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人間社会学部　心理学科　小論文（800字）60分

　以下の図は、2017 年に高校生を対象に実施された心と体の健康に関する意識調査の結果の一部である。

　図 1は「最近一年間、ストレスを感じたことがあるか」という質問に対する回答結果を示したグラフである。

図 2は、図 1で「よくある」、「ときどきある」と回答した人たちのストレスを感じる要因に対する回答結果であ

る。この 2つの図から読み取れることを述べなさい。さらにそれを踏まえたうえで、あなたの考えを述べなさい。

（800 字以内）

注）図のｎは、回答者人数をあらわす。
� 出典：国立青少年教育振興機構（2018）．「高校生の心と体の健康に関する意識調査報告書」p.114�の表から作成

図１　「最近一年間、ストレスを感じたことがあるか」への回答

図2　「どのようなことでストレスを持っているか」への回答（複数回答）
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図 1 「最近一年間、ストレスを感じたことがあるか」への回答 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 「どのようなことでストレスを持っているか」への回答（複数回答） 
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生活科学部　健康デザイン学科　適性テスト　60分

第 1問　以下の問いに答えなさい。計算式も書きなさい。答えは有効数字 2桁で示すこと。

　問 1　塩化ナトリウム 20g を 100g の水に溶かした。この水溶液の質量パーセント濃度を求めなさい。

　問 2　��水酸化ナトリウム 2.0g を水に溶かして 200mL とした。この水溶液のモル濃度を求めなさい。

　　　　（式量：NaOH=40）

　問 3　0.10mol/L の酢酸水溶液の pHを求めなさい。酢酸の電離度は 0.010 とし、水溶液の温度は 25℃とする。

　問 4　��0.10mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 10mL を完全に中和するのに、0.10mol/L の硫酸は何mL必要か

求めなさい。

第 2問　以下に示す実験器具の絵を簡単に描きなさい。

　　　　（1）ホールピペット　　　　　　　　　　　　（2）ビュレット

第 3問　血糖値の調節に関する次の文章を読み、以下の問いに答えなさい。

　私たちが食事をすると血糖値が上昇する。血糖値が上昇すると、（　1　）臓のランゲルハンス島のβ細胞から

（　2　）というホルモンが分泌される。このホルモンの作用により、筋肉などの細胞への血糖の取り込みが促進

され、血糖値は低下する。また、このホルモンは、肝臓や筋肉においてグリコーゲンの合成も促進する。

　一方、血糖値が低下すると、（　1　）臓のランゲルハンス島のα細胞から（　3　）、副腎髄質から（　4　）と

いうホルモンが分泌されることで、肝臓のグリコーゲンが分解され血糖値が上昇する。さらに、（　5　）から分

泌される糖質コルチコイドの働きにより、タンパク質を血糖に変える反応が促進され、血糖値が上昇する。

　問 1　括弧（　1　）〜（　5　）に最も適切な語句を入れ、文章を完成させなさい。

　　　　（1）　　　　　　　　　　　　　（2）　　　　　　　　　　　　　（3）

　　　　（4）　　　　　　　　　　　　　（5）

　問 2　血糖値とは血液中の何の濃度を示すか。最も適切なものを選択肢から 1つ選び○で囲みなさい。

　　　　【選択肢】

　　　　（a）でんぷん　　　（b）砂糖　　　（c）ブドウ糖　　　（d）炭水化物　　　（e）アミノ酸

　問 3　グリコーゲンは、何がたくさん結合したものか。最も適切なものを選択肢から 1つ選び○で囲みなさい。

　　　　【選択肢】

　　　　（a）でんぷん　　　（b）砂糖　　　（c）ブドウ糖　　　（d）炭水化物　　　（e）アミノ酸
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第 4問　以下の臓器は生体内でどのような働きをするか、説明しなさい。

　　　　（1）肝臓

　　　　（2）腎臓

第 5問　以下の（1）（2）について知っていることを述べなさい。

　　　　（1）サルコペニア

　　　　（2）ビタミンD

第 6問　��2018 年および 2016 年に日本人が受賞したノーベル医学生理学賞の受賞者と受賞理由となった研究内容

を説明しなさい。必要であれば、括弧内のキーワードを使用してもよい。

　　　　2018 年（キーワード：免疫）

　　　　2016 年（キーワード：細胞内のタンパク質）
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国際学部　英語コミュニケーション学科　適性テスト（英語）　60分

I.  次の各文の 1 〜 15 に入る最も適切なものをそれぞれ a, b, c の中から一つ選びなさい。

1.  Yoko has a slight headache this morning because she did not sleep 1 last night.

a) good b) sound c) well

2.  I couldn’t play computer games last night because I 2 finish my homework.

a) have to b) had to c) have not

3.  My grandma showed a lot of old pictures 3  .

a) me b) to me c) in me

4.  Look at the babies 4 on the bench. They are twins.

a) sit b) sat c) sitting

5.  My father came home 5 than we had expected.

a) early b) earlier c) more early

6.  Environmental problems in the world 6 worse for the last several years.

a) gets b) was getting c) have been getting

7.  Could you open 7  , please?

a) the door b) some door c) door

8.  My parents always give me 8  .

a) many advices b) much advices c) a lot of advice

9.  Your opinion about globalization is quite different 9 mine.

a) from b) with c) of

10.  When you 10 at the station, will you email me?

a) arrive b) arrived c) will arrive

11.  The news flash made us very 11 .

a) excite b) excited c) exciting

12.  I like playing tennis. I 12 how to play it when I was in junior high school.

a) learn b) learned c) have learned

13.  We are responsible for 13 we did.

a) that b) whom c) what
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14.  The earthquake hit 14 we were riding in the elevator.

a) where b) since c) while

15.  The professor 15 a 30-minute walk every morning because walking improves physical and mental health.

a) takes b) used to taking c) had taken

II.    次の各文の a 〜 e の語・句を並べ替えて空所を補い、最も適切な文章を完成させなさい。ただし、解答は
1 〜 10 に入るものの記号を答えなさい。

1.  Oh, No! I left my passport on the plane. Do  1   2   do?
a) you b) should c) know d) I e) what

2.  I am sorry for  3    4  to solve this problem.
a) not b) time c) you d) giving e) enough

3.  The causes  5    6  to debate.
a) open b) are c) environmental changes d) still e) of

4.  These days, we must  7   8  to use computers effectively.
a) that b) our skills and knowledge c) develop d) allow e) us

5.  The  9   10  efficiently are enormous.
a) being able to use b) of c) digital d) advantages e) devices
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III.    次の対話が完成するように、 1 〜 5 に入る最も適切なものを a〜 gの中から選び、その記号を答え

なさい。（ひとつの文の使用回数は 1回のみ。また、不要なものが 2つあります。）

- Good morning.

Mr. Milne: Good morning.

- How about in Australia now – it’s summer? Is this the hottest season?

Mr. Milne: Well, particularly my home town, it’s very, very hot. But yes, summer in Australia is very hot.

- How about Christmas in midsummer?

Mr. Milne:  Well, you know, for people in Japan and Europe, they 1 . But for us, it’s quite natural. It’s great, actually, 

because you 2 , go swimming, and things like that.

- How about Santa Claus’s costume? He wears a very thick red costume.

Mr. Milne:  Yeah. I think that Santa Claus usually only wears that when he’s in air conditioning in Australia. But sometimes in 

Australia, you 3 wearing shorts and a T-shirt.

- You are from Brisbane. What part of Australia Brisbane is?

Mr. Milne:  If you 4 , which is on the east coast, it’s about a thousand kilometers north, and it’s very close to the Gold 

Coast, which a lot of Japanese honeymooners know.

- It’s a kind of hiking course.

Mr. Milne: Not quite, but you can drive there easily.

- So, it’s very hot?

Mr. Milne: Yes. Summer is extremely hot. Actually, it has a lot of benefits, but we 5 about skin cancer, unfortunately.

a) have to be a bit careful b) go north from Sydney c) are in people’s back gardens

d) can have lots of barbecues e) think it’s a little strange f ) think it’s too big g) will see Santa Claus

 （Adapted from THAT COUNTRY・THIS TOWN, 鷹書房弓プレス.）
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IV.  次の英文を読み、下の問いに答えなさい。

 Technology is the application of scientific method and knowledge to industry to satisfy our material needs and wants. 

This 1 in new processes and in new products, such as washing machines, record players, motor-cars, anti-biotics, electronic 

computers, supermarkets, gramophone records, nuclear weapons, space rockets, and processed food. A technologist has the 

scientific (2) know-how for making and doing things. The know-how may be original, in that it is devised for a specific 

purpose, or it may be inherited as the accumulated skill and knowledge of generations of specialists.

 It is from this latter tradition that the word technology is derived. It comes 3 the Greek techne, 4 art and skill. 

In this sense technology has always been with us.

 （Adapted from ELEMENTARY TECHNICAL ENGLISH, 南雲堂.）

1.  1 に入る最も適切な語を選び、記号で答えなさい。

a) leads b) results c) causes

2.  下線部 (2) know-how とほぼ同じ意味の語を選び、記号で答えなさい。

a) fields b) products c) techniques

3.  3 に入る最も適切な語を選び、記号で答えなさい。

a) from b) with c) in

4.  4 に入る最も適切なものを選び、記号で答えなさい。

a) meaning b) meant c) means

5.  次の a, b, c について、本文の内容と一致するものには〇を、一致しないものには×を記入しなさい。

a) Technology uses scientific method and knowledge in industry.

b) The term technology means “original.”

c) Specialists have passed down their skill and knowledge from one generation to the next.
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V.  次の英文を読み、下の問いに答えなさい。

 Barbie, the world’s most famous doll, debuted at a Las Vegas toy fair in 1959. She was dressed in a black-and-white, zebra-

striped swimsuit. Unlike most little girls’ dolls, Barbie had an adult woman’s (1)figure. Once she debuted, it didn’t take her 

long to (2) catch on. In her first year, over 350,000 Barbies 3 in the United States alone! So far, more than 800 million 

Barbies have been bought around the globe.

 What is the secret to Barbie’s continued popularity? Simply put, it’s her ability to change with the times. As women gained 

new freedoms, 4 . As more opportunities became available to women, Barbie had more choices, too. Though she started 

out as a teenage fashion model, Barbie soon evolved into a successful working woman. She has “dressed for success” in dozens 

of different careers. She has been a nurse, a doctor, an astronaut―even President of the United States!

 （Adapted from SIMPLY ENGLISH, 南雲堂.）

1.  下線部 (1) figureとほぼ同じ意味の語を選び、記号で答えなさい。

a) shape b) number c) vision

2.  下線部 (2) catch onとほぼ同じ意味のものを選び、記号で答えなさい。

a) grow up b) continue c) become popular

3.  3 に入る最も適切なものを選び、記号で答えなさい。

a) has sold b) were sold c) were selling

4.  4 に入る最も適切なものを選び、記号で答えなさい。

a) Barbie did so b) so did Barbie c) so Barbie did

5.  本文の内容に一致するものを a, b, c の中から一つ選び、記号で答えなさい。

a) Barbie’s historical success is mainly because of her clothes.

b) Barbie changed as real women did.

c) Barbie offers more opportunities for women than before.
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