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Question
Choose one of the five fields below (1. Economics, 2. Education, 3. Law, 4.
Political Science or 5. Social Development) and follow the instructions of the field
you have chosen.

Field 1 (Economics)
In recent years, the global economy has been characterized by a trade war between
the United States and China that is changing the nature of international trade. Discuss
the impacts of the trade war between the United States and China on developing
countries. In answering this question, use a specific country as an example.

Field 2 (Education)
Goal 4, particularly Target 4.5 of the SDGs, calls for the elimination of gender
disparities in education and ensuring equal access at all levels of education.
However, in both developed and developing countries, female students are
particularly under-represented in science, technology, engineering and mathematics
(STEM) fields. Explain the reasons for the low representation of women in STEM
fields. Also, suggest possible measures to reduce the gender disparities in these
fields.
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Field 3 (Law)
Choose one of the six questions below:
3a. Explain what the independence of the judiciary is and discuss the relationship
between the independence of the judiciary and democracy.
3b. Discuss the impact of legal protection of property rights on socioeconomic
development.
3c. Discuss the protection of refugees in international law.
3d. Discuss the legislative role of the General Assembly and the Security Council of
the United Nations.
3e. Explain the current WTO crisis.
3f. Explain the proposed International Investment Court System.

Field 4 (Political Science)
Discuss when and how it is possible for public protests to influence policy outcomes.

Field 5 (Social Development)
Describe two measures or policies for social development implemented by
international organizations or governments, then discuss the similarities and
differences between the two.

--------------------------------

問題
以下の 5 つの分野（1.経済、2.教育、3.法学、4.政治、5.社会開発）から 1
つを選び、選択した分野の指示に従って解答しなさい。

分野 1（経済）
近年、グローバル経済は米中間の貿易戦争によって特徴づけられている。米
中間の貿易戦争が開発途上国に与える影響を論じなさい。解答するに当たり、
特定の国を例として用いなさい。
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分野 2（教育）
SDGs の目標４、ターゲット 4. 5 は、教育におけるジェンダー格差をなくし、
すべての教育段階において平等なアクセスを確保することを求めている。し
かしながら、先進国においても途上国においても、特に理系（STEM）分野
において、学生数に占める女性の割合が低い。女性の割合が低い理由を説明
しなさい。また、理系分野におけるジェンダー格差を縮小させるために有効
な方策を提案しなさい。

分野 3（法学）
下記の 6 題から 1 つを選択しなさい。
3a．司法の独立とは何か、また「司法の独立」と民主主義の関係について論
じなさい。
3b. 所有権を法的に保護することの経済社会開発への影響について論じなさ
い。
3c. 国際法における難民保護について論じなさい。
3d. 国連総会および安全保障理事会の立法機能について論じなさい。
3e. 現在生じている「WTO の危機」とは何か、説明しなさい。
3f. 「国際投資裁判所」構想について説明しなさい。

分野 4（政治）
抗議運動は、いつ、どのように政策帰結に影響を与えることができるか論じ
なさい。

分野 5（社会開発）
社会開発分野で現在までに国際機関や政府によって実施されてきた取り組み
や政策を 2 つあげ、それぞれを説明し、その類似点と相違点を論じなさい。
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