、志望理由書の所定の欄（最下段）に、志願者が実施するプレゼンテーショ

ンの方法を具体的に記入してください。 
③ プレゼンテーション資料の 1 枚目に論題、氏名を明記してください。 
④ 発表に使用するパワーポイントのファイルを保存した USB メモリ、模造紙、画用紙等は 2022 年 10 月 7 日

（金）までに（締切日消印有効）、入学センターに郵送してください（提出後の修正は一切受け付けません。ま

た、提出物の返却はしません）。 
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健康科学部 心理学科 
 

【2023年度総合型選抜】 
 

課題図書：「無縁社会のゆくえー人々の絆はなぜなくなるの？」 

（第 3章、第 4章、第 9章の３章分のみ対象課題） 
日本心理学会（監修） 高木修・竹村和久（編） 誠信書房（2015年） 2,200 円（税込、広島修道大学生協価格） 

課題図書の内容をもとに、基礎的な知識の確認（筆記試験）、集団活動試験および集団討論を行います。 

 

健康科学部 健康栄養学科 
 

【2023年度総合型選抜】 
 

課題レポート：「あなたが考える健康寿命」 

広島県では、全国的に低位となっている健康寿命の延伸を目指して、健康増進計画「健康ひろしま 21」を策定し、
県民の健康づくりへの関心を高め、個人の行動変容を促す取組を行っている。 
そこで、健康ひろしま 21（第２次）改定版の「第２章 目標及び取組」の 2 生活習慣及び社会環境の改善（栄養・

食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、たばこ及び歯・口腔の健康）（1）栄養・食生活の改善の P.26 にある図を見
たのち、健康ひろしま 21（第２次）改定版を読み，あなたが考える健康寿命について述べてください。なお、その際
に自分が将来希望する分野で管理栄養士としてどのように関われるのかのアイディアなども述べてください。 

① あらかじめ提示された課題について、図書、雑誌、新聞などで調べ、1,200字程度のレポートを作成してください。 

② 試験当日、このレポートの内容について、パソコン(マイクロソフト社パワーポイント)、模造紙、画用紙を使ってプ

レゼンテーション(5 分程度)を行います。その後、教員による質疑への応答（10 分程度）をもって、審査します。課

題レポートの所定の欄（最下段）に、志願者が実施するプレゼンテーションの方法を具体的に記入してください。 

③ 課題レポート及び、プレゼンテーションに使用するパワーポイントのファイルを保存した USB メモリ、模造紙、画

用紙は 2022 年 10 月 7 日（金）（締切日消印有効）までに、入学センターに郵送してください。（提出後の修正は

一切受け付けません。また、提出物の返却はしません。） 
 

 

国際コミュニティ学部 国際政治学科 
 

【2023年度総合型選抜〈課題図書方式〉】 
 

課題図書：萩一晶 『ホセ・ムヒカ 日本人に伝えたい本当のメッセージ』 朝日新書（2016年） 
858 円（税込、広島修道大学生協価格） 

あらかじめ、上記の課題図書を読んだうえで受験する入試です。 
 

【2023年度学校推薦型選抜（公募）〈課題探求方式〉】 
 

課題：ロシアによるウクライナ侵攻について  

【キーワード】 NATO（北大西洋条約機構）、国際秩序 

提示された課題について、あらかじめ各自で調べたうえで、受験する入試です。 
 

 
国際コミュニティ学部 地域行政学科 
 

【2023年度総合型選抜〈課題図書方式〉】 
 

課題図書：曽我謙悟 『日本の地方政府-1700自治体の実態と課題』 中公新書（2019年） 
946 円（税込、広島修道大学生協価格） 

 

あらかじめ、課題図書を読んだうえで受験する入試です。 

【2023年度学校推薦型選抜（公募）〈課題探求方式〉】 
 

課題：コミュニティビジネスは、地域のどのような問題に対して、力を発揮するか。  

提示された課題について、あらかじめ各自で調べたうえで、受験する入試です。      

  ●課題について考えるヒント 

    ①地域の問題に対して行われる活動には、行政やボランティア活動だけでなく、コミュニティビジネスもあります。  

まずは、コミュニティビジネスが何であるのかを調べて理解してください。 

②コミュニティビジネスの具体例を、いくつか自分で探し、どのような問題に対して、コミュニティビジネスが行わ 

れているのか、確認してください。 

③自分で、コミュニティビジネスの具体例をいくつか探そうとすると、どのような分野の問題に対してコミュニティ 

  ビジネスが行われる傾向があるのか、わかってきます。このような作業が、コミュニティビジネスに関する自分 

なりの考えが生まれるきっかけになります。 


