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２０２２年１２月 

 

横浜市立大学 国際教養学部 
指定校制・総合型・海外帰国生・国際ﾊﾞｶﾛﾚｱ・外国人留学生・社会人 特別選抜 

合格者の皆様へ 

入学前の学習課題について 
 

合格おめでとうございます。 

いま皆さんは、新たにスタートする大学生活や勉学への取り組みに、大きな期待を寄せてい

ることと思います。 

さて横浜市立大学では、一足早く合格の決まった皆さんに、入学までの大切な時間を過ごし

ていただくため、入学前の学習課題に取り組んでいただくこととしています。選抜区分ごとに

以下の要領に従って(1)～(3)の全ての課題に取り組み、所定の期日までに結果等を提出してく

ださい。 

大学での学習が自ら積極的に取り組んでいかなければならないことは言うまでもありません。

入学前のこのような取り組みをきっかけとして、様々なことに関心を持ち、視野を広げ、入学

後の充実した学習につなげてください。 

※【英語関係・課題図書】のレポートについては、日本語でも構いませんが、英語での記述の方が望ま

しいです。 

※課題図書・参考図書は大学生協書店、一般書店、取り扱いのあるインターネットの購入サイトなどを

通して入手して下さい。 

★課題図書レポートに関する要領 ＜国際教養学部  /  英語関係課題＞ 

【分量・書式】 １冊につき、概ね 2400 字（Ａ３用紙１枚分）程度を Google フォームに入力

し、オンラインにて提出してください。 

※英語関係課題のレポートを英語で記述する場合は 1200 語程度 

【内容】 ①本を選んだ理由、②選んだ本全体の要旨、③選んだ本から学んだことを 

盛り込んで書いてください。  

※レポートについては、直接 Google フォーム入力するのではなく、予め Word ファイルやメモ機能

に入力しておき、完成した段階でフォームにコピー＆ペーストしてください。 

 

＜裏面に続く＞ 

 

※今年度はコロナ禍も

あり、自宅受験でもかま

いません。 

●総合型選抜合格者 

●総合型選抜以外の合格者で 

大学入学共通テストを受験する方 

●総合型選抜以外の合格者で 
大学入学共通テストを受験しない方 

第１回提出期限 

１月２７日（金）まで 

(1) 大学入学共通テストで所定の教

科・科目を受験し、自己採点結果 

を報告。 

(1) 学部の課題図書の中から１冊選

びレポートを提出。 

第２回提出期限 

３月１０日（金）まで 

(2) 【英語関係・課題図書】の中から

１冊選びレポートを提出。 

＜および＞ 

(3) 学部の課題図書の中から１冊選

びレポートを提出。 

(2) 【英語関係・課題図書】の中から 

１冊選びレポートを提出。 

＜および＞ 

(3) 学部の課題図書の中から１冊選

び（第１回とは別のもの） 

レポートを提出。 
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★大学入学共通テストの受験に関する要領 

 総合型選抜合格者は、以下の表に定める教科・科目を受験してください。 

 大学入学共通テストは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や大学入学者選抜の円

滑実施の観点から、実際に試験会場で受験するのではなく、新聞等で発表される試験問題

を用いて自宅等で受験をしていただいても構いません。（リスニングは免除します。） 

 総合型選抜以外の合格者が大学入学共通テストを受験する場合は、なるべく以下に定める

教科・科目を受験することが望ましいですが、英語を含む３教科３科目以上受験すれば、

提出課題に含めて構いません。 

 大学入学共通テストは、問題冊子を持ち帰ることができますので、試験時間中に問題冊子

にも自分の解答を記しておき、自己採点に備えてください。ただし英語リスニングでは、

試験時間中は問題冊子に解答を記入する余裕がありませんので、試験時間終了後の記憶の

残っているうちに、自分の解答を記録するようにしてください。 
 

学部 教科 科目 教科 
科目数 備考 

国際教養学部 

外国語 『英語』（リスニングを含む） 

５(6)教科 

７(8)科目 

指定した科目

数を超えて受

験しても構い

ません。また、

今年度はコロ

ナ禍もあり、自

宅受験でもか

まいません。

（リスニング

は免除しま

す。） 

国語 『国語』（古文・漢文含む） 

地歴 

公民 

「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」 

「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」「倫理」｢政治・経済｣ 

『倫理，政治・経済』から２科目 

数学 
『数学Ⅰ・数学Ａ』『数学Ⅱ・数学Ｂ』『簿記・会計』 

『情報関係基礎』から２科目 

理科 

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

「物理」「化学」「生物」「地学」 

     「基礎を付した科目」から２科目選択または 

     「基礎を付していない科目」から１科目選択 
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★提出方法 
どちらの課題も以下の URL または QR コードより、オンラインで提出してください。 

 提出には Google アカウントのログインが必要です。Google アカウントをお持ちでない

方は、アカウントを作成（無料です）してから提出してください。 

 課題図書については、直接 Google フォーム入力するのではなく、予め Word ファイルや

メモ機能に入力しておき、完成した段階でフォームにコピー＆ペーストしてください。 

 課題図書は 1 冊ごとに 1回入力してください。（フォームの URL、QR コードは同じです） 

 

大学入学共通テスト 自己採点結果報告フォーム 

 

【URL】https://forms.gle/M1ggg7gZAQnvThgA9 

課題図書提出フォーム【第 1 回・第 2 回共通】 

 

【URL】https://forms.gle/jwx8iZiguWtc6eMT6 

https://forms.gle/M1ggg7gZAQnvThgA9
https://forms.gle/jwx8iZiguWtc6eMT6
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書名 著者・出版社等 発行年 コメント

論語
金谷治訳注
岩波文庫

1999

中国の古典は、日本人にとっても同様に古典です。歴史上、東
アジアで最もよく読まれた古典は、『論語』です。この機会に
一通り目を通しておくことを強く勧めます。文庫でも多くの訳
注が出ているので、宇野哲人氏や加地伸行氏のものと読み比べ
ると、さらに論語解釈の広がりも実感できるでしょう。

砂糖の世界史
川北稔
岩波書店

1996
グローバルな視点からの世界史研究の魅力をわかりやすく示す
名著

史記列伝（全５冊）
小川環樹・今鷹真・福島吉彦訳
岩波文庫

1995

下手な小説よりもずっと面白いことを保証します。古代中国史
を彩った人々の強烈な生きざまに必ずや深い感銘を受けて原典
に触れてみたくなるでしょう（読書レポートは全５冊のうち１
冊だけについて書いても可）。

それをお金で買いますか
─市場主義の限界

マイケル・サンデル
（鬼澤忍訳）
ハヤカワ・ノンフィクション文
庫

2014

公共施設の命名権、行列待ちを代行するビジネス、臓器売
買･･･。「お金で売り買いしてはいけないものはないのか？」
というのは、あまりにも当たり前すぎてわざわざ問題にするま
でもないように感じられるかもしれませんが、その根拠をきち
んと論理立てて説明できるでしょうか。市場主義が広がる時代
における経済学と政治 哲学の論争の書。

経済成長がなければ私たちは豊か
になれないのだろうか

C･ダグラス・ラミス
平凡社ライブラリー

2004

「憲法九条」や「環境問題と経済発展」などを題材に、著者は
「理想論を言っても仕方がない」というのは本当の「現実主
義」ではない、と言います。政治や経済の現実は変えられるの
かという問題を、ラジカルな発想で考えなおす手がかりとなる
でしょう。

里山資本主義
―日本経済は安心の原理で動く―

藻谷浩介・NHK広島取材班
角川oneテーマ21

2013

「社会が高齢化するから日本は衰える」という考え方が正しい
ものではないことを論証していて興味深い。木くずによる発電
を活用すれば電力不足にならない。日本の木造建築の技術を生
かせば木造高層建築(すでに海外でも作られている)を作ること
ができる。など木材による日本経済再生策が満載。発想の転換
の重要性を教えられる書物である。

医療現場に臨む哲学
清水哲郎
勁草書房

1997
主に終末期医療（告知、安楽死・尊厳死）の倫理問題につい
て、哲学の方法を用いて検討する著者の思考の筋道をあきらか
にした本です。

日本人も悩む日本語
加藤重広
朝日新書

2014
言葉の誤用とは何かなど、言語学の点からも、心理学の点から
も、哲学の視点からも考えさせられることの多い本。

イエス・キリストの言葉
荒井献
岩波現代文庫

2009

宗教がらみのテロが続いている現代、イエスキリストの言葉を
読み直し、宗教とは何なのかを考えてみることが必要である。
国際教養学系の学生にとって、キリスト教について知ることは
重要である。

仕掛学
人を動かすアイデアの作り方

松村真宏
東洋経済新報

2016

なぜつい行動してしまうのか。仕掛の原理は心理学なども絡み
人間学そのものである。人工知能ブームの中、足元を見つめ直
すことが必要である。人はデータに頼らなくても花を眺め鳥の
声を聞く。そのことの意味を考えてみる事が大切。

フランスはどう少子化を克服した
か

高崎順子
新潮新書

2016
子育ての大変さを共有する社会のあり方を探る本である。フラ
ンスの試みを参考に、安心して子どもを産み、育てられるシス
テムについて考えるためにも重要な本。

反オカルト論
高橋昌一郎
光文社新書

2016

人はなぜダマされるのか、盲信するのかについて科学的見地か
ら論じる本である。オカルト的な事柄について、その歴史をた
どり、また、最近の様々な事件や事例を元に、問答形式で書か
れていて、自分で考えることを求められる。

言語学の教室
野矢茂樹, 西村義樹
中央公論新社

2013
普段、何気なく使用している「ことば」の不思議に迫る一冊。哲学者と
認知言語学者が「ことば」について対談する形で、認知言語学の重要
な概念について紹介。

『9.11後の現代史』
酒井啓子
講談社現代新書

2018

我々は今なぜこのような世界に生きているのか？
特に、第一次大戦以降、100年の悲劇が続く中東・北アフリカは、9.11
後その混迷状況に拍車がかかっています。
9.11後の中東・北アフリカと同地を取り巻く国際関係について、その理
由や背景を知るための必読書。

デジタル化する新興国
伊藤亜聖
中公新書

2020
デジタル化が急速に進むアジアやアフリカの新興国の現状と課題が理
解できる良書です。

ゴリラからの警告「人間社会、ここが
おかしい」

山際寿一
毎日新聞出版

2018
現京都大学総長の人類学者(専門はゴリラ)の一般向けの著書。人類
のより住みやすい未来へのヒント。

マルコ・ポーロ:  『東方見聞録』を読
み解く

海老澤 哲雄
山川出版社

2015

マルコ＝ポーロの伝記のうち、最新のもののひとつです。コンパクトなが
ら、近年の研究成果を踏まえた充実した一冊になっています。図版・
写真も豊富で、とても参考になります。シルク・ロード、東西交渉史に興
味のあるかたなら、きっと楽しく読んでいただけると思います。

22世紀の民主主義ー選挙はアルゴ
リズムになり、政治家はネコになる

成田悠輔
SBクリエイティブ

2022

「若者が選挙に行って政治参加したくらいでは何も変わらない？！」
なぜそうなのか、本当にそうなのか、そもそも政治を変えるにはどうし
たらいいのか？
ヒントと突っ込みどころ満載の大学生必読の書。

2023(令和5)年度入学生　入学前課題図書【国際教養学部】
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書名 著者・出版社等 発行年 コメント

教養として知っておきたい：「民族」で
読み解く世界史

宇山卓栄
日本実業出版社

2018

私たちが生きる現代社会は、なぜ今このような状況になっているの
か？
現代社会を理解する際、「民族」で世界史を読み解くと、その理由や
背景が良くわかります。
理由や背景を知らずに、問題解決の処方箋を示すことはできません。

日本語は「空気」が決める：社会言語
学入門

石黒圭 2013
身近な日本語表現を通じて社会言語学のエッセンスと面白さを知る
ことができます。

『権利のための闘争』
ルドルフ・フォン・イェーリング
（村上淳一訳）
岩波文庫

1982
自分の人格が侵害されたときに感じる「権利感覚」と、人格を守るため
の「闘争」の重要性について、文学作品を例に出しながら論じた講演
録です。1872年出版。

デモクラシーの論じ方―論争の政治
杉田敦
筑摩書房

2001
デモクラシーの根本を考えるためのわかりやすい入門書。政治学に関
心のない人にもおすすめ。

批評理論入門―『フランケンシュタイ
ン』解剖講義

廣野由美子
中公新書

2005
『フランケンシュタイン』を素材に小説の技巧と批評理論を解説した入
門書。あらゆる国の文学研究、文化研究に通じる方法論を伝授してく
れる。

菊と刀
ルース・ベネディクト（角田安正訳）
光文社

2006
日本人の行動や文化の分析からその背後にある独特な思考や気質
を解明した日本文化研究の源流となる書。外国文化を学ぶ前に日本
人のアイデンティティを考えて欲しい。

フィルターバブル
―インターネットが隠していること

イーライ・パリサー
ハヤカワ文庫

2016
インターネットという“広そうで狭い”「世界」から、私たちは何を得られ、
何を得られないのか。自分の普段のネット実践を振り返りながら読んで
もらいたい。

下り坂をそろそろと下りる
平田オリザ
講談社現代新書

2016
日本が衰退期に入った時、下降の寂しさとどう向き合えばいいのか、こ
れからの社会を構想するヒントが詰まっている。

仕事と日本人
武田晴人
ちくま新書

2008
歴史の観点から、仕事・労働の社会におけるあり方、またそれに対す
る人々の考え方の変化などを論じている本。

日本人はなぜ存在するか
與那覇 潤
集英社

2013
「日本人」「日本史」という認識がどのような文化的作用を及ぼしたの
か、その一端を明かした本。

仕事と家族ー日本はなぜ働きづらく、
産みにくいのか

筒井淳也
中公新書

2015

いまこの国で働くということ、生きるということについて、豊富なデータを
もとに解説してくれる良書です。仕事と家族という、別々の領域で扱わ
れがちなテーマを、ひと続きのものとして扱うところにも説得力がありま
す。現代社会を、印象論ではなく客観的に考えたい人のための入門と
して最適です。

文化とコミュニケーションー構造人類
学入門（文化人類学叢書）

エドマンド・リーチ
紀伊国屋書店

1981
様々な文化を通して、人と人とがコミュニケーションをする際のカラクリ
を解き明かしてくれる構造人類学の入門書。わかりやすくて面白い。

開発主義の時代へ―1972-2014
高原明生・前田宏子
岩波新書

2014 現代中国を理解するために、じっくり読んでみよう。

いま平和とは―人権と人道をめぐる9
話

最上敏樹
岩波新書

2006 国際社会における人権や人道について考える上での必読書。

日本人のためのアフリカ入門
白戸圭一
ちくま新書

2011 開発援助やアフリカに関心がある人の必読書。

未来の年表　人口減少日本でこれか
ら起きること

河合雅司
講談社現代新書

2017
現在および今後の日本社会の人口推移と予想される問題が記述さ
れており、都市を学ぶ際に示唆に富む。

地球温暖化は解決できるのか－パリ
協定から未来へ！

小西雅子
岩波ジュニア新書

2016
国連会議COP21の国際交渉の過程やパリ協定の意義、世界と日本
のこれまで実施してきた温暖化対策、そして今後の課題についてわか
りやすく解説された書籍です。

災害の住宅誌：人々の移動とすまい
牧紀男
鹿島出版会

2011
災害後の人々の居住環境の変化の事例をあげ、巨大災害後の住居
のあり方について平易に解説している。

書名 著者・出版社等 発行年 コメント

これから価値が上がる住宅地－八つ
の発想の転換

齊藤広子
学芸出版社

2005

土地神話は崩れ、郊外や地方都市では荒廃する住宅地も見られるよ
うになってきた。そんな時代に求められる、これから価値の上がる住宅
地のあり方とは？本書では価値創造型住宅地の解説・提案を行って
いる。

グーグルマップの社会学　ググられる
地図の正体

松岡慧祐
光文社新書

2016
グーグルマップによって私たちの世界は変わったのか。社会学の視点
からグーグルマップが受容される現代社会をとらえ、新しい地図論を
展開している。

まち保育のススメ－おさんぽ・多世代
交流・地域交流・防災・まちづくり

三輪律江他
萌文社

2017
乳幼児期の子どもが地域に見守られながら育っていくための挑戦とし
て「まち保育」という新しい概念を提示、まちづくりの観点にまで議論を
高めてまとめあげている。

コミュニティを問い直す－つながり・都
市・日本社会の未来

広井良典
ちくま新書

2009 超高齢社会とまちづくりの関係を考える上で必読の書。

人口減少時代の都市　成熟型のまち
づくりへ

諸富徹
中公新書

2018
人口減少時代に都市に何が起きるのか、都市経営はどのように転換
するべきか。持続可能な都市への転換戦略を提示している書。

赤ちゃんはことばをどう学ぶのか
針生 悦子
中公新書ラクレ

2019
赤ちゃんが言葉を学ぶプロセスについての最新の研究が、平易
な言葉でまとめられています。  
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英語関係＜課題図書＞  
（このレポートの作成は日本語でも構いませんが、英語での記述の方が望ましいです。） 

 
書名 著者・出版社等 コメント

　Penguin Readers Level 3:
　Martin Luther King

Coleen Degnan-Veness著

1950～1960年代のアメリカでは黒人の地位は白人と比べて信じられない
ほど低いものであった。マーティン・ルーサー・キングはそんな状況に
屈することなく、平等への夢を抱いて闘いを始めた。公民権運動に生涯
を捧げたアメリカが誇る指導者の人生を描いた作品。

★Penguin Readers Level 4:
　Unbowed

Wangari Maathai著
 (retold by Jane Rollason)

日本語の「もったいない」を、環境を守る国際語「MOTTAINAI」として世
界に広げたワンガリ・マータイは「環境と平和」の使者として活躍を続
け、2004年に環境分野として初のノーベル平和賞を受賞した。ケニアに
生まれ育ち、祖国を、アフリカを、そして地球を心から愛した彼女の
unbowed life（不屈の生涯）を、彼女自身が自らの言葉で振り返る。

　Penguin Readers Level 4:
　Women in Business
 (Famous Women in Business)

David Evans 著

20世紀初頭、ビジネスでの女性に対する考え方は未熟だったように思わ
れる。しかし、今日では、より多くの女性がビジネスライフの頂点に達
している。この本では、ココ・シャネル、森英恵、アニータ・ロディッ
ク、オプラ・ウィンフリー、マドンナ、この5人の女性の全く異なるビジ
ネスサクセスストーリーが描かれている。

　Penguin Readers Level 4:
　Teacher Man

Frank McCourt著
 (retold by Chris Rice)

ニューヨーク在住のフランク・マコートは30年間教師として勤めた後、
作家としてデビューし、66歳にしてピューリッツァー賞を受賞した。こ
の作品は自身の教師生活を振り返って描いた自伝的作品。力強く熱のこ
もった文章で、公立高校での試行錯誤、成功、驚きを記録している。学
校という存在の意義を再認識させてくれる。

　Penguin Readers Level 4:
　Inventions That Changed the World

David Mule著

2,500年前から現在に至るまでの世界を変えた発明品の数々を紹介。発明
品は人々の生活を良くもするが、破滅させることもある。印刷術、数
学、航海術、火薬、動力、飛行機、通信技術、コンピューター、アイデ
アがいかに人間の生活と関わってきたかを示している。

　Penguin Readers Level 5:
　The Citadel

A. J. Cronin著
 (retold by Norman Wymer)

小説。医師としてのキャリアをスタートさせたアンドリュー･マンソン。
しかしやがて医療にまつわる好ましからざる事実を目の当たりにするこ
とになる。病を治すという崇高な目的よりも、金銭により重い価値を置
くシステムとの狭間で葛藤するアンドリュー。彼はこの強大なシステム
に打ち勝つことができるのか。

　Penguin Readers Level 6:
　I Know Why the Caged Bird Sings

 Maya Angelou 著
 (retold by Jacqueline Kehl)

アフリカ系アメリカ人の詩人であり、公民権運動家であるマヤ・アン
ジェロウによる自伝。1930～40年代にアメリカ南部で少女時代を送り、
貧困と人種差別に苦しめられながらも、希望と誇りを失わず愛すること
の大切さも忘れることなく力強く生き抜いた。この自伝から我々は学ぶ
ことが多い。

　Penguin Readers Level 6:
　Snow Falling on Cedars

David Guterson 著
 (retold by Christopher
Tribble)

小説。1954年、日系アメリカ人漁師が殺人罪で起訴された。裁判では彼
に不利な証拠ばかりが提示され妻のハツエは無実を信じて見守るしかな
い。第二次世界大戦中から続く日系人に対する理不尽な差別と偏見、そ
れに対する怒りと疑念が法廷を舞台に描かれている。  

 
 
★レベル 4 の Unbowed がお薦めですが、リスト中のどの図書を選択しても構いません。英語力に自信のない

人はレベル 3 を、自信のある人はレベル 5 または 6 の本に挑戦してください。Penguin Readers のレベルの

目安は以下の表を参照。 

 
 Level Headwords TOEIC TOEFL-PBT 英検 

レベル１ 300 250 380 4 級 
レベル２ 600 350 420 3 級 
レベル３ 1200 400 433 準 2 級 
レベル４ 1700 500 470 2 級 
レベル５ 2300 600 503 2 級 - 準 1 級 
レベル６ 3000 730 550 準 1 級 
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英語関係＜参考図書（学習参考書・問題集）＞ 
（※こちらは課題提出の対象ではありませんが、４月１日の TOEFL-ITP テストに備えて、少なくと

も一冊は学習してください。） 

 

＜学習参考書・問題集＞ 

 

＜英語辞書＞ 

 
 

 

書名 著者・出版社等 発行年 コメント 

英語学習アカデミックパック 

TOEFL-ITP スターターキット 
横浜市立大学生活協同組合   

１日 30～40 分の学習を 40 日間行うトレーニングブッ

ク、詳細な解説付きの模擬テスト 1 回分、マンガによ

る TOEFL-ITP の解説、学習ダイアリー等がセットにな

っており、TOEFL-ITP 対策には申し分のない学習キッ

ト。早期合格者には１～3 月中に是非とも学習してお

いてもらいたい内容。 

CD 付 完全攻略!TOEFL ITP テスト 
神部孝  

アルク 
2014 

TOEFL-ITP（団体受験）とはどのような試験なのかを 

概説し、学習法と学習テクニックがリスニング・文法・

リーディングのセクション別に記されている。1 回分

の模擬試験（問題・解答・解説）付き。TOEFL-ITP 受

験前に必須の学習書。何度も繰り返して学習すること

が大切。 

IELTS 実践トレーニング 
木村ゆみ他  

三修社 
 

IELTS のリスニング・リーディング・スピーキング・

ライティングの出題形式と攻略法を概説している。

TOEFL で既に高得点を獲得しており、かつイギリス・

オーストラリア・ニュージーランドへの留学を考えて

いる人におすすめ。 

The Official Guide to the TOEFL TEST 

with CD-Rom, 5th Edition, 
McGraw-Hill 2018 

TOEFL-iBT の製作者である ETS が発行している公式ガ

イドブック。解説も全て英語で書かれているのでこれ

1 冊を学習すると、試験の攻略法だけでなく、英語力

もかなり向上する。TOEFL で既に高得点を獲得してお

り、かつアメリカやカナダへの留学を考えている人に

おすすめ。 

聞いて覚える英単語キクタン TOEFL 

Test 頻出編―ITP&iBT 両対応 

田中真紀子  

アルク 
2009 

基本語彙 200 語が品詞別に、自然科学系語彙 300 語及

び社会・人文科学系語彙 300 語がそれぞれ「地学」 

「環境」「経済」「歴史」といった分野別にまとまら

れている。CD を聞きながら例文のリスニングおよび 

発音練習をしながら単語を覚えられるように工夫され

ているため実践的な英語力の基礎固めに向いている。 

書名 著者・出版社等  発行年  コメント 

Longman Dictionary of 

Contemporary English 6th Edition 

 

Paperback & Online

（9781447954200） 

ピアソン・ジャパン 2014 

中・上級者向けの英英辞典。165,000 の例文に加え、 

65,000 のコロケーション、18,000 の同義語・反義語も 

収録。よく使われる 9,000 語に 3段階のレベル分け表示が 

施されており、英語を専門的に学ぶ学生に向いている。 

●問い合わせ先  横浜市立大学アドミッションズセンター 

        TEL 045-787-2055（平日 8:30～17:15） 

 


