
環境・エネルギー工学専攻 
第１志望 
コース 

 
受験 
番号 

 

 

平成 28 年度入学大学院前期課程 

環境・エネルギー工学専攻 

（環境工学コース） 

 

 
 

科目名 出題番号 

小論文 問 1 (1) (2) （必修） 
 

【注意】 
・ 本紙および全ての問題解答用紙に第１志望コースと受験番号を必ず記入すること。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成 27 年 8 月 24 日（月） 

10:00～11:30 実施 

 

 

小論文 
入試問題 



環境・エネルギー工学専攻 

小論文【問 １】 
（環境工学コース） 

第１志望 
コース  受験 

番号  

 

以下の（１）、（２）に答えなさい。なお、目盛りは目安として使用すること。 

 

（１） 以下の文章を読み、今後の地球や地域社会の持続可能性にむけ、環境工学が担うべ

き役割について、人材育成という観点で自分の考えを 500 字程度で述べなさい。 

 

我が国では、戦後の高度経済成長期に公害問題が顕著化し、住民に大きな被害が発生しました。

特に、水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病及び四日市ぜんそくの「四大公害病」は、社会問題

として大きく取り上げられました。一方で、欧米等の国々も酸性雨や農薬等の化学物質を始めと

する環境問題に悩まされていました。米国の生物学者であるレイチェル・カーソンが 1962 年

（昭和 37 年）に出版した「沈黙の春」は、殺虫剤等に含まれていた DDT 等の化学物質の危険性

を訴え、世界の環境保護活動の端緒となりました。このように、公害のような環境問題は、人類

の永続的な繁栄を脅かすものとして考えられるようになりました。そのような背景を踏まえ、

「持続可能性」という考え方が醸成されていきました。1984 年（昭和 59 年）には、我が国の提

案により「環境と開発に関する世界委員会」（以下「ブルントラント委員会」という。）が国連

に設置されました。ブルントラント委員会が 1987 年（昭和 62 年）に公表した報告書「我ら共有

の未来（Our Common Future）」では、「持続可能な開発（Sustainable Development）」について、

「将来の世代のニーズを満たしつつ、現在の世代のニーズも満足させるような開発」と定義され

ました。1992 年（平成 4 年）には、ブラジルのリオデジャネイロで「国連環境開発会議

（UNCED、地球サミット）」が開催され、「持続可能な開発」の指針である国際的な行動計画

「アジェンダ 21」が採択されました。アジェンダ 21 の第 36 章「教育、意識啓発及び訓練の推進」

では、「持続可能な開発」のために意識啓発を推進することが重要である旨が明記されました。

我が国は、「持続可能な開発」の達成のためには人材育成が重要であることを鑑み、2002 年（平

成 14 年）に開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミット）」

で、2005 年（平成 17 年）～2014 年（平成 26 年）を「国連持続可能な開発のための教育の 10 年

（UN Decade of Education for Sustainable Development、以下「国連 ESD の 10 年」という。）」と

することを提唱しました。この提案に基づき、第 57 回国連総会において、「国連 ESD の 10 年」

が採択され、国連教育科学文化機関（UNESCO、以下「ユネスコ」という。）がその主導機関と

なりました。これ以後、「持続可能な開発のための教育（ESD）」の取組が、我が国を含む各

国・各地域の様々な主体により取り組まれることとなりました。（平成 27 年度環境・循環型社

会・生物多様性白書第一部より引用） 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

以下に記入すること 
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【裏面につづく】 
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（２） 環境は、大づかみにいうと、資源採掘、生産、消費、廃棄といった各分野を包括する

巨大なシステムであり、各分野は相互につながっているという理解が重要である。そ

こで、a)自身が、もっとも重要と考える環境問題を取り上げ、それを構成する事象間

の相互関連が生み出す問題の中から研究課題を絞り込み、b)解決策を導きだすまでの

手順、期待される結果と考察についてあらかじめ見通しを持って取り組むことについ

て以下の問いに答えなさい。 

 

(a) 下線部分 a)で取上げた研究対象と研究課題を構成する事象間の相互関連の内容を簡潔に述

べなさい。 
 

(b) 下線部分 b)について、論理性に留意してそのために必要となる研究計画の内容を簡潔に説

明しなさい。（500 字程度） 

 

以下に記入すること 

（２）(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

以下に記入すること 
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環境・エネルギー工学専攻 
第１志望 
コース 

環境工学 
コース 

受験 
番号 

 

 

平成 29 年度入学大学院前期課程 

環境・エネルギー工学専攻 

（環境工学コース） 

 

 
 

科目名 出題番号 
小論文 問 1 （必修） 

 
【注意】 
・ 指示があるまで問題解答用紙に触れないでください。 
・ 解答開始後、本紙および問題解答用紙に第１志望コースと受験番号を必ず記入してください。

また、問題解答用紙に汚損や破損がないか確認してください。 
・ 試験終了後、本紙、問題解答用紙を回収します。 
・ 体調不良で退室が必要な場合、トイレに行く必要がある場合、用紙の汚損、破損等があった場

合、そのほか質問等がある場合は、挙手をして試験監督に知らせてください。 
 
 
 
 
 
 

 
平成 28 年 8 月 23 日（火） 

10:00～11:30 実施 

小論文 
入試問題 



環境・エネルギー工学専攻 

小論文【問 １】 第１志望 
コース 

 受験 
番号 

 

 

 

（１） 以下の文章を読み、今後の資源・エネルギー、環境問題について、環境工学が学として、

実行していくべき研究課題について、自分の考えを 600 字程度で記述しなさい。 

 

目下のところ、先進国の都市部の人々のような豊かで快適な生活を営むためには、大量

の資源・エネルギーを消費し、大量の廃棄物を排出することは避けられない。また、どの

先進国も経済発展の途上においては、過去に深刻な環境問題に悩まされた。今後、世界中

の発展途上国が経済発展を遂げ、先進国の都市部と同じような生活を指向するようになれ

ば、資源・エネルギーの消費量と廃棄物の排出量は今より桁違いに大きくなり、地球全体

の環境問題がより深刻になる可能性が高いと考えられる。一方、だからといって、発展途

上国の経済発展を遅らせようとするのは、先進国のエゴイズムだと誹られよう。また、逆

に先進国の人々が発展途上国の人々のような生活に戻るということも現実的とは言い難い。

一体どうしたら良いのだろうか。 

 

（２） 前問（１）で記した研究課題について、その研究目的、研究手法（または手順）、期待

される研究成果、研究成果の活用方法などを含めた研究計画を 600字程度で簡潔に記述し

なさい。 

 

以下に記入すること 

（１） 
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以下に記入すること 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

【裏面につづく】 
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以下に記入すること 

（２） 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 

 

  

100 

200 

300 

400 

500 



 
 
 

以下に記入すること 
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環境・エネルギー工学専攻 
第１志望 

コース 

環境工学 

コース 

受験 

番号 
 

 

平成 30年度入学大学院前期課程 

環境・エネルギー工学専攻 

（環境工学コース） 

 

 

 

科目名 出題番号 

小論文 問 1 （必修） 

 

【注意】 

・ 指示があるまで問題解答用紙に触れないでください。 

・ 解答開始後、本紙および問題解答用紙に第１志望コースと受験番号を必ず記入してください。

また、問題解答用紙に汚損や破損がないか確認してください。 

・ 試験終了後、本紙、問題解答用紙を回収します。 

・ 体調不良で退室が必要な場合、トイレに行く必要がある場合、用紙の汚損、破損等があった場

合、そのほか質問等がある場合は、挙手をして試験監督に知らせてください。 

 

 

 

 

 

 

 
平成 29年 8月 22日（火） 

10:00～11:30実施 

小論文 

入試問題 



環境・エネルギー工学専攻 

小論文【問 １】 
第１志望 

コース 
 

受験 

番号 
 

 

 

（１）2017年 6月 1日、アメリカ合衆国はパリ協定から離脱するとトランプ大統領が表明して世

界を驚かせた。パリ協定の内容を踏まえつつ、今後の資源・エネルギー、環境問題につい

て、あなたが自分自身で実行していきたいと考える研究課題について、研究目的を含めて、

600字程度で記述しなさい。 

 

 

 

 

（２）前問（１）で記した研究課題について、その研究を実際に実行することを想定して、研究

手法（または手順）、期待される研究成果、研究成果の活用方法などを含めた研究計画を

600字程度で説明しなさい。 

 

 

 

 

 

以下に記入すること 

（１） 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

100 

200 



 
 
 

以下に記入すること 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

【裏面につづく】 
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以下に記入すること 
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以下に記入すること 
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環境・エネルギー工学専攻 
第１志望 

コース 

環境工学 

コース 

受験 

番号 
 

 

平成 31 年度入学大学院前期課程 

環境・エネルギー工学専攻 

（環境工学コース） 

 

 
 

科目名 出題番号 

小論文 問 1 （必修） 

 

【注意】 

・ 指示があるまで問題解答用紙に触れないでください。 

・ 解答開始後、本紙、問題用紙、解答用紙に第１志望コースと受験番号を必ず記入してください。

また、問題解答用紙に汚損や破損がないか確認してください。 

・ 試験終了後、本紙、問題解答用紙を回収します。 

・ 体調不良で退室が必要な場合、トイレに行く必要がある場合、用紙の汚損、破損等があった場

合、そのほか質問等がある場合は、挙手をして試験監督に知らせてください。 

 

 

 

 

 

 

 
平成 30 年 8 月 21 日（火） 

10:00～11:30 実施 

小論文 

入試問題 



環境・エネルギー工学専攻 

小論文【問 １】 
第１志望 
コース 

 
受験 
番号 

 

 

 

（１）２０１５年国連持続可能な開発サミットで以下の 17 の「持続可能な開発目標」

(Sustainable Development Goals：SDGs)が採択された。SDGs を実現する観点に立って、あな

たが実行していきたいと考える研究課題について、研究目的を含めて、600 字程度で記述し

なさい。 

 

1. 貧困の撲滅 

2. 飢餓撲滅、食料安全保障 

3. 健康・福祉 

4. 万人への質の高い教育、生涯学習 

5. ジェンダー平等 

6. 水・衛生の利用可能性 

7. エネルギーへのアクセス 

8. 包摂的で持続可能な経済成長、雇用 

9. 強靭なインフラ、工業化・イノベーション 

10. 国内と国家間の不平等の是正 

11. 持続可能な都市 

12. 持続可能な消費と生産 

13. 気候変動への対処 

14. 海洋と海洋資源の保全・持続可能な利用 

15. 陸域生態系、森林管理、砂漠化への対処、生物多様性 

16. 平和で包摂的な社会の促進 

17. 実施手段の強化と持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップの活性化 

（引用:http://www.env.go.jp/earth/sdgs/index.html, 2018/7/25） 

（２）前問（１）で記した研究課題について、その研究を実際に実行することを想定して、研究

手法（または手順）、期待される研究成果、研究成果の活用方法などを含めた研究計画を

600 字程度で記述しなさい。 

 



 
 
 

以下に記入すること 
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以下に記入すること 
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環境・エネルギー工学専攻 
第１志望 
コース 

環境工学 
コース 

受験 
番号 

 

 

令和２年度入学大学院前期課程 

環境・エネルギー工学専攻 

（環境工学コース） 

 

 
 

科目名 出題番号 
小論文 問 1 （必修） 

 
【注意】 
・ 指示があるまで問題解答用紙に触れないでください。 
・ 解答開始後、本紙、問題用紙、解答用紙に第１志望コースと受験番号を必ず記入してください。

また、問題解答用紙に汚損や破損がないか確認してください。 
・ 試験終了後、本紙、問題解答用紙を回収します。 
・ 体調不良で退室が必要な場合、トイレに行く必要がある場合、用紙の汚損、破損等があった場

合、そのほか質問等がある場合は、挙手をして試験監督に知らせてください。 
 
 
 
 
 
 

 
令和元年 8 月 20 日（火） 

10:00～11:30 実施 

小論文 
入試問題 



環境・エネルギー工学専攻 

小論文【問 １】 第１志望 
コース 

 受験 
番号 

 

 

 

（１）環境省は、地球環境問題として、(1) オゾン層の破壊、(2) 地球の温暖化、(3) 酸性雨、(4)
熱帯林の減少、(5) 砂漠化、(6) 開発途上国の公害問題、(7) 野生生物種の減少、(8) 海洋汚

染、および (9) 有害廃棄物の越境移動、の 9 つの問題を取り挙げている。9 つの問題から 1
つの問題を取り上げ、その地球環境問題の概要とそれに対する 2 つまたは 3 つの解決策を

600 字程度で記述しなさい。 

 

 

（２）前問（１）で記した 1 つの地球問題への解決策に対して、それを実施することにより新た

に生じるリスクとその対応策について、社会の持続可能性の観点を含めて 600 字程度で記述

しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

以下に記入すること 

（１）20 行 20 列 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 

 

 

 

  



 
 
 

以下に記入すること 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
  



 
 
 

以下に記入すること 

（２）20 行 20 列 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 



 
 
 

以下に記入すること 
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