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21 滋賀医科大学二次小論文問題 
 

 
 今回は令和 3 年度滋賀医科大学の二次小論文試験問題の一部を見たいと思います。滋賀医科大学は毎

年、大問 2 題構成、そのうち一題は「時事ネタ」が多いです（ちなみに、令和元年度入試では「働き方改

革」関連の出題がありました。実戦小論文演習第 7 講に取り組んだ上で、こちらの問題にも取り組んでみ

ましょうね。）。 
 
問Ⅱ 次の文章と図を参考に、設問（1）、（2）に答えなさい。 
 
 警察庁の自殺統計原票を集計した結果（以下「自殺統計」という。）によれば（図）、我が国

の自殺者数は、1983 年及び 1986 年に 2 万 5 千人を超えたものの、1991 年の 2 万 1,084 人ま

で減少し、その後 2 万人台前半で推移していた。しかし、1998 年に前年の 2 万 4,391 人から

8,472 人（34.7％）増加の 3 万 2,863 人となり、2003 年には統計を取り始めた 1978 年以降で

最多の 3 万 4,427 人となった。その後、3 万 2 千人から 3 万 3 千人台で推移した後、2010 年

以降は 9 年連続の減少となっており、2018 年は 2 万 840 人で前年に比べ 481 人（23％）減少

し、1981 年以来 37 年ぶりに 2 万 1,000 人を下回った。 
年齢階級別の自殺者数の推移について、自殺統計をみると、全体的に、60 歳以上が最も多

く、50 歳代、40 歳代が多くなっている。 
年齢階級別の自殺死亡率の推移をみると、1998 年の自殺者数急増に伴い自殺死亡率も上昇

したが、近年は全体的に低下傾向にある。40 歳代、50 歳代、60 歳以上は、ピーク時から大幅

に低下している。一方、20 歳未満では 1998 年以降おおむね横ばいで、20 歳代や 30 歳代は、

ピーク時から低下がみられるものの、減少率は 40 歳代以上と比べて小さくなっている。また、

40 歳代、50 歳代、60 歳以上は、急増以前の水準に低下している一方、20 歳未満、20 歳代、

30 歳代は急増以前の水準に戻っていない。さらに、男女別にみると、男性は、40 歳代、50 歳

代では 2003 年までに上昇傾向にあったが、2004 年以降は低下傾向にある。一方、20 歳代が

一貫して上昇していたが、2011 年以降は低下を続けており、30 歳代は 2003 年に更に高まっ
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た後、そのまま高止まりしていたが、2010 年以降は低下している。女性は、20 歳代、30 歳

代、40 歳代では上昇傾向にあったが、2012 年以降は低下傾向にある。 
我が国における若い世代の自殺は深刻な状況にある。年代別の死因順位をみると、10～39

歳の各年代の死因の第 1 位は自殺となっており、男女別にみると、男性では 10～44 歳におい

て死因順位の第 1 位が自殺となっており、女性でも 15～29 歳で死因の第 1 位が自殺となって

いる。 

 

  
こうした状況は国際的にみても深刻であり、15～34 歳の若い世代で死因の第 1 位が自殺と

なっているのは、先進国（G7）では日本のみであり、その死亡率も他の国に比べて高いものと

なっている。 
 
設問(1) 今後 10 年程度で我が国の自殺者数はどのように変遷していくと考えますか。理由を

含めて 300 字以内で記しなさい。 
 
設問(2) 下線部のような状況を打開するために、どのような対策が必要と考えますか。300 字

以内で記しなさい。 
 
設問⑴ 
 典型的な「答えのない問題」であり、難しかったと思います。ちなみに、1998 年に自殺者が急増して

いるのは、バブル崩壊に伴う不況の影響が大きいと言われています。言い換えると、ここ以降の自殺者数

は、働き盛りの男性による自殺によって高止まりした状態が続いていた、ということです。その後、自殺

問題への関心の高まり、2006 年の自殺対策基本法の成立などにより、近年では徐々に減少傾向にありま

す。 
 以上のような知識や課題文中の文言から、みなさんは今後 10 年について、どのように変遷してくと考

えるでしょうか？ 自殺者の多くを占める 40 代、50 代、60 代以降について、その数が大幅に低下して
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おり、今後もそれが続くのであれば、ある程度は下がる可能性があるでしょう。一方で、その低下が「急

増以前の水準まで下がった」ということであれば、「下げ止まり」に到った可能性も考えられます。しか

し、先述の通り、1998 年以前にはなされていなかった対策が現在ではなされていることを考えると、下

がる可能性も考えられるでしょう。無論、現在のコロナ禍が長引き、不景気が長期化すると（場合によっ

ては東京オリンピックが負の遺産になることも考えられます）、格差の拡大とも相まって、自殺者が増え

る可能性もあるでしょう。 
 ということで、答えのない問題ですから、重要なのは「現実に即した思考」「多角的な観点からの考察」

「課題文の活用」といったところを意識して、分かりやすく説明することです。なお、2019 年は 2018 年

より少し減りました。今後もこの傾向が続くと良いのですが。 
 
設問⑵ 
 この問題がやっかいなのは、「若い世代」としながら、その幅が非常に広いことにあります。少し考え

ればわかると思いますが、多くの人が学生である 10 代と、働きはじめる世代に当たる 20 代、もう少し

キャリアを積んだ頃になる 30 代とで、自殺の要因がすべて同じであるはずはありません。個別に考える

必要があるわけです。 
 ただ、強いて共通する特徴を挙げるとするなら、この年代の自殺は「伝染する」ことです。ちょっと比

喩的な言い方になりましたが、SNS などを通じた交流が、自殺への方向性を加速しうることは容易に想

像できるでしょう。バーチャルの世界での集い場が安らぎをもたらすことは十分に理解できますが、リア

ルの世界でもそういった集い場が必要なのかもしれません。 
 その上で、各年代の背景と対策を考える必要があります。字数が限られていますからすべてを書くこと

はできませんが、10 代は学校でのトラブル、特に人間関係を巡るトラブルへの配慮が必要になります。

家庭におけるトラブルもあるかもしれません。 
 一方、20～30 代（まとめても良いかと思います）については、雇用をめぐる不安、経済的な不安など

が多いと言えます。無職の場合、有職であっても「非正規」と「正規」とでの違いなど、不安定な雇用状

態、経済状況から将来を悲観して、といったことは、今後コロナ禍が続くとより顕在化してくるかもしれ

ません。そういった人たちに対するセーフティーネットは、全国できちんと整備されていると言えるでし

ょうか。みなさんなりに考えてみてください。 
 設問⑵については https://www.mhlw.go.jp/content/r1h-2-3.pdf が参考になると思います。この他にも、

統計資料は多々ありますので、興味がある場合は目を通しておきましょう。 
 
 
 

事務局より 

 

【緊急・重要／新型コロナウイルス関連】  

緊急事態宣言再発令に伴う校舎閉館時間の変更について 

 

首都圏の 1 都 3 県に続き、愛知県・大阪府に対しても緊急事態宣言が再発令されました。それに伴いまして、全

校舎、以下のとおり、今後当面の間ご利用時間を変更させていただきます。 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/r1h-2-3.pdf
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

校舎ご利用時間短縮期間：当面の間 

同期間における閉館時間： 平日（火～金曜）は 20：00 閉館 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

これに伴い、平日夜間実施の授業については原則 18:00 開始とさせていただきます。 

 

また、今後、国・自治体から追加要請等があった場合など、状況によって対応等変更する可能性がございます。

その際は速やかにマイルーム等でお知らせいたします。 

受講生等にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

各校舎でも感染拡大防止の対策として、マスク着用、手洗いやうがいの励行、 

アルコール除菌、消毒液の設置、授業・指導等の実施時は、換気や 

一定距離の確保などを行い、今後も感染予防・拡大防止に努めます。 

皆様ご自身も体調等くれぐれもご留意の上で、 

引き続き、試験合格に向けた対策をなさってください。 

 

◎ご来校の際の感染予防・感染拡大防止のお願い◎ 

 

◇入試情報を確認しましょう 

 

本年度の募集要項発表が始まっています。随時情報が判明次第、マイルームにて 

ご案内いたしますので、適宜ご確認ください。 

マイルームトップ＞管理者からのメッセージ＞■試験情報についてはコチラ 

 

 
≪２０２1 年度実施試験対応≫ 

 

◆実戦生命科学中間テスト 実施のご案内 

◎受験対象：2021年実施試験対応 実戦シリーズ「生命科学」受講生 

◎出題範囲：第 1講～第６講 

 

受験にあたっては、新たにお申し込みや受験料は必要ありませんが、 

3/12(金)15:00までに受験方法（会場）の申込登録が必要です。 

 

詳細はマイルームをご確認ください。 

 

 

◆公開模試 申込受付中！ 

 

https://school.kals.jp/information/notes-200807
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▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://www.kals.jp/medical-trn/curriculum/tst/ 
※今年度は自宅受験のみとなり、会場実施はございません。 

 

＜お申込（お支払）期限＞ 

第 1 回公開模試（記述式） 4 月 8 日（木）迄 

第 2 回公開模試（記号式） 5 月 6 日（木）迄 

 

※期限を過ぎてからのお申し込みは一切できません。余裕を持ってお手続きください。 

 

 
◆「完成医学英語 DRILL」販売のご案内 

 ◎対象：21 年度対応完成シリーズ「医学英語」受講生（申込済で受講予定の方含む）（有料） 

 

基礎力の固まった方向けの実戦形式の自宅学習用教材です。 

入試頻出の論文や時事問題から下線部訳や説明問題をバランス良く出題し、 

多くの大学に対応できる応用力を身につけます。 

答案の精度を上げるためのコツがつかめる詳細な解答解説付です。 

▶詳細・お申込申込方法はマイルームのご案内をご確認ください。 

 

 

◆「文系のためのミニマム数学」 お申込受付中 

◎対象：21 年度対応受講生（有料） 

 

生命科学を学ぶ上で、対数、微分などの最低限の知識が必要です。 

“勉強時間の都合で自習できない”という方を対象に必要最低限の数学 

（確率・統計は除く）の知識と考え方を勉強していただく講座です。 

全 3 講（1 コマ 120 分）です。詳細はマイルームでご確認ください。 

＜講義スケジュール＞ 

【新宿本校 LIVE 講義（e ラーニング付）】   

 ※LIVE 講義の申込受付は終了しました 

【名駅校 DVD 講座】全回視聴可能 

【WEB 通信講座】 全回配信中 

※お申込（お支払）期限 2021/8/10（火）まで 

 

 

◆「志望理由書〔添削付〕個別指導講座」 お申込受付中 

◎対象：21 年度対応受講生（有料） 

 

志望理由書の添削（2 回）と個別指導（1 回／30 分）がセットの講座です。 

https://www.kals.jp/medical-trn/curriculum/tst/
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KALS 講師がきめ細かく添削指導し、個別にフィードバックすることで志望理由書の完成度を上げることが 

可能です。受験大学にかかわらず、まずは土台を構築することが最も重要ですので、 

早めの対策をお薦めします。[指定課題の志望理由書が添削対象となります] 

※詳細はマイルーム上のご案内にてご確認ください。 

※本講座以外に、志望理由書の大枠が完成している方を対象とする大学別の課題添削講座 

「直前対策 出願書類対策」は、来春リリース予定です。 

 

  

 

◆『フォローアップ「確率・統計」講座』  お申込受付中 

◎対象：21 年度対応受講生限定（有料） 

 

学士編入試験で過去に出題されたことがある問題・内容でハイレベル数学「確率・統計」では 

扱わなかった問題を解説いたします。特に『検定の選択』は今後重要になります。 

ハイレベル数学「確率・統計」を十分に理解された方で、さらにステップアップをされたい方に 

お勧めです。 

詳細・お申込方法はマイルームのご案内をご確認ください。 

 

 

◆チュートリアルのご案内 

 

受講生向けに試験情報や教科に関連したトピックなどを扱う無料の特別講義です。 

※チュートリアルは、通信講座をご受講の方も各校舎のＬＩＶＥ講義にご参加いただけます。 

参加予約は不要ですが、校舎へ来校の際は必ず受講証をご持参ください。 

 

「完成実力テスト解説講義（生命科学 120 分、英語 90 分）」 

 

【新宿本校】 生命科学：2/21（日）16:00～／英語：2/27（土）14:00～ 

【名駅校】 生命科学：2/26（金）ＤＶＤ視聴開始／英語：3/4（木）DVD 視聴開始 

【新大阪校】 生命科学：2/21（日）15:30～／英語：2/27（土）13:00～ 

【マイルーム】 生命科学：3/3（水）アップ予定／英語：3/9（火）アップ予定 

 

 

★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①②③ 解説講義」 各 120 分 

「基礎力判定テスト 解説講義」（英語・物理・化学） 各 90 分 

「受験校の選択」 90 分 

「完成生命科学 中間テスト解説講義」 120 分 

「出願書類の書き方」 90 分 

 

◆生命科学テストバンク（基礎編）【WEB 通信講座】 お申込受付中！ 

  

従来の“標準編”は大学レベルの生命科学に対し、基礎編は主に高校生物を中心とした内容です。 
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“基礎編”はすべて新規の問題で構成されていますので、 

～基礎シリーズ生命科学をご受講の方も復習を兼ねて、知識整理に！ 

～（高校生物の知識を有し）完成シリーズや実戦シリーズ生命科学からご受講の方もさらに理解度を深めるため

に！ 

ぜひご活用ください。 

 

▼詳細・お申し込みはこちら▼ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

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。 

※休館期間中のカウンセリング実施状況については、各校舎へお問い合わせください。 

 

【新宿本校】 https://school.kals.jp/student-shn/blog/34490  

※WEB カウンセリングは、すべて Zoom での対応となります。 

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/34349 

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

※WEB カウンセリング実施日はマイルームにアップしております。 

 
◎個別カウンセリング（校舎／WEB）の詳細は以下よりご確認ください。 

https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/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/information/medical-trn-14121202
https://school.kals.jp/student-shn/blog/34490
https://school.kals.jp/student-mk/blog/34349
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/counsering.pdf

