Graduate School of International Development, Nagoya University, Master's Program
Academic Year 2021 (April Enrollment), Second Round Examination
Essay Writing
1. Submission of an Essay
Please select one of the three themes for a short essay below, use the template MS Word file
attached to this mail, write an essay based on the guidelines below, and submit it by the deadline.
2. Submission Deadline
8:00 am on December 28, 2020, Japan Standard Time (JST)
If submitted after the deadline, it will not be scored.
3. How to Submit
Send it as an attachment to the following email address. Please include your examinee number
and name in the subject line of the email and name of file. (Note that your family name should be
written in all caps). See the example below.
Email for submission: gsidexam@adm.nagoya-u.ac.jp
Subject line of email（example）
：1300_MEIDAI Taro
Name of MS Word file（example）
：1300_MEIDAI Taro
4. Essay Themes
Please select ONE of the three themes below.
(1) Write your opinion about the effects of COVID-19 on developing countries, using concrete
examples.
(2) Choose the most important yet unresolved global issue that arose in the twentieth century, and
discuss why it is the most important and why it is unresolved.
(3) “Development is a way for developing countries to gain self-reliance.” Argue for or against this
statement.
5. Guidelines for Essay Writing
(1) The essay may be written in either Japanese or English.
(2) Use the template MS Word file, attached to this mail. Make sure to write your name and
application number in the file.
(3) Your essay, including tables, equations, figures, and notes but excluding references, should not
exceed 2,000 characters in Japanese or 800 words in English. References are not included in
the word count.
(4) Figures and tables must have a number, title, note, and source.
(5) The font size is 12. A specific font such as Times New Roman or Arial is not required. Any font

can be used.
(6) The text should be organized in a single-column format. The first line of each paragraph must
be indented 3 spaces, and the space between paragraphs should be the same as the space
between lines within paragraphs (i.e., 1.5 line spacing).
(7) Follow the rules below to convert the size of tables, figures, and equations into the number of
English words for use in your word count.


If a table or a figure occupies 1/3 of a page (approximately 12 lines), it should be counted
as 450 characters in Japanese or 180 words in English;



1/2 of a page (approximately 18 lines) should be counted as 650 characters in Japanese or
270 words in English.



1 page should be counted as 1,300 characters in Japanese or 540 words in English

(8) Citations in text or notes should include page number information in the following style. In
case of a citation with quotes, the referred page number(s) must be indicated.
Example: In a sentence
Kuznets (1953a: 18) asserts that “...”
According to Krueger and Bhagwati (1973: 23) “...”
Example: At the end of a sentence
It is considered that “...” (Taylor and Wilson 1989: 145-150).
(9) The source of a citation, as outlined above, must be listed in the references.

6. Notes
(1) The essay will be used as part of the enrollment examination. For this reason, the essay has to
be written by the applicant. The applicant will be disqualified if the school finds out that the
whole essay or part of the essay is written by someone else.
(2) The objective for this assignment lies in assessing whether the argument is developed in a
logical manner, which is crucial for writing a master thesis, rather than whether the essay shows
adequate expertise on the subject.
(3) Moreover, the essay will be subject to a question and answer period in the oral examination
and will be evaluated as part of the entrance examination.
(4) Please note that a plagiarism assessment will be conducted on the submitted essay in order to
check the similarity of the essay with other published works. The outcome of the plagiarism
assessment will be reflected in the enrollment examination. Therefore, please carefully follow
the guidelines above for using quotations when presenting someone else’s ideas and sentences.

名古屋大学国際開発研究科博士前期課程第 2 期入学試験
小論文の作成について
１．課題
3 つのテーマから 1 題を選択し、下記作成要領に沿って小論文を作成し、期限までに提出する
こと。解答は添付の解答用紙（MS Word）を使用すること。
２．提出期限
2020 年 12 月 28 日（月）午前 8 時（日本時間）
期限後に提出した場合は、採点しない。
３．提出方法
以下のメールアドレスに添付ファイルで送信する。メールの件名とファイル名に受験番号と
氏名を必ず記入すること。以下の例を参照のこと。
提出先: gsidexam@adm.nagoya-u.ac.jp
件名（例）
：1300_名大太郎
ファイル名（例）
：1300_名大太郎
４．小論文のテーマ
以下の３つのテーマから 1 題を選択すること。
（１） 新型コロナウイルス感染症が途上国に与える影響について、具体例をあげながら自分の
考えを述べなさい。
（２） 20 世紀に生じたグローバル課題のうち最も重要でありながら未解決と考えられるもの
を 1 つ取り上げ、なぜそれが最も重要で、なぜ未解決なのかを論じなさい。
（３） 「開発とは、開発途上国が自立する手段である。
」この言説について、自分の考えを述べ
なさい。
５．作成要領
（１） 日本語または英語のいずれでも解答可能。
（２） 別添の MS Word ファイルを使用し、氏名と受験番号を記入すること。
（３） 小論文の長さは、日本語 2,000 字以内、英語 800 語以内とする。日本語における字数お
よび英語における語数には、いずれの場合においても、図表、方程式および注を含むが、
参考文献は含まない。
（４） 図表を入れる場合は通し番号、タイトル、注および出所を明示すること。
（５） フォントの大きさは 12 ポイントとする。書体は指定しない。
（６） 段組は一段組とする。英語の段落の文頭は、3 文字分のインデントとする。ただし、日本
語の場合はインデントの必要はない。段落間の幅は、段落内の行間と同様、すなわち 1.5
行分とする。

（７） 図表と方程式の日本語の字数換算および英語の語数換算は以下を参照すること。
図表・方程式が次の時の換算例


1 ページの 3 分の 1 程度（12 行相当）を占める図表及び数式にあっては、日本語原稿
は 450 字、英語原稿は 180 語とみなす。



1 ページの 2 分の 1 程度（18 行相当）を占めるものにあっては、日本語原稿は 650 字、
英語原稿は 270 語とみなす。



1 ページを占めるものにあっては、日本語原稿は 1,300 字、英語原稿は 540 語とみな
す。

（８） 本文または注における文献引用の際は、必要に応じページ数を特定すること。ただし、
引用符を伴った直接引用の場合は、必ずページ数を特定する。
例：文中表示の場合
松下（1997：56-58）は，… 大野・藤野（1990：131-136）によれば，…
Kuznets（1953a:18）によれば，… Krueger and Bhagwati（1973:23）は，…
例：文末表示の場合
…という指摘がある（青木 1999：25）
。
…と考えられる（Taylor and Wilson 1989:145-150）
。
（９） 上記の要領で引用を行った場合、引用元を必ず参考文献で明記する。
６．注意事項
（１） 小論文は入学試験の評価の一部になります。そのため、必ず出願者本人が小論文を作成
してください。小論文全ておよび一部が本人によって書かれていないことが判明した場
合、不合格または退学処分となる可能性があります。
（２） 小論文の主眼は、修士論文執筆能力の審査の観点から専門知識ではなく、論理性を見る
ことにあります。
（３） 小論文の内容は口述試験での審査の対象になります。口述試験の際には、参照できるよ
うに準備しておいてください。
（４） 小論文は、剽窃チェックソフトを使い、剽窃の程度が調査されます。剽窃とは、他人の
研究内容または文章を適切な手続きを経ることなしに流用することです。剽窃チェック
の結果は、合否の判定に使用されます。そのため、引用する場合は、作成要領を参考に
適切な手続きを取ってください。

