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 医学部学士編入 小論文テーマ 
 

 （１）優生思想と障がい者差別 

 医学部小論文では毎年、出生前診断をテーマとして取り上げています。生まれる前の胎児に遺伝子疾

患がないかを検査するものです。もしダウン症などの障がいをもって生まれてくるのであれば、多くの

母親は中絶を選んでいる状況です。 

 こうした出生前診断は、「健常者こそ生きるべきで、“一段下である”障がい者に生まれてくる価値は

ない」という優生思想に基づくものと言われます。現にこの考え方のもと、ナチスドイツは多くの精神

障がい者をガス室に送り込んだのです。 

 

（２）日本の優生思想 

 日本でも旧優生保護法のもと、遺伝性疾患を持つ障がい者に対して強制不妊手術を行ってきました。

最近では、強制的に不妊手術を受けさせられた者たちが、国や病院を相手取って裁判を起こし始めてい

ます。 

 これに関連して、平成 30 年度滋賀医科大学が小論文でこのテーマを出題しました。やはり時事的知

識は小論文において大事ですね。各自問題を入手して、チャレンジしていただきたいと思います。 

 

（３）優生思想と民法 734 条 1 項本文 

 優生思想に基づくものではないかと指摘されているのが、民法 734 条 1 項本文です。同条項は、「直

系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない」と定めています。いわゆる近親

婚の禁止です。近親婚によって生まれてくる子どもに奇形などの障がいが発生しうるため、予め禁止し

ていこうということです。近親婚は昔からタブーとされており、多くの人が「当たり前」と認識してい

ます。イギリスやスイス等にも同様の規定があります。 

 しかしこれも、実は優生思想に基づくものではないでしょうか。実際この条文について最高裁は、「優

生学的見地から」妥当であると述べています。皆さんはどのように考えるでしょうか。 
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（４）ドイツの最新ニュース 

 ドイツでは、近親婚禁止規定は優生思想であり不当だと主張する人たちがいます。優生思想の権化で

あるナチスドイツへの反省からでしょうか。少し古い記事ですが（2014 年）、これを報道する AFP 通信

の記事を以下に引用します。 

 

「ドイツ政府の諮問機関である倫理委員会は 24 日、同意に基づいたきょうだい間の性交渉に対する刑

罰を廃止するべきとの勧告を発表した。 

ドイツの法律はきょうだい間の性交渉に 2 年以下の禁錮刑または罰金を科しているが、倫理委員会の

25 人の委員の過半数が、「社会的タブーを維持するための」手段として刑事法は正しくないと述べた。 

倫理委員会は、政策決定者が直面する倫理的に慎重さを要する課題を検討するために設置された、各

分野の専門家で構成される諮問機関。倫理委は、ドイツ東部ライプチヒ（Leipzig）で 4 人の子どもをも

うけた兄妹をめぐる裁判が大きな注目を集めたことを受け、この問題を検討した。 

この兄と、人格障害と診断されている妹は、家庭環境上の問題から成人してから初めて出会った。 

2 人は 2012 年、2 人の関係を認めてもらおうと欧州人権裁判所（European Court of Human Rights , ECHR）

まで争ったが、同裁判所は欧州評議会（Council of Europe）加盟国間にこの問題についての合意が存在し

ていないことを指摘し、ドイツの裁判所が下した兄への有罪判決を支持した。 

だが、欧州人権裁判所の決定を検討したドイツの倫理委員会は、刑法の目的は「倫理基準を強要した

り自発的な市民の性交渉を制限するものではない」と結論づけた。倫理委員会の勧告には法的拘束力は

ないが、この勧告に対しアンゲラ・メルケル（Angela Merkel）首相率いる独政権の法務専門家は「誤っ

たメッセージ」を送っていると批判している。 

この問題に対する欧州各国の対応はさまざまだ。スペインとフランスには近親相姦に関する個別の法

はない。一方、ドイツや英国、デンマーク、ギリシャ、スイスにはきょうだい間を含め近親相姦に関す

る法がある。」 

（出典：https://www.afpbb.com/articles/-/3027043） 

 

 さて、いかがでしょうか。「近親婚も許されるべきだ」と小論文や面接で言ってしまうと、非常識な

人間と思われかねないので、それは避けた方がよいでしょう。ただ、こうした問題があることを頭の片

隅にでも置いておいていただけたらと思います。 

 

                                  小論文講師 池田俊哉 

 

 

 

事務局より 

 

≪２０１９年度実施試験対応≫ 

 

【プレミアム講座のご案内】 

 

KALS レギュラー講座受講生、医学部編入試験を受験した経験のある一般生を対象とした ONE UP の講

座です。過去問分析や予想問題演習など、さまざまな講座をご用意しております。 
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志望校選択、直前対策・ファイナルチェック、合格“確度”向上のためなど、各自のニーズに合わせた受講

が可能です。 

 

大阪大学対策／滋賀医科大学対策／山口大学対策／島根大学 物理・化学対策 

生命科学過去問分析（旭川医科大学、筑波大学、名古屋大学、島根大学、香川大学、 

愛媛大学、高知大学、長崎大学、大分大学、鹿児島大学）／英語長文時事問題対策／ 

英語過去問分析（旭川医科大学、群馬大学、浜松医科大学、島根大学、高知大学、 

愛媛大学、鹿児島大学）／文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策 

 

【お詫び】「滋賀医科大学対策」「山口大学対策」「英語過去問分析／高知大学」「生命科学過去問分析／長崎

大学」におきまして、視聴開始日ならびに一部講師が変更となりました。申し訳ございません。お手数ですが、

お申込前に講座別ページにてご確認ください。 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301 

名駅校・新大阪校実施分については以下よりご確認ください。 

【名駅校】  https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301 

【新大阪校】 https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302 

 

 

【トップレベル「生命科学」「医学英語」テストゼミのご案内】 

 

基礎力の固まった方向けの実戦演習です。 

得点力、応用力を飛躍的に伸ばすのに好適なテストゼミですので、 

受験前の総仕上げとして活用ください。 

※お申込みに際しまして、受講条件があります。 

詳細・申込方法は、マイルームでご確認ください。 

 

「生命科学」（全５回） 

【DVD 講義】（名駅校・新大阪校）視聴可能  

【WEB 通信講座】  配信中  

※【LIVE 講義（＋e 補講付）】（新宿本校）のお申込み受付は終了しました。 

 

「医学英語」（全４回） 

【LIVE 講義（＋e 補講付）】（新宿本校） 4/21(日)15:30 より開講 

【DVD 講義】（名駅校）  5/4(木)より 視聴開始 

【LIVE 講義（DVD 補講付）】（新大阪校） 5/4(土)13:00 より開講  

【WEB 通信講座】  5/2(木)より配信開始 

 

 

【完成生命科学 ワークブック重要テーマ解説講義のご案内】 

 

完成シリーズ生命科学 ワークブックに関して、重要度の高い問題、質問が多かったものを中心に解説講義を 

いたします。講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302
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※2019 年実施試験対応講座 完成シリーズ「生命科学」受講生 限定 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk19 

 

 

 

【実戦シリーズ 第１回実力テスト 実施のご案内】  

 

【新宿本校】 終了しました。 

【名駅校】 4/27(土) 10:00～13:15 

【新大阪校】 4/21（日）10:15～13:30 

【通信講座】    発送済   5/2(木) 提出期限（郵送必着） 

 

 

【第 4 回単語テスト 実施のご案内】 

 

【新宿本校】 終了しました。 

【名駅校】 4/27（土）13:20～13:40 

【新大阪校】 4/28（日）13:00～13:20 

【通信講座】 発送済  4/25(木) 提出期限（郵送必着） 

 

 

【完成シリーズ第２回実力テスト 実施のご案内】 

 

【新宿本校】 4/28（日）10:30～13:00 

▼新宿本校 教室受験は事前予約制です／以下よりご予約ください▼ 

https://school.kals.jp/medical-trn-tst-shn  

【名駅校】 4/28（日）15:30～18:05 

【新大阪校】 4/28（日）10:15～12:50 

【通信講座】 発送済  4/25(木) 提出期限（郵送必着） 

 

 

 

【チュートリアルのご案内】 詳細は校舎掲示板またはマイルームにてご確認ください。 

 

 

「第 1 回実戦実力テスト 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分） 

 

＜新宿本校＞ 4/21（日） 英語：11:00～、生命科学：13:00～ 

＜名駅校＞＜新大阪校＞4/26（金）～DVD 視聴可能 

＜マイルーム＞ 5/1(水)  配信予定 

 

 

「第 2 回完成実力テスト 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分） 

 

＜新宿本校＞ 英語：5/4（土） 13:30～、生命科学：5/5（日）16:30～ 

＜名駅校＞＜新大阪校＞ 5/10（金）～DVD 視聴可能 

＜マイルーム＞ 5/16(木)  配信予定 

 

 

「第 3 回公開模試 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分、物理：60 分、化学：60 分） 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk19
https://school.kals.jp/medical-trn-tst-shn
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＜新宿本校＞ 生命科学：5/12（日）16:30、英語：5/18（土） 13:30、物理：5/17（金）18:30、化学：19:45 

＜名駅校＞＜新大阪校＞ 生命科学：5/17（金）、英語：5/23（木）、物理、化学：5/22（水）～DVD 視聴可能 

＜マイルーム＞  生命科学：5/22(水) 、英語、物理、化学：5/29（水）～ 配信予定 

 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 

「基礎復習テスト 生命科学１ 解説講義」 90 分 

「基礎復習テスト 生命科学２ 解説講義」 90 分 

「基礎復習テスト 生命科学３ 解説講義」 90 分 

「指数・対数の計算問題攻略」 120 分 

「完成生命科学（秋）中間テスト 解説講義」 90 分 

「基礎力判定テスト 解説講義（英語 90 分、物理／化学 各 60 分）」 ※生命科学の解説講義はありません。 

「受験校の選択」 90 分 

「出願書類の書き方」 90 分 

「第１回完成実力テスト解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分） 

「第１回公開模試 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分、物理：60 分、化学：60 分） 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

■□ 個別カウンセリング □■ 

下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 

※次月分は毎月 25 日頃、決定分より順次予約受付開始となります。 

 

【新宿本校】 https://school.kals.jp/student-shn/blog/28701  

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/28711 

【新大阪校】https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 

 
 

◎WEB カウンセリングについては以下よりご確認ください。 

https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf 

 

 

◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が 

 必要です。 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 

https://school.kals.jp/student-shn/blog/28701
https://school.kals.jp/student-mk/blog/28711
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

