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Ⅰ
1 ニ
2 ハ
3 ロ
4 ホ
5 ハ
6 ロ
7
解答例１
介護システムの柱として地域包括ケアシステムの強化を進めるべきだ。
単身高齢者が増え
（表４、
図５）
、
要介護者も増え続けている（図６）
。ただ、高齢化の度合いは地域によって様々だ（表３）
。それゆえ、全
国一律ではなく、地域ごとの事情に対応した特色のあるケアシステムを作り、高齢者が住み慣れた場所で
できるだけ老後を送れるようにすることが、少子高齢化で悪化する地方財政だけでなく、高齢者の QOL
の観点からも重要だ。
（200 字）
解答例２
単身高齢世帯が増加する中（図５）
、要介護者も増加している（図６）ことを考えると、今後、要介護だ
が、介護する身近な家族・親族がいない高齢者が増加すると見込まれる。グループホームや特別養護老人
ホームなど、要介護の高齢者が集まって住み、介護を受けられる場所を整備する政策が必要だ。核家族化
や未婚者の増加を踏まえ、介護を家族が担うものではなく社会全体で担うものと捉え、それに沿って介護
保険制度を改めるべきだ。
（200 字）
解答例３
私は、NGO やボランティア、地域住民など様々な主体が協力して、高齢者を地域で支えあう共助の体
制を構築し、行政による公助と有機的に連携できるようにする政策が有効だと考える。表４や図５が示す
ように単身高齢者が増えている中で、高齢者の孤立や孤独死を防ぐにはきめ細やかな支援が必要になる。
だが、表３より、高齢化率の高い地域は地方であり、行政だけで地域の高齢者を支えるのには財政的にも
人的にも限界があるからだ。
（200 字）
解答例４
全国的に単身高齢世帯が増加する中（図５）
、高齢化率が高い地方の高齢者（表３）の生活支援が課題と
考える。移動手段が限定され、買い物難民になる単身高齢者の増加が見込まれる。国や地方自治体は、地
域での移動販売や食品・生活雑貨の宅配サービス事業を支援する政策を進めるべきだ。地方では高齢世帯
が広域に分散しており、移動販売や宅配サービスが効果的だ。事業者と連携し、高齢者の見守りサービス
を併せて提供できる。
（198 字）
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Ⅱ
1
2
3
4
5

(b)
(a)
(d)
(d)
(1)（仮に）人間以外の動物は人間とは異なる集団に属している（という理由で、
） （23 字）
(2) 人間以外の動物の利益を無視することが許される（と想定しよう。
） （22 字）
6 (c)
7 (a)

Ⅲ
（agree）
I agree that protests should never turn violent for two reasons. First, violence scares away potential
supporters. Any effective protest movement must appeal to a wider audience to achieve its main goals,
but violence does not attract the kinds of support needed to enact change. Recently at Black Lives
Matter rallies in America, a small minority began rioting and needlessly damaged the image of the whole
movement. Such violence turned many against the movement even though most Americans want
African-Americans to be protected. Second, people do not respect those who use violence. Protest
movements need admirable and charismatic leaders who can inspire people through peaceful means.
Martin Luther King Junior’s use of non-violent protests was particularly successful in gaining the
admiration of white Americans and they became increasingly sympathetic to the suffering of
African-Americans. (134 words)
（disagree）
I believe that violence should always be a last resort. Certainly, it should be avoided if possible, but in
some countries where people are not allowed to protest freely, those who are oppressed have no choice but
to become violent. It may be the only way for such people to get their message out to the outside world.
If these supporters can gain the support of foreign governments, these governments may in turn help to
put pressure on the government in that country. Also, it is often only violence that threatens dictators’
hold on power, so such dictators may be willing to give into protestors’ demands if it prevents further
violence. (111 words)
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