
グループワーク入試過去問題
2016-202２

P1～2 グループワーク入試について
P３～P12 過去実施問題



全国の大学に先駆けて本学は入試改革として「推薦入学綜合選考」を2016年度入試より実施しています。
この「グループワーク入試」は、受験者の「主体性・多様性・協働性」を評価するとともに、入学後のキャンパスラ
イフサポートに切れ目なく連結接続させるために、一人ひとりの長所なども含めて多面的にきめ細かく行うも
のです。選考方法は、アウトプットを意識した「グループワーク」と、その後にそのグループワークを振り返りなが
ら行う個別の「インタビュー」です。
グループワークにおいては最初はぎこちないながらも、徐々に集団での関わり方やその過程がよくわかること、
グループワークではなかなか力が発揮できなくても、個別のインタビューではしっかりと意思を伝えられる者な
ど、従前の面接では計り知れなかった一人ひとりの特性などがよく分かる選考方法であると評価しています。
過去問題については、「グループワーク入試」の方向性および内容について生徒さんにも共有いただき、また先
生方にも学校現場で教材としてご活用いただければ幸いに存じます。

実施問題の公表について

受験したきっかけは？
• グループワークの経験もあったので、「自分にもできる！」と思いました
• 特待生奨学金の選考対象になるので、チャレンジしました
• 一般的な面接より自分のことをよく見てくれると思い、この入試を選びました
• 一般的な面接・小論文の試験よりも、グループワークとインタビューのほうが自分の力を発揮できると思い、
受験しました

受験してみてよかったことは？
• 最初にアイスブレイクがあったので、入試前に緊張を和らげることができました
• グループワークの前に簡単なアイスブレイクがあり、同じグループの人と打ち解けることができました
• 自分ひとりでは難しい課題でも、グループの人と協力して取り組むことができました
• 入試のときにグループの人と仲良くなり、入学前から友達ができ、入学後もグループの人と一緒に過ごして
います。

受験者の声

1）グループワーク
グループワークの過程を評価するものであり、アウトプットは評価の対象となりません。
たとえば、演劇を作るという課題が出たとしても、演技のうまい生徒が評価されるわけではありません。
想定される評価基準は以下の通りです（課題によって、毎年、評価基準は変わります）。
・自分の主張を論理的、具体的に説明できたか
・ユニークな発想があったか
・他者の意見に耳を傾けられたか
・建設的、発展的な議論の進め方に寄与できたか
・タイムキープを意識し、議論をまとめることに貢献したか
・地道な作業をいとわずに、チーム全体に対して献身的な役割を果たせたか

各項目を四段階評価で採点し、その総合点と、インタビューでの採点を基準に合否を決定します。

2）インタビュー
グループワークのあとにインタビューを行います。 従来型の面接は、紋切り型の質疑に終始し、また本音を引
き出そうとすると圧迫面接に陥る危険をはらんでいます。
この新試験におけるインタビューは、先に行われたグループワークについての感想や反省から出発して、受験生
の本音や潜在能力を丁寧に見ていくことを目的としています。想定される質問は、以下のようなものです。
・グループワークにおいて、印象に残った他者の発言
・あと30分あったら、どんなことができたか
・どのようなところが難しいと感じたか

評価の基準
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グループワーク入試について



グループワーク開始前に、受験者全員に同様の説明文（※全問題共通）が配布されます。
配布された説明文をよく読んでから、グループワークを開始します。

2022年度 説明文

説明文の配布について

これから皆さんには、別室に移ってグループワークを行ってもらいます。

これは発表の成果を問う試験ではありません。演技のうまい学生が得をするような試験ではありません。
ただし、発表についても、あとのインタビューで質問されると思いますので、発表もベストを尽くして行っ
てください。

グループワークの時間は60分です。その後、発表の時間は10分です。

グループワークの時も発表の時も、部屋の中にあるホワイトボード等は自由に使ってかまいません。
議論の過程も評価されますが、審査員のことは、できるだけ気にせずに、グループワークに集中してくだ
さい。

部屋にあるパソコンは、情報検索のみに利用してください。このパソコンで外部とメールのやりとりをす
ることはできません。

グループワークおよび発表の際は、移動等行っても構いませんが、「新しい生活様式」にならい、他の人と
距離を取る等、新型コロナウイルス感染防止を意識してください。
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指定校選抜S特待生支給奨学金

学校推薦型選抜（指定校選抜S）に合格し、かつグループワークおよびインタビュー評価で優秀な
成績を修めた受験生で、経済的に数学困難である者を対象に下記の奨学金を支給する。

対象年次 人数 支給額

1年次
5名 授業料の全額相当額

5名 授業料の半額相当額

インプット（理解）とアウトプット（表現）を意識した課題を出題します。

たとえば、単なるグループディスカッションではなく、
１．論文を読ませる （インプット）
２．グループディスカッション
３．新聞に意見広告を出す （アウトプット）
といったように、きちんと目標を定め、タイムキープを行い、協働性を観察します。

できる限り、手作業や体を動かす要素を入れて、実際に共同作業ができるかどうかを観察します。
グループワークは６名から８名を１グループで想定しています。

グループワークの事例



某国立研究所が、国の財政難を理由に補助金を大幅にカットされ経営難に陥りました。研究費が足りなくなっ
た研究所は、富裕層対象に、クローン技術によってペットを生き返らせるクローンビジネスを始めました。

国内外のメディアから批判を浴びましたが、研究所は「人間にクローン技術を施すことはない。」と声明を出し、
ビジネスを継続しています。

皆さんはそれぞれの立場に分かれて、このビジネスの是非について討論してください。

60分でそれぞれの立場、議論する内容、話す順番を決めてください。60分後、討論を発表してもらいます。発
表は10分程度を想定してください。

結論は出さなくて構いませんが、議論がどうすれば盛り上がるか、は重視してください。

実施問題①

皆さんは若手の保育士です。

保育参観で園児たちに見せる紙芝居を自分たちで作ることにしました。園児たちから希望の多かった「白雪姫」
を創ることになりましたが、園長から、「せっかくなら現代版の新しい白雪姫を作ってはどうかな？」と提案が
ありました。

60分で「現代版白雪姫」の紙芝居を作ってください。現代に置き換えたときに何が問題になってくるかをよく
話し合ってください。

紙芝居は園児のほか、保育参観に来た保護者、園長も一緒に見ます。発表の時間は10分程度のものとします。

発表の際は、それぞれの役を決めて全員が何かしらの台詞を言うように構成してください。

実施問題②

2022年度学校推薦型選抜（指定校選抜S・公募選抜S）

人間と見わけのつかないアンドロイドが作られる社会になりました。

ある企業が「理想の恋人」を発売しました。完全オーダーメイドで、客が理想とする容貌、性格の恋人を作ります。
アンドロイドは客との生活の中で学習し、より理想に近い恋人に成長していきます。精子・卵子バンクに登録さ
れた有名人・タレントなどの精子・卵子を購入すれば子供を作ることもできます。

アンドロイドと人間、どちらと結婚することが幸福でしょうか？両派に分かれて議論し、根拠を明示して結論を
出しなさい。60分後、その結論に至った経緯をわかりやすく試験官に説明してください。

説明の際には全員が何かしらの役割を果たすようにしてください。試験官がその結論に対して２、３の質問をし
ます。それにも答えられるよう、準備をしてください。（試験官は話し合いの過程を知らない、という想定で発表
を聞きます。）

実施問題③
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『鬼滅の刃』をまったく知らない海外の人たちに、そのあらすじを伝える紙芝居を作りなさい。
使用する言語は日本語でかまいません。

おそらく同じグループの中に、『鬼滅の刃』について詳しい人と、そうでない人がいるかと思います。あまり詳し
くない人の意見を参考にしながら、紙芝居を作ってください。

最後に紙芝居を上演してもらいます。その際は、全員が何らかの役（ナレーションを含む）で出演してください。

紙芝居の上演時間は10分です。

実施問題①

以下の題材で、ディスカッションドラマ（討論劇)を創りなさい。

ディスカッションドラマというのは、文字通り、ディスカッション（議論）の様子をドラマにしたものです。
人の出入りや動きなどは、あまり必要ありません。

2030年、世界的なグルテンフリーダイエットブームが巻き起こり、香川県のうどん業界は大打撃を受けます。
そこで、香川県庁内に対策委員会を作ることになりました。
どのような委員がいれば、議論が盛り上がるかを考え、ディスカッションドラマを作りなさい。

ディスカッションドラマですので、ディスカッションをして自分の意見を通すことが目的ではありません。
各自が役割を分担して、どうすれば議論が盛り上がるかを考えてください。

＜参考＞
それぞれの主張に多様性があった方が議論は盛り上がります。まず、どのような賛成、反対の意見があるかを
全員で考えましょう。統計を根拠とした論理的なものも、感情的な意見もそれぞれ必要です。

登場人物は地元の人間だけではなく、外部の有識者を入れてください。

さらに、誰が、どの順番で、どのような発言をすれば議論が盛り上がるかを考えてください。
議論がかみ合うだけが目的ではありません。わざと脱線させたり、その脱線にヒントがあったりするかもしれま
せん。正しい結論を導き出す必要はありません。

実施問題②

2021年度学校推薦型選抜（指定校選抜S・公募選抜S）

以下の題材で、ディスカッションドラマ（討論劇)を創りなさい。

2021年も引き続き新型コロナウイルスが猛威を振るい、いよいよ本四架橋三本を封鎖するほか、航空便も停
止。四国へのフェリーなども生活物資の輸送以外は禁止となりました。
往来の禁止期間は、当面、一か月と発表されました。

この件について、賛成、反対、それぞれの立場からディスカッションドラマを作りなさい。

ディスカッションドラマですので、ディスカッションをして自分の意見を通すことが目的ではありません。各自が
役割を分担して、どうすれば議論が盛り上がるかを考えて、最後に、10分前後のディスカッションドラマを創っ
ていただきます。

＜参考＞
四国への人の往来を禁止した際のメリットとデメリットをよく考えてください。
さらに、誰が、どの順番で、どのような発言をすれば議論が盛り上がるかを考えてください。議論がかみ合うだ
けが目的ではありません。わざと脱線させたり、その脱線にヒントがあったりするかもしれません。

実施問題③
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以下の題材で、ディスカッションドラマ（討論劇)を創りなさい。

ディスカッションドラマというのは、文字通り、ディスカッション（議論）の様子をドラマにしたものです。
人の出入りや動きなどは、あまり必要ありません。

2040年、香川県の人口が50万人を切って、いよいよ県としての機能を維持することが難しくなりました。
そこで、戦後初めて、都道府県単位での合併が行われることになりました。

では、香川県は、どこと合併したらいいでしょうか？
最低三つ以上の合併案を考え、ディスカッションドラマを作りなさい。

ここは香川県庁内で、この問題を扱うための諮問委員会だと考えてください。

どのようなメンバーが必要かを考えてください。
発表の際には、それぞれの立場で、それぞれが推す案をもって発言をしてください。
県内のどんな立場の人が、どのような案を出すかをよく考えてください。

＜参考＞
それぞれの主張に多様性があった方が議論は盛り上がります。まず、どのような賛成、反対の意見があるかを
全員で考えましょう。統計を根拠とした論理的なものも、感情的な意見もそれぞれ必要です。

登場人物は地元の人間だけではなく、外部の有識者を入れてください。

さらに、誰が、どの順番で、どのような発言をすれば議論が盛り上がるかを考えてください。議論がかみ合うだ
けが目的ではありません。わざと脱線させたり、その脱線にヒントがあったりするかもしれません。
正しい結論を導き出す必要はありません。

実施問題①

以下の題材で、ディスカッションドラマ（討論劇)を創りなさい。

ここは2030年の政府の諮問委員会です。
自動車の自動運転の導入について、ディスカッションドラマを作りなさい。

自動運転にはどのようなメリットとデメリットがあるかを考えて議論を盛り上げてください。

ディスカッションドラマですので、ディスカッションをして自分の意見を通すことが目的ではありません。各自が
役割を分担して、どうすれば全体のパフォーマンスが上がるかを考えて、最後に、10分前後のディスカッション
ドラマを創って発表していただきます。

＜参考＞
実現の可能性のない突拍子もない案を主張する人がいてもかまいません。

誰が、どの順番で、どのような発言をすれば議論が盛り上がるかを考えてください。議論がかみ合うだけが目
的ではありません。わざと脱線させたり、その脱線にヒントがあったりするかもしれません。

実施問題②

2020年度推薦入学綜合選考（指定校制S・公募制S）
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2020年度推薦入学綜合選考（指定校制S・公募制S）

これから皆さんに、一つの授業プログラムを創ってもらいます。

以下の題材で、授業の指導案を創りなさい。

善通寺市内の幼稚園で、親子で参加できる食育をテーマにした特別授業を行うことになりました。
その指導案を考えてください。

授業の時間は、100分を想定してください。
対象は5歳児(年長組)です。
児童数は20名です。

・善通寺市、あるいは香川県の特質を生かしたものにしてください。
・親子で参加できるものにしてください。

最後に、10分程度でプレゼンをしていただきます。
幼稚園の園長先生や、教育長さんに向けてのプレゼンだと想定してださい。
プレゼンの際は、全員が何らかの役割を果たして説明をするようにしてください。

時間配分や役割分担を、しっかり考えてください。

実施問題③
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以下の題材で、ディスカッションドラマ（討論劇)を創りなさい。

皆さんは、善通寺市役所に就職し、入所早々、市長から、2020年東京オリンピックの合宿地として、どこかの
国の、どこかの競技チームを必ず誘致してくるように厳命を受けました。

各自が、自分が推薦したい競技と、できれば、どこの国を呼びたいかを決めて議論をしてください。

ディスカッションドラマですので、ディスカッションをして自分の意見を通すことが目的ではありません。各自が
役割を分担して、どうすれば議論が盛り上がるかを考えて、最後に、10分前後のディスカッションドラマを創っ
ていただきます。

＜参考＞>
それぞれの国と競技に、一長一短があればあるほど議論は盛り上がります。まず、どの競技、どの国を候補にす
るかを全員で考えましょう。 さらに、誰が、どの順番で、どのような発言をすれば議論が盛り上がるかを考え
てください。議論がかみ合うだけが目的ではありません。わざと脱線させたり、その脱線にヒントがあったりす
るかもしれません。

実施問題①

香川県をＰＲする映画を撮影することになりました。
皆さんはプロデューサーとしてキャスティングの権限を握っています。

予算は考えなくていいので、好きな俳優を選んで映画の構想を考えてください。
出演者の数は、各グループの人数と同数とします。

最後に、スポンサーである香川県知事に向けて、プレゼンをしてもらいます。
その際には、以下の条件を満たしてください。

全体のストーリーを紹介してください。
各自、一人ずつ、どの俳優を選んだかとその理由を述べてください。

60分で完成させなければなりません。時間配分や役割分担を、しっかり考えてください。

プレゼンの時間は、5分から12分としてください。

実施問題②

2019年度推薦入学綜合選考（指定校制S・公募制S）

香川県を舞台に、「赤ずきんちゃん」を題材にして、紙芝居を創りなさい。

小学校1年生くらいを対象として想定してください。

内容を、現代風にアレンジしてもかまいません。
香川県の特色も出してください。
いまの小学生が楽しめる作品にしてください。

発表の際は、ナレーターや赤ずきん、おおかみなど、それぞれの役を決めて、全員が何かの台詞を言うように構
成してください。

60分で作品を完成させなければなりません。時間配分や役割分担を、しっかり考えてください。

発表の時間は、5分から12分としてください。

実施問題③
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資料として提供されたのは、昨日の新聞各紙です。
各紙を比較しながら、自分たちで、新聞の第一面を構成して、配付されているスケッチブックに、そのスケッチ
を書いてください。 全員で協力して、一枚の紙面を構成してください。

スケッチブックに書くのは、見出しと、記事の割合だけのラフなスケッチでかまいません。細かい記事(文書)ま
では書かなくていいです。 ただし、全体に、新聞らしいレイアウトは保ってください。

最後に、作られた紙面について発表をしてもらいます。 発表の際は、それぞれが担当する記事を決めて、その
内容を簡潔に報告してください。 また、司会を一人立てて、ニュースの重要度の比較が分かるようにしてくだ
さい。

時間配分や役割分担を、しっかり考えてください。

発表の時間は、５分から12分としてください。

わかりにくい課題かと思いますが、この課題が、どんな内容を要求しているかを読み解くことも含めて入学試
験だと考えてください。

実施問題①

皆さんは、四国学院大学を卒業して丸亀市役所に勤めることになりました。 丸亀市としては、もっと海外から
の観光客を増やしたいと考えています。

香港の国際観光見本市で、丸亀市のアピールをする機会ができました。10分間の紙芝居を使ったプレゼンテー
ションを考えてください。

なお、丸亀市以外の市の方がやりやすいということなら、他の市を選択してもかまいません。必ず、どこかの市
町村単位としてください。香川県といった都道府県単位はダメです。

最後に、10分以内でプレゼンテーションをしてもらいます。プレゼンテーションは日本語でかまいません。もち
ろん英語や中国語を使ってもかまいません。 プレゼンテーションの際は、役割分担をして全員が何らかの発言
をするようにしてください。

実施問題②

2018年度推薦入学綜合選考（指定校制S・公募制S）

これから皆さんに、ディスカッションドラマを創ってもらいます。 ディスカッションドラマというのは、文字通り、
ディスカッション（議論）の様子をドラマ(劇)にしたものです。人の出入りや動きなどは、あまり必要ありません。

＜問題＞ 以下の題材で、ディスカッションドラマ（討論劇)を創りなさい。

2025年、小豆島にカジノを中心とした大型リゾート施設を建設する計画が持ち上がりました。ここは、小豆島
町内に設けられた検討委員会です。 司会者、推進派、中立派、反対派に分かれてディスカッションドラマを創り
なさい。

ディスカッションドラマですので、ディスカッションをして自分の意見を通すことが目的ではありません。各自
が役割を分担して、どうすれば議論が盛り上がるかを考えて、最後に、10分前後のディスカッションドラマを
創っていただきます。

＜参考＞ それぞれの主張に多様性があった方が議論は盛り上がります。まず、どのような賛成、反対の意見
があるかを全員で考えましょう。 統計を根拠とした論理的なものも、感情的な意見もそれぞれ必要です。

さらに、誰が、どの順番で、どのような発言をすれば議論が盛り上がるかを考えてください。議論がかみ合うだ
けが目的ではありません。わざと脱線させたり、その脱線にヒントがあったりするかもしれません。

実施問題③
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香川県を舞台に、「浦島太郎」を題材にして、紙芝居を創りなさい。

小学校1年生くらいを対象として想定してください。

内容を、現代風にアレンジしてもかまいません。 特にラストシーンが原作のままでいいかは、よく議論してくだ
さい。いまの小学生が楽しめる作品にしてください。

発表の際は、ナレーター、浦島太郎、亀、乙姫など、それぞれの役を決めて、全員が何かの台詞を言うように構
成してください。

60分で作品を完成させなければなりません。時間配分や役割分担を、しっかり考えてください。

発表の時間は、５分から12分としてください。

実施問題①

あなたはいま、四国学院大学の二年生です。 高校時代に短期留学をしていた韓国から、その時の友人男女四
名が、香川県に旅行に来ました。

友人たちを楽しませるために、三泊四日の旅行計画を作りなさい。

到着も出発も髙松空港です。 移動は、基本的に公共交通機関とします。レンタカーは使えませんが、レンタサイ
クルは可とします。

季節や日程は自由に決めていいです。 宿泊、食事など、できる限り細かい計画を立ててください。

最後に、10分以内で、計画のプレゼンテーションをしてもらいます。 プレゼンテーションの際は、役割分担をし
て全員が何らかの発言をするようにしてください。

実施問題②

2017年度推薦入学綜合選考（指定校制S・公募制S）

これから皆さんには、ディスカッションドラマ（討論劇）を創ってもらいます。 ディスカッションドラマというの
は、文字通り、ディスカッション（議論）の様子をドラマにしたものです。人の出入りや動きなどは、あまり必要あ
りません。

＜問題＞ 以下の題材で、ディスカッションドラマ（討論劇)を創りなさい。

2040年を目処に、四国に新幹線を通すことになりました。 しかし、その経済効果を疑問視する声もあります。
新幹線誘致賛成派、反対派、条件付き賛成派、フル規格派、ミニ新幹線派、無関心派などに別れてディスカッ
ションドラマを創りなさい。

ディスカッションドラマですので、ディスカッションをして自分の意見を通すことが目的ではありません。各自が
役割を分担して、どうすれば議論が盛り上がるかを考えて、最後に、10分前後のディスカッションドラマを創っ
ていただきます。
60分しかありませんので、時間の使い方をよく考えてください。

＜参考＞
それぞれの主張に、一長一短があればあるほど議論は盛り上がります。たとえば新幹線は利便性が高いですが、
地元の費用負担が大きく、ストロー効果も懸念されます。 どの路線を通すかでも意見は分かれるでしょう。
まず、役割分担を全員で考えましょう。

さらに、誰が、どの順番で、どのような発言をすれば議論が盛り上がるかを考えてください。議論がかみ合うだ
けが目的ではありません。わざと脱線させたり、その脱線にヒントがあったりするかもしれません。

実施問題③
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どうすれば四国学院大学の受験者が増えるかを、皆さんで考えてください。

様々なアイデアのうち、三つに絞って、最後に10分以内でプレゼンテーションをおこなってください。 プレゼン
テーションの際は、役割分担をして全員が何らかの発言をするようにしてください。

ユニークなもの、すぐにでも実現可能な現実的なものなど、三つのアイデアがバラエティーがあった方がいいと
思います。

プレゼンテーションは、四国学院大学の学長向けに行うものと想定してください。

いいアイデアがあれば、来年度から採用させていただきます。

実施問題④

2017年度推薦入学綜合選考（指定校制S・公募制S）
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以下の題材で、ディスカッションドラマ（討論劇)を創りなさい。

2020年の東京五輪では、追加種目が認められることになっており、現在、五つのスポーツが候補として残っ
ています。この中から国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が種目を決定します。その交渉の過程をディスカッション
ドラマにしなさい。

登場する人物は、各競技の団体の代表者

・野球、ソフトボール
・空手
・ローラースポーツ（スケートボード）
・スポーツクライミング
・サーフィン

他に議長役を、必ず一人、登場させてください。 これまでの選考の過程で候補から落ちた他の競技を登場さ
せてもかまいません。

それぞれの登場人物は自分の意見を主張すると共に、他の人、他の団体について的確な攻撃を加えてください。
その攻撃に対して、反論も考えてください。 また議論の最中に、妥協案を提案する人などがあってもかまいま
せん。 誰が、どのタイミングで発言すると面白くなるかをよく考えて、発言の順番を決めてください。 最終的
に残る種目は、三種目程度と仮定してドラマを作ってください。 最後に結論を出す必要はありません。

発表の時間は、８分から15分としてください。

発表の際には、部屋にある画用紙を使って名札を作り、各スポーツ団体の名前を書いてください。

実施問題①

以下の題材で、ディスカッションドラマ（討論劇)を創りなさい。

先日、TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）が、長い交渉の末、大筋合意に達しました。しかし、この協定に関し
ては、国内にも賛否両論、様々な議論があります。

TPPに関して、それぞれの利害関係者を代表する登場人物を考え、この協定を巡るディスカッションドラマを
創りなさい。 登場する人物は、たとえば、

・TPP反対の農業関係者
・TPPに条件付き賛成の農業関係者
・TPP賛成の企業
・TPP反対の企業
・TPPに条件付き賛成の企業（複数でも可）
・アメリカ人、オーストラリア人、ベトナム人など各国の人
・その他

他に議長役を、必ず一人、登場させてください。

それぞれの登場人物は自分の意見を主張すると共に、他の人、他の団体について的確な攻撃を加えてください。
その攻撃に対して、反論も考えてください。 また議論の最中に、妥協案を提案する人などがあってもかまいま
せん。 最後に結論を出す必要はありません。 誰が、どのタイミングで発言すると面白くなるかをよく考えて、
発言の順番を決めてください。

発表の時間は、８分から15分としてください。

発表の際には、部屋にある画用紙を使って名札を作り、利害関係者の名前を書いてください。

実施問題②

2016年度推薦入学綜合選考（指定校制A・公募制B）
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以下の題材で、ディスカッションドラマ（討論劇)を創りなさい。

2030年、日本の財政状況はさらに悪化し、ついに債務不履行（デフォルト）を宣言する直前まで進みました。
日本国政府は国際通貨基金（IMF）からの支援を受け入れることとなり、その条件として厳しい財政健全化策
をとることとなります。 国際通貨基金からの要請の一つに、多大な維持費がかかる本四架橋のうち二本を廃
止し、一本だけを残すという提案がありました。

関係各県を代表して、どの橋を残すかを議論するディスカッションドラマを創りなさい。 登場する県は、香川
県、徳島県、愛媛県、兵庫県、岡山県、広島県になります。 （六人の班の場合は、県を一つ減らしてください）
他に議長役を一人登場させてください。

各県の代表は自分の県に関係する橋を残すための意見を主張すると共に、他の県、他の橋について的確な攻
撃を加えてください。 その攻撃に対して、反論も考えてください。 また議論の最中に、妥協案を提案する県
などがあってもかまいません。 最後に結論を出す必要はありません。 誰が、どのタイミングで発言すると面白
くなるかをよく考えて、発言の順番を決めてください。

発表の時間は、８分から15分としてください。

発表の際には、部屋にある画用紙を使って名札を作り、各県の名前を書いてください。

実施問題③

「桃太郎」を題材にして、紙芝居を創りなさい。

小学校2年生くらいを対象として想定してください。

内容を、現代風にアレンジしてもかまいません。 特にラストシーンが、原作のままでいいかは、よく議論してく
ださい。
いまの小学校二年生が楽しめる作品にしてください。

発表の際は、ナレーター、桃太郎、犬、猿、キジなど、それぞれ役を決めて、全員が何かの台詞を言うように構成
してください。

60分で作品を完成させなければなりません。時間配分や役割分担を、しっかり考えてください。

発表の時間は、5分から12分としてください。

実施問題④

2016年度推薦入学綜合選考（指定校制A・公募制B）
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