2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 入試問題集
-編入学者選抜試験（前期・後期）-特別入学者選抜試験（前期・後期）-

前期編入学者選抜試験：p.11 ～p.12
後期編入学者選抜試験：p.13～p.23
特 別 入 学 者 選 抜 試 験：p.24～p.29

2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（前期日程）
法律学部 法律学科
犯罪をした者が 20 歳に達していない場合、少年法で「少年」と扱われ、その少年の氏名、住所などの報道が禁止され
るなど、20 歳に達している者（成人）とは異なる取扱いがされている。近年、この「少年」の年齢を 18 歳に達してい
ない者に引き下げ、18 歳に達している者を成人として扱うべきかどうかについて議論がされているが、この問題につい
てのあなたの考えを、600 字以上 1000 字以内で述べなさい。

1

2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（前期日程）
法学部 地域行政学科
新型コロナウイルス禍のなか、沖縄県の観光は、2020 年 4 月の入域観光客数が前年同月比で約 9 割減（85 万 1400
人→7 万 7300 人）となったように、まれに見る大打撃を受けている。あなたが沖縄県庁の観光担当職員であったら、ど
のような対応策を考えるか、600 字から 1000 字以内で書きなさい。
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（前期日程）
経済学部 経済学科
IMF（国際通貨基金）の経済予測によれば、2019 年〜2024 年の期間、日本や米国等の主要先進国の経済成長率は、
1.5％前後（年率）であるのに対して、中国やベトナム、ミャンマー等のアジア新興国では、6％程度と高い成長率とな
っている。
このように、近年はアジア諸国が目覚ましい発展を遂げているが、こうしたアジア新興国の経済成長は、沖縄県の経
済にどのような影響を与えると考えられるか、あなたの意見を述べなさい。
出所：IMF, World Economic Outlook Database, April 2019
（800 字以上、1000 字以内）
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（前期日程）
経済学部 地域環境政策学科
地球環境問題とは、環境問題の一種である。環境問題による被害や影響が、発生原因国だけでなく、国境を越えて地
球規模にまで広がるものを指し、問題の解決のために国際的な取り組みが必要とされるものである。
地球環境問題には、以下の８つの問題が挙げられている。これらの問題は、それぞれ直接的・間接的に関係している
問題でもある。
１．地球温暖化
２．オゾン層破壊
３．酸性雨
４．砂漠化
５．河川及び海洋の汚染
６．熱帯林の減少
７．野生生物種の減少
８．有害物質の越境移動
上の１から８の地球環境問題のうち、あなたのもっとも興味がある問題、知識を有する問題について、以下の問いに
答えなさい。選ぶ問題は１つでも複数でも構わない（相互に関連している問題もあるため）。
（1）具体的にどのような問題で、その地球環境問題を引き起こしている原因や背景は何か。
（2）その地球環境問題に対処するために、個人レベルではどのような解決策や行動、活動が重要だと考えるか。
(文字数は(1)、(2)合わせて 800 字以上、1000 字以内)
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（前期日程）
産業情報学部 企業システム学科
低賃金と長時間労働で過労死事件などの社会問題を起こしておきながら、発展途上国で学校や病院や図書館など
を建て、積極的に社会貢献活動を行う企業に対して、あなたの意見を述べなさい。また、企業システム学科で何を
学びたいか具体的に述べなさい。

（800 字以上、1000 字以内）
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（前期日程）
産業情報学部 産業情報学科
次に示す表は、沖縄県の公表した 2020 年 4 月と 2019 年 4 月の事業所規模が 5 人以上の毎月勤労統計調査のパートタイム
労働者比率の一部である。表の数値データより、読み取れることを述べなさい。
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沖縄県毎月勤労統計調査：https://www.pref.okinawa.jp/toukeika/mls/mldata.html

（800 字以上、1000 字以内）
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Ⅰ

二〇二一（
令和三）
年度 沖縄国際大学 編入学者選抜試験（
前期日程）

※解答はすべて解答用紙に記入すること

総合文化学部 日本文化学科
次の文章を読んであとの問いに答えなさい。

フランクルの『夜と霧』
（注１）のなかに、ある日、美しい日没を見た囚人が、
「 世界ってどうしてこうきれいなんだ」とつぶやく場面があ
、問
、詞
、に心を打たれたことがある。もちろんこれは問いと
る。この容易ならぬ場面で、一人の囚人の口をついて出たこの「 どうして」という疑
いうよりは、意味のない嘆声といった方が正しい。だがその無意味さの故に、この言葉は重大な問いとなりうる。幼児はその無垢な関心の故
に、しばしばこのような根源的な問いを発する。
私が心を打たれたのは、およそ不条理なものへの、思いもかけぬ糾弾が、この言葉を背後からささえていると感じたからである。
この「 どうして」に答えられるものはいない。というよりは、どのような答えも納得させることのできない問いである。
さ たん

ねない。それは、いってみれば無責任きわまる美しさであって、自然のその無責任にまさに対応するかたちで、人間の側の無感動がある。そ
こでは、感動を欠落したままで美が存在しており、人間が自然と対峙するのは、いわば無感動の現場においてである。
極度に無感動をしいられた環境で、唐突に、そしてひときわ美しく自然がかがやく時がある。その美しさは、その環境にとってはむしろい
、関
、心
、な
、る
、が
、故
、の
、美しさという、ある種
ぶかしい。
「どうして」という問いは、そのいぶかしさへのまっすぐな反応である。たぶんそれは、無
の絶望状態への反証のようなものであろう。およそ人間に対する関心が失われても、なお自己にだけは一切を集中しうるあいだはこのような
問いは起らない。自己への関心がついに欠落する時、そのとき唐突に、自然はその人にかがやく。あたかも、無人の生の残照のように。
感動をともなわぬ美しさとは奇妙なものだ。それは日常しばしば出会う、感動する程ではないという美しさとはあきらかにちがう。感動す
る主体がはっきり欠落したままで、このうえもなくそれは美しい。そしてそのような美しさの特徴は、対象の細部にいたるまではっきりと絶
望的に美しい、ということである。いわばその美しさには、焦点というものがない。
感動とは、情動の最も人間的な昂揚であるから、感動をともなわない美しさとは、いわば非人間的な美しさといわざるをえないが、しかし
この、非人間的であることの最大の理由は、見られるもの、たとえば自然の側にあるのではなく、見る人間の側にある。見るものの主体、感
動の主体が欠落しているのである。
おもて

人は戦場で、しばしばこのような美しさに、 面 をあげた瞬間に向いあう。ミンドロ島の戦野を彷徨した大岡昇平氏（注２）に、いきなり
向きあった緑の美しさはその例であろう。この美しさは、おそらく荒涼と記憶され、荒涼たるままで回想の座へ復帰する。違和そのものとし
ての復帰である。

昂揚をもって戦場の生を終らなかったものが、もしかろうじて殺戮の場をうべなえるとしたら、それはこの、主体が故意にはずされた美し
さによってである。私たちが永遠に参加できないことによって、たしかに美しいという瞬間はあるのだ。いわばそれは、美しいものの側から
見捨てられた、美しい瞬間である。

敗戦後の一時期を私もまた、この無感動の現場ですごした。二十五年囚として私が収容されたのは、東シベリヤの密林地帯、バム（バイカ
ル・アムール）鉄道沿線の強制収容所である。強制収容所という場所は、外側からは一つの定義しかないが、内側からは無数の定義が可能で
あり、おそらく囚人の数だけ定義があるといっていい。私なりに定義づければ、 ②そこは人間が永遠に欠落させられる、というよりは、人間
、在
、を
、強
、制
、さ
、れ
、る
、場所である。しかし、こういう奇妙な存在の仕方があることに思い至ったのは、それから二十年た
が欠落そのものとなって存
ってからである。

、き
、方
、の問題はなかった。生き方に代って、生
、き
、ざ
、ま
、だけが際限もなくあった。私たちの行動を支配してい
この時期の私たちには、すでに生
たのは倫理ではなく、不安であった。倫理というものが仮にもしあったとしても、それはもはや人間のなかにではなく、自然のなかにあった
としかいえないだろう。
自然といっても、そのほとんどは樹木であったが、私たちの目に映った樹木の、その明確な存在の仕方は、まさに倫理そのものといってよ
かった。これほど明確なものを、それまでの人生に、いくつ私は見ただろうか。そして私たちが、仮にもしその時の行動にやましさをおぼえ
たとしても、それは人間に対してではなく、自然のその明確さに対してであったといわなくてはならない。
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私の経験では、このような嗟歎には、多くのばあい人間的な感動がともなわない。実際、 ①強制収容所の囚人にとって、彼らの現実にもか

非公開部分については、沖縄国際大学入試センター窓口にて閲覧ください。

かわらず世界（自然）が美しいということは、それ自体がパラドックスであり、やりきれない現実であって、あと一歩で嗟歎は敵意に変りか

著作権承諾上の理由により、問題文の掲載は控えさせて頂きます。

そしてこの無感動の現場で、幾度となく私が出会ったのは、このような自然の、とりつく島のないような美しさであった。

非公開部分については、

沖縄国際大学入試センター

窓口にて閲覧ください。

だ、感動においては、すでに存在している言葉を状況が一挙に追いぬいてしまい、言葉が容易に追いつけないでいるのに対して、無感動にあ

感動と、極度の無感動との一つの相似点は、そのいずれにも言葉がないことである（もっとも、このいいかたはあまり正確ではない）
。た

問題文の掲載は控えさせて

があることは、強制収容所という人間不信の体系の大きな特色である。

について二〇〇字程度で説明しなさい。

、在
、を
、強
、制
、さ
、れ
、る
、場所である。
問三 本文中の傍線部②「そこは人間が永遠に欠落させられる、というよりは、人間が欠落そのものとなって存
」

クスであり、やりきれない現実であって、あと一歩で嗟歎は敵意に変りかねない。」について二〇〇字程度で説明しなさい。

問二 本文中の傍線部①「 強制収容所の囚人にとって、彼らの現実にもかかわらず世界（自然）が美しいということは、それ自体がパラドッ

問一 全文を四〇〇字程度で要約しなさい。

注２ 小説家。アジア・太平洋戦争中にフィリピンのミンドロ島で捕虜になった体験を元に「俘虜記」や「 野火」などの小説を執筆した。

著作。

注１ オーストリアのユダヤ系精神医学者・フランクルが家族ともにナチスに逮捕され、アウシュビッツ強制収容所へ送られた体験を綴った

（柴崎聰編『石原吉郎セレクション』より一部改変して出題。）

っては、状況をなぞるべき言葉が文字どおりない。いわばそれは、そのままに失語状態である。精神状況の集約的なあらわれとして失語状態

頂きます。

問四 次の（１）〜（４）の語句から一つを選び、その語句について三〇〇字程度で説明しなさい。なお、解答欄の前の選択番号欄に選択し
た語句の番号を明記すること。
（１）更級日記
（２）日本語教育
（３）琉歌
（４）プロレタリア文学
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著作権承諾上の理由により、

2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（前期日程）
総合文化学部 英米言語文化学科
次の英文は世界的な水不足問題について述べたものです。英文を読んで、その要旨を日本語で 400〜

500 字以内で書きなさい。

Water covers 70% of our planet, and it is easy to think that it will always be plentiful(1). However, freshwater—
the stuff we drink, bathe in, irrigate(2) our farm fields with—is incredibly rare. Only 3% of the world’s water is fresh
water, and two-thirds of that is tucked away(3) in frozen glaciers(4) or otherwise unavailable for our use.
As a result, some 1.1 billion people worldwide lack access to water, and a total of 2.7 billion find water
scarce(5) for at least one month of the year. Inadequate sanitation(6) is also a problem for 2.4 billion people—they
are exposed to diseases, such as cholera and typhoid fever(7), and other water-borne illnesses. Two million people,

著作権承諾上の理由により、問題文の掲載は控えさせて頂きます。
非公開部分については、沖縄国際大学入試センター窓口にて閲覧ください。
water
wells, vast irrigation systems and other structures that have allowed civilizations to grow and
thrive. However, many of the water systems are increasingly stressed and some rivers and lakes are drying up or
becoming too polluted to use. More than half the world’s wetlands have disappeared. Agriculture(9) consumes more
water than any other source and wastes much of that through inefficiencies. Climate change is altering patterns of
weather and water around the world, causing shortages and droughts(10) in some areas and floods in others.
At the current consumption(11) rate, this situation will only get worse. By 2025, two-thirds of the world’s
population may face water shortages and ecosystems(12) around the world will suffer even more.

Adapted from World Wildlife Fund (2020). Water scarcity.
https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity

NOTES

(1) plentiful 豊富 (2) irrigate 灌漑（かんがい）する (3) tuck away 閉じ込める
(4) glacier 氷河 (5) scarce 不足している (6) sanitation 衛生状態
(7) cholera and typhoid fever コレラと腸チフス (8) harness 利用する
(9) agriculture 農業 (10) drought 干ばつ (11) consumption 消費 (12) ecosystem 生態
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（前期日程）
総合文化学部 社会文化学科
沖縄の歴史や文化を一つもしくは複数とりあげて、その歴史や文化を具体的に紹介した上で、そこから学ぶべきこと、
または継承する意義についてあなたの考えを述べなさい。
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（前期日程）
総合文化学部 人間福祉学科 社会福祉専攻
先日、指定難病のひとつである筋萎縮性側索硬化症（ALS）の女性患者に対する嘱託殺人容疑で、二人の医師が逮捕さ
れるという事件がありました。この事件については、筋萎縮性側索硬化症（ALS）という辛くそして治ることのない病を
抱えた患者の安楽死というテーマで議論されながらも、容疑者のSNSで示されている人の命に対する考え方や医師として
の倫理観に対する疑問が投げかけられています。
あなたは安楽死（注）に対してどのような意見をお持ちですか？そして医療（具体的には医師や看護師などの医療職）
が、安楽死に関与することについてどのように考えますか？
日本尊厳死協会のWebサイトによると、日本人の７〜８割は安楽死の権利を望んでいると同時に、スイス、オランダ、
米国、カナダ、オーストラリアなどの国ではそれが認められているとされています。その一方で、上に記した嘱託殺人
の容疑者が共著で発行した電子書籍には、「『今すぐ死んでほしい』といわれる老人を、証拠を残さず（中略）消せる
方法がある。病室に普通にあるものを使えば、急変とか病気の自然経過に見せかけて患者を死なせることができてしま
う。違和感のない病死を演出できれば（中略）、臨場した検視官ですら犯罪かどうかを見抜けないこともある。荼毘（だ
び）に付されれば完全犯罪だ」などと述べているとされています。あなたの安楽死に関する考え、そして安楽死に医療
職が関わることに対するあなたの考えを整理して述べてください。
（注）日本尊厳死協会によると、安楽死を「積極的に生を絶つ行為の結果としての死」としています（日本尊厳死協会
Webサイト）。
（800 字以上、1000 字以内）
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（前期日程）
総合文化学部 人間福祉学科 心理カウンセリング専攻
新型コロナウイルスの流行に伴い、学校教育現場において、従来通りの教育を行うことが難しい現状にある。このよ
うな中で、児童・生徒の学習への動機付けを高めるためにはどのような工夫が考えられるか、あなたの考えを述べよ。
（800 字以上、1000 字以内）
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（後期日程）
法学部 法律学科
裁判が私たちの社会において果たす役割について、600 字以上 1000 字以内で述べなさい。
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（後期日程）
法学部 地域行政学科
宜野湾市の面積の約 4 分の 1（約 480ha）を占める米軍普天間基地の全面返還後、その跡地をどのように利用するか、
あなたの考えを 600 字から 1000 字以内で書きなさい。
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（後期日程）
経済学部 地域環境政策学科
全国に比べ降雨量の多い沖縄では、豊かな水資源によって貴重な動植物が生息し、私達もその恩恵を受けて生活して
います。
あなたと水についての関連を述べて、それが将来世代まで持続的に使用できる方法を記述してください。
（800 字以上、1000 字以内）
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（後期日程）
産業情報学部 企業システム学科
人材を評価する際によく知られている考え方として、年功序列と能力主義がある。年功序列とは入社してからの年数
が長い人や年齢が高い人を評価するもので、能力主義とは能力が高い人を評価するものであるとする。年功序列と能力
主義の双方について、あなたが思う利点と欠点をそれぞれ述べた後、どちらの考え方が望ましいのかについて、あなた
の意見を述べなさい。
（800 字以上、1000 字以内）
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（後期日程）
産業情報学部 産業情報学科
情報通信技術（ICT：Information Communication Technology）は私たちの社会や生活になくてはならないものとな
っている。この情報通信技術（ICT）のもたらすメリットとデメリットについて論述しなさい。
（800 字以上、1000 字以内）
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Ⅰ
こも

総合文化学部 日本文化学科
※解答はすべて解答用紙に記入すること。

二〇二一（
令和三）
年度 沖縄国際大学 編入学者選抜試験（
後期日程）

みそ

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。
①
日本人の再生意識は、
「 禊ぎ」
「 籠り」と深くかかわっている。
「 禊ぎ」と「 籠り」がセットになることによって再生はより強力なものに

なるのであるが、両者が別々に行われる場合もある。ここでは、主として、
「 籠りと再生」の関係を考えてみたい。
「 擬死再生」をテーマとす
る修験道では、例えば羽黒修験の場合、秋の峰で、峰中堂を胎内と見たててそこに籠ることによって再生を得る。諸寺・諸地の胎内くぐり（注
１）も、当然胎内籠りの省略形ということになってくる。してみると、月の世界で罪をおかし、人間界に追放されたかぐや姫も一定期間竹の
節に籠っていたことによって再生復活の力を得たことになり、
『宇津保物語』の主人公も一定期間杉の木のウツボに籠ったことにより再生活

たねもみ

力が作用していたことになり、タニシにこめられていたタニシ長者も、籠りゆえに「 タヌシ」の力を得て再生復活したということになってく
る。

さい

さかき

ていることに気づいた。また、島根県江津市桜江町山中の八幡神社には、神体の米を籠らせ、一年に一度御神体を拝する「お改め神事」があ
り、静岡県牧之原市菅ヶ谷の一幡神社には賽の目に刻んだ餅片を 榊 の葉に盛り、簀に巻きこんで一年間お仮屋に祭りこんで籠らせる「 お榊
様神事」がある。ともに、稲霊を籠らせ、再生増殖を祈る神事である。
五来重氏は、
「 海の修験道」を明らかにし、その際、海辺の洞窟の存在に注目した。洞窟は、再生のための籠り場だったのである。
再生のための籠りの着想が「 母胎からの誕生」によって得られたことは否定できないのであるが、 ②日本人が「籠りと再生の論理」を学ん
だのは「 母胎からの誕生」のみではなかった。

熱帯アジア原産の里芋が温帯であるわが国に入ったのは古い。古層農業である焼畑輪作で、中部以西においては、ほとんどその最終年であ
る四年目に里芋を栽培した。また、水田稲作地帯でも里芋を好んで栽培される。温帯では、翌年のために「 種芋」を保存管理しなければなら
ないのであるが、その保存を日当りのよい、斜面に横穴で行う地が多い。その穴を、
「モロ」
「 ムロ」
「 イモガマ」などというが、
「ムロ」
「モ
ロ」は、
「 室」の字を当てて一般化され、密閉性の強い部屋、塗りごめ、物を温める部屋などを意味している。その語源は、
「イモウロ」⇆「モ
ロウ」⇄「モロ」という形で遡源できそうであり、里芋の「種芋」または食用芋を貯蔵する穴から発生していると考えられる。ネズミサシの
ことををムロノキと称するのは、ネズミサシの枝の突刺性を利用し、それをムロに入れ、里芋の鼠除けに使っていたからである。秋、種芋を
ムロ（モロ）に籠らせ、春それを畑に植えると秋には多くの子芋をつける。増殖再生が見られるのである。里芋の籠りと再生増殖が、日本人
の再生観に影響を与えたことは否定できまい。

また、北の人びとは、熊の穴ごもりについて見聞した。ニホンツキノワグマは、冬至に穴に入って春の土用に穴から出ると言われている。
ふ

か

まゆ

そして、母熊の出産は寒中に穴のなかで行われる。冬至に一頭で穴に入った母熊が、春には三つ熊となって穴から出てくるのである。この、
熊の生態も、籠りと再生増殖にかかわるものであった。蛇の穴ごもりと脱皮、卵から孵化し、四回の眠りと脱皮をくり返し、繭に籠ってさら
に蛾として再生復活する蚕などからも当然籠りの力を学んだにちがいない。
③
われわれに先人達は、右のように、身のまわりの動植物から「籠りと再生の論理」を学びそれをさまざまな形で応用してきたのであった。

苦節のときを忘れ、電灯電飾によって夜を昼となし、消費を美徳として毎日を祭りと正月と為した現代人、深々とした森を伐ることによって、
森に潜り、山に籠る機会をなくした現代人は、人為的にでも、己れに対して「 籠り」のときを課さなければ再生は不可能であり、己れの消耗
に終始するのみである。
「籠り」を再発見し、実践するには「籠りの場」が必要である。胎内籠りが簡略化され胎内くぐりになり、さらに茅
の輪くぐり（注２）に至るのである。長期の籠りの場はさまざまであろうが、鎮守の森に参入することなど、籠りの簡略化と見なすことがで

胎内くぐり……仏像の胎内や洞穴などをくぐり抜けること。生まれ替わりの信仰による民間習俗。

きる。それは、心を浄化し、再生する機となるかもしれない。
（注）
１

２ 茅の輪くぐり……茅の輪くぐりとは六月と十二月の末に日本の多くの神社で行われる、厄払いの神事。

【野本寛一『生態と民俗 人と動植物の相渉譜』
（講談社学術文庫）より、一部改変して出題】
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躍の力を得るといった理解も実感的になり、籠りと再生の論理の浸透展開の深さ広さが知れる。こうしてみると、桃に籠った桃太郎も籠りの

非公開部分については、沖縄国際大学入試センター窓口にて閲覧ください。

稲作の民俗を学んでいるうちに、種籾を水につけて籠らせるという扱いが種籾の禊ぎ籠りによって稲の生命を再生させるという構造になっ

著作権承諾上の理由により、問題文の掲載は控えさせて頂きます。

問一 傍線部①「 日本人の再生意識」のうち「 籠りと再生」の関係について、三〇〇字以内で説明しなさい。

問二 傍線部②「 日本人が『籠りと再生の論理』を学んだのは『母胎からの誕生』のみではなかった」とあるが、六〇〇字以上一〇〇〇字以
内で詳しく説明しなさい。

問三 傍線部③「われわれに先人達は、右のように、身のまわりの動植物から『籠りと再生の論理』を学びそれをさまざまな形で応用してき
た」とあるが、
「『籠りと再生の論理』を学」ぶことについて、あなたの考えを述べなさい。
（六〇〇字以上一〇〇〇字以内）
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（後期日程）
総合文化学部 英米言語文化学科
次の英文は人工知能について述べたものです。英文を読んで、その要旨を日本語で 400〜500 字以内
で書きなさい。
Artificial intelligence is going to change every industry, but we have to understand its limits. The principle
limitation of AI is that it learns from the data. There is no other way in which knowledge can be incorporated(1).
That means any inaccuracies(2) in the data will be reflected in the results and any additional layers of prediction(3) or
analysis have to be added separately.
Today’s AI systems are trained to do a clearly defined(4) task. The system that plays poker cannot play chess.
The system that detects fraud(5) cannot drive a car. In fact, an AI system that detects health care fraud cannot
accurately
detect tax fraud. In other words, these systems are very, very specialized. They are focused on a single
著作権承諾上の理由により、問題文の掲載は控えさせて頂きます。
task and are far from behavin like humans. Likewise, sこの部分については著作権の都合上、公

非公開部分については、沖縄国際大学入試センター窓口にて閲覧ください。
開できません。elf-learning systems are not autonomous(6) systems. The imagined AI technologies that you
see in movies and TV非公開部分については、入試センター窓口で閲覧することが可
AI is not here to replace us. It augments our abilities and makes us better at what we
do. Since AI algorithms(8)
(7)
能です。 are still science fiction. However, computers that can probe complex data to learn and perfect

learn differently than humans, they look at things differently. They can see relationships and patterns that escape us.
specific tasks are becoming quite common.
This human, AI partnership offers many opportunities. For example, it can bring analytics(9) to industries and
domains where it is currently under-utilized and improve the performance of existing analytic technologies, like
computer vision and time series analysis. It can also break down economic barriers, including language and
translation barriers, and augment(10) existing abilities and make us better at what we do. Even more importantly, it
can give us better vision, better understanding, better memory and much more.
Adapted from SAS Insights (2020). Artificial intelligence: What it is and why it matters.
https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html

NOTES

(1) incorporate 組み込む (2) inaccuracy 不正確さ (3) prediction 予測 (4) defined 明確な
(5) fraud 詐欺 (6) autonomous 独立の (7) complex 複雑な (8) algorithm アルゴリズム
(9) analytics アナリティクス (10) augment 増強する
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（後期日程）
総合文化学部 社会文化学科
沖縄県内には太平洋戦争の終結から今日に至るまで、複数のアメリカ軍の基地が置かれている。このことは沖縄社会、
もしくは沖縄県民にとっていかなる点で問題であるのか、客観的に見て、特に深刻と言える問題点を 3 つ挙げなさい。
次にあなたがそこに挙げた 3 つの問題点につき、それが特に深刻だと言える理由についてそれぞれ論じなさい。
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（後期日程）
総合文化学部 人間福祉学科 社会福祉専攻
わが国の総人口に占める高齢者の割合（高齢化率）は、1950 年（4.9％）以降一貫して上昇が続いており、1985 年に
10％、2005 年に 20％を超え、2019 年には過去最高の 28.4％となりました（総務省統計局 2019）
。この上昇傾向は今
後も続き、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口推計」によると 2065 年には 38.4％になると見込ま
れています（国立社会保障・人口問題研究所

2017 年推計）
。

このような高齢社会を背景として生じた諸問題のうち、以下の 3 つの中から一つを選び、我が国における現状を述べ
なさい。また、それについてどのような対策が必要と思うか、あなたの考えを含めて述べなさい。
・介護人材
・認知症高齢者
・多死社会

（800字以上、1000字以内）
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 編入学者選抜試験（後期日程）
総合文化学部 人間福祉学科 心理カウンセリング専攻
近年では、対面でのコミュニケーションだけではなく、コンピュータやスマートフォン等を利用した、オンラインで
のコミュニケーションが活発に行われている。オンライン上でのコミュニケーションにおいて、人間関係を円滑に保つ
ために気を付けるべきことは何か、あなたの考えを述べよ。
（800 字以上、1000 字以内）
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 社会人特別入学者選抜試験（前期日程）
経済学部 地域環境政策学科
地球環境問題とは、環境問題の一種である。環境問題による被害や影響が、発生原因国だけでなく、国境を越えて地
球規模にまで広がるものを指し、問題の解決のために国際的な取り組みが必要とされるものである。
地球環境問題には、以下の８つの問題が挙げられている。これらの問題は、それぞれ直接的・間接的に関係している
問題でもある。
１．地球温暖化
２．オゾン層破壊
３．酸性雨
４．砂漠化
５．河川及び海洋の汚染
６．熱帯林の減少
７．野生生物種の減少
８．有害物質の越境移動
上の１から８の地球環境問題のうち、あなたのもっとも興味がある問題、知識を有する問題について、以下の問いに
答えなさい。選ぶ問題は１つでも複数でも構わない（相互に関連している問題もあるため）。
（1）具体的にどのような問題で、その地球環境問題を引き起こしている原因や背景は何か。
（2）その地球環境問題に対処するために、個人レベルではどのような解決策や行動、活動が重要だと考えるか。
(文字数は(1)、(2)合わせて 800 字以上、1000 字以内)
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 社会人特別入学者選抜試験（前期日程）
産業情報学部 企業システム学科
下記の２つの問題から１つを選択し、解答しなさい。
１．コロナ禍の中、沖縄県の観光業界は未曾有の危機に面している。そこで沖縄観光の再生を目指し、あなたなりの新
たな観光政策、戦略、振興案等を述べてください。
２．沖縄県には泡盛酒造所が 47 ある。しかし、年々泡盛の出荷数量は減少している。沖縄の特産品である泡盛の認知
を世界市場で高めていくうえで、あなたならどのような策を講じますか。泡盛のグローバル化と AWAMORI というブラ
ンド認知を高める方法を書きなさい。
（800 字以上、1000 字以内）
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 外国人留学生特別入学者選抜試験（前期）

日本語
以下の二つのテーマのうち、どちらか一つを選んで、400 字程度で書きなさい。
１）
日本では 2020 年 7 月になって、スーパーやコンビニエンスストアで買い物をしたものを入れるレジ袋が有料化され
ました。レジ袋の有料化のメリットとデメリットを考え、その上でどうするのがいいか、あなたの意見を書きなさい。

２）
大学の入学試験について、「筆記試験だけでよい」という意見と、
「書類審査と面接試験をしたほうがよい」という意
見があります。あなたは、大学の入学試験についてどちらの考え方に賛成ですか。その理由とともに自分の考えを書き
なさい。
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 外国人留学生特別入学者選抜試験（前期）

英語
Write a 200-word essay on one of the following two topics:
(1）
Starting July 1, 2020, Japanese supermarkets, convenience stores, and retailers throughout the country will be
required to charge a fee for their plastic shopping bags. After weighing the merits and demerits of requiring such a
charge, write an essay expressing your opinion about what you think should be done.

(2)
Some people think university entrance exams should only have a written component, while others think it would be
better to have a screening of documents and an interview. With which of these ideas about university entrance exams
do you agree? Write an essay expressing your reasons and ideas about this.
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 外国人留学生特別入学者選抜試験（後期）

日本語
以下の二つのテーマのうち、どちらか一つを選んで、400 字程度で書きなさい。
１）
現在、ICT の発展によってインターネットを利用したオンライン授業が行われるようになっています。今後は、
もっとオンライン授業を充実させ、対面の講義を減らしていくべきだという意見があります。
あなたは、そのことについてどう考えますか。あなたの意見を書きなさい。
２）
日本人の英語の会話能力は低いと言われることが多いです。そこで、小学校から他の授業を減らして、もっと
英語の授業を増やすべきだという人もいます。
あなたはそのことについてどう考えますか。あなたの意見を書きなさい。
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2021（令和 3）年度
沖縄国際大学 外国人留学生特別入学者選抜試験（後期）

英語
Write a 200-word essay on one of the following two topics:

(1)
Advances in information and communication technology have made it possible for classes to be held online, using the Internet.
Some people have argued that such online classes should be promoted and that face-to-face classes should be decreased.
What do you think? Write an essay expressing your opinion.

(2)
Many people say that the English conversation ability of Japanese people is rather low. Some argue that elementary school classes in
some subjects should be decreased so that the number of English classes can be increased.
What do you think? Write an essay expressing your opinion.
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