
 

 

 

 

 

 

平成２８年度 日本赤十字秋田看護大学 入学試験 

（推薦入学試験、社会人・学士等入学試験） 

 

 

応用力試験問題 

 

試験時間 90分（9時～10時 30分） 

 

 

試験開始の合図があるまではこの冊子を開いてはいけません。解答開始後、試験問題・解答用紙に

受験番号を記入してください。 

 

注 意 事 項 

１．試験中に、問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に気付いた場合

や、質問がある場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。 

２．配付された問題冊子と解答用紙は、持ち帰ってはいけません。 

３．試験終了後、指示があるまでは退室してはいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験番号  



 

 

Ⅰ．次の文章を読んで、問題に答えなさい。 

 

免疫不全症候群というか、それは今、非常に大きな問題です。もっとも身近には、毎春の花粉症か

らはじまって、アトピーやアレルギーまで、広く、深く、浸透している。僕はそれが「炭坑のカナリ

ア」みたいな問題なのではないかという気がしています。それは、きわめて深刻です。アレルギー体

質の子供が給食の食料のせいで亡くなるという痛ましい事故すら起きている。牛乳が飲めない子供だ

って増えています。 

 免疫というのは、自己の身体の内部で、自己－他者の認識システムを作動させて、自己を自己とし

てバランスさせる仕組みですが、それが崩れてしまう。自他の区別が今大きく揺らいでいる。その揺

らぎはもはや創造的な範囲にとどまらずに、破壊的なア）相貌を見せている。そしてその症状は、まさ

に自他を区別する境界そのものであるわれわれの皮膚の上に現れてくるわけですから。これは言いす

ぎかもしれませんが、われわれは「皮膚」でできた「井戸」のなかに生きている。「皮膚の井戸」、そ

れが身体。でも、その「皮膚」が今、痛みを発し、崩れかかっている。そこに時代のイ）徴候を見たい

のです。 

 今多くの人に身体面で起こっている、そして明らかにこれからもますます増加するであろう免疫系

の不全という問題を考えると、これはひょっとすると精神的な領域における自己と他者とのあいだの

同一化＝１）さいか  の不全という問題とどこかで通底しているパラレルな現象なのではないか。 

つまり免疫の機構とは、簡単に言えば、外から入ってきた異物に対して、同化不可能な悪いものは

殺して排除し、いいものは取り入れるという仕方で自－他の境界が２）こうちく されていく。そこに

は自そのものが生み出す、たとえばがん細胞といった異常な「自己」を「他者」として排除すること

も含まれている。どんな個体も、この取り入れと排除のシステムを備えていて、日々毎瞬間、細胞レ

ベルで膨大なオペレーションが行われることによって、われわれは、この境界領域をなんとか維持し

ているわけです。 

 でも、どういう理由かまったく本人には自覚のないような状態で、その免疫システムに不全が起き

る。マクロファージ（注）が自分の細胞を攻撃するようなことが起こる。そしてアレルギーやアトピー

の症状が起きる。こうした免疫不全的状況は、単に身体的な徴候であるだけではなく、そのまま、現

代という時代のわれわれ人間の存在論的な指標の現象のひとつとして考えることができないか、と思

うわけです。 

この問題が難しいのは、それを引き起こすプロセスがあまりにも複雑だということ。単純に「スギ

花粉があるから花粉症が起こる」というような完全に外在的な因果関係が成立しているわけではない。

スギ花粉は、間違いなく引き金ではあるけれど、しかしその処理そのものが、生体の全体にかかわる

過剰な反応を引き起こしているわけですから。ほかにもいろいろなアレルギーがあって、その一つひ

とつが、たくさんの因子のあいだの複雑な相互作用によって織りなされている。線的なプロセスでは

ない。つまり、毒が入ってその毒が細胞を殺したというような、原因－結果の単純な線的な関係式が

この免疫の問題に関してはあまりはっきりとは言えない状況がある。 

 それは、つねに時間のファクターを含んでいます。遅れとか、３）るいせき とか、そういうファク

ターが決定的で、それがゆえに機械的な世界観では対処が難しい。複雑系的な、無数のインターラク

ションがたくさん働いていて、しかしあるときそれがウ）顕在化するというような現象です。 

 さて、このような他者や異物に対して、昔のままの原理で対処しようとすると、やはりこの境界を

厚くするという方向に行くのではないか。皮膚を厚くして、浸透するものを防げば、自分の存在の安

全が守られるという方向。僕はそれが引きこもりだと思うんです。引きこもりというのは、自分の個 

（注）マクロファージ：細菌・異物などを細胞内に取り込み消化する力の強い大型の単核細胞 



 

 

室が過敏な自分を守る分厚い皮膚になると考えるわけですから。でも、同時に、現代では、その個室

に、インターネットがつながり、スマホが持ち込まれ、むしろ膨大な異物的情報が浸透してくる。引

きこもることによって、かえって浸透を受けやすくなる。そういう逆説が起きる。 

それに付け加えて言えば、目に見えない、たとえば PM２．5 という微粒子が大陸から飛来して大

量に降ってくる。あるいは、放射性物質が空中に４)ただよっている。まったく目に見えないものが、

空気とか水とか大地とか、われわれの生存の根源的条件であるものにすでに５）しんにゅうしているわ

けです。 

 そして、われわれがそれとして感覚できない仕方で、われわれの体内に取り込まれ、そしていつか、

時間の経過とともに、しかもまったく因果関係を直線的に把握できないような時間の経過とともに、

それが障害、症状として浮かび上がってくる。われわれの免疫システムや皮膚が、臨界を超えて、反

応しはじめる。しかもこの傾向は、もはや逆転はおそらくない。せいぜい現在進行している恐ろしい

ようなスピードをエ）緩和して、カーヴをゆるやかにしていくしかない。ここには、われわれの時代が

抱え込んだオ）前代未聞の恐ろしさがあります。 

 たとえば僕は空中の汚染物質のせいでアレルギーを起こしている。喘息（ぜんそく）のように、ほ

とんど呼吸困難に陥るような恐ろしい事態だって考えられる。でも、これをどう止めるのか、どう乗

り越えるのか、という問題は、簡単に個人のレベルだけでは解決がつかない。ステロイドを使う、そ

ういうことはある。しかし、それは、ある意味では、毒をもって毒を制すことにほかならず、またし

ても別の連鎖がそこからはじまったりする。かといって、原因物質を完全に取り除くなどということ

は、もはや不可能。そして、人類は、高度な科学＝化学技術を使って、毎瞬間にも、ホルモン剤やら、

抗生物質やら、農薬、劇薬、無数の物質をつくり出し続けている。人類というのは、生命的にではな

く、化学的に新しい物質をつくり出す動物である、と定義したいくらいです。ホモ・ケミカルスと言

うのかどうか、わかりませんが。そして、そのような人類自体が生み出すもので、人類が苦しむとい

う循環。この巨大なプロブレマティックに一体どう立ち向かったらいいのか、誰もはっきりとはわか

らない。 

 さらに極端なことを言えば、病院の下水から出て川に入る抗がん剤やホルモン剤などの影響で、河

川に棲む動物のオスが消えてしまうということも報告されている。全部、メスになってしまうという

ことです。 

いや、ただ「空気を吸っている」あるいは「水を飲んでいる」ということからはじまる、人間の個

人というスケールを超えた  というのは、一方では、超微細なミクロのレベル、そして他方では、

それが地球規模で進行しているというマクロのレベル  二重のレベルで進行する問題と、僕のささ

やかなアレルギーがつながっている。そこに、単に、個人を単位とした自我や他者の近代的なフレー

ムを超えていかなければならない重要な歴史的根拠があると言いたいわけです。 

 その場合、ともかく滅菌・殺菌の無菌状態にして対処するという外部性の論理に基づくロジックは

どこかでもう行き詰まっているのではないか。つまり外部の異物を排除することによって自己が守ら

れるという近代的な考え方  その極限的な例がアウシュヴィッツだったと思います（それがある種の

「科学の思考」とリンクしていたことは確かでしょう）  をもう一度見直さなければならない。 

 たとえば無菌状態で子供を育ててしまうと、もう無菌状態以外のところでは生きられない子供にな

ってしまう。つまり、宇宙船のなかでしか生きられなくなる。大地というものが失われてしまうので

す。今、そのような、人間にとっての根源的な「大地」が問題になってきている。そして、「大地」と

は、同時に、人間の身体においては、皮膚でもあるのです。 

 

        （小林康夫著 『君自身の哲学へ』大和書房、2015年 4月、部分削除して編集） 



 

 

 

問題Ⅰ．以下の設問１～５に答えなさい。 

設問ごとに、解答の選択肢として 1～16あります。この中から正解と思われる番号を１つだ

け選び、解答用紙に記入すること。（例：1）２つ以上記入すると不正解となります。 

 

 

設問１ 「炭坑のカナリア」みたいな問題にあたるのはどれか。 

 

a. アレルギー  b. PM2.5  c. 引きこもり  d. 河川の生物のメス化 

 

1.  a           2.  b        3.  c             4.  d 

5.  a,b         6.  a,c       7.  a,d           8.  b,c 

9.  b,d        10.  c,d      11.  a,b,c         12.  a,b,d 

13.  a,c,d      14.  b,c,d     15.  a,b,c,d       16.  該当なし 

 

 

 

設問２ 現代の免疫不全症候群の特質にみられるものはどれか。 

 

 a. 引き起こすプロセスは原因―結果の直線的関係である。 

 b. 滅菌・殺菌の無菌状態にして対処する。 

 c. 精神的な領域の自己―他者の認識システムの不全に通じる。 

 d. 免疫の問題には、時間のファクターが含まれている。 

 

1.  a           2.  b        3.  c             4.  d 

5.  a,b         6.  a,c       7.  a,d           8.  b,c 

9.  b,d        10.  c,d      11.  a,b,c         12.  a,b,d 

13.  a,c,d      14.  b,c,d     15.  a,b,c,d       16.  該当なし 

 

 

 

設問３ 人間の心身に発現する免疫系の問題に対する筆者の認識に近いものはどれか。 

 

 a. 身体は皮膚の井戸で、その皮膚が崩れかかっている。 

 b. 現代は、免疫システムの不全傾向の進行を緩和させるだけである。 

 c. 人類は、高度な科学＝化学技術を使って作り出す新しい物質に苦しめられる。 

 d. 他者や異物に対して、自己を安全に守るうえで境界の厚さは重要である。 

 

1.  a           2.  b        3.  c             4.  d 

5.  a,b         6.  a,c       7.  a,d           8.  b,c 

9.  b,d        10.  c,d      11.  a,b,c         12.  a,b,d 

13.  a,c,d      14.  b,c,d     15.  a,b,c,d       16.  該当なし 



 

 

 

設問４ 心身の免疫システムの不全に関係する現象の説明で正しいのはどれか。 

 

a. 空中の汚染物質によりアレルギー反応が発症する。 

b. 病院の排水に混じる抗癌剤やホルモン剤などにより、流域河川の生物がメス化する。 

  c. マクロファージの体内増殖で、がん細胞を排除できる。 

  d. 無菌状態で生育した子供は、一般の社会では汚れなく生きられる。 

 

1.  a           2.  b        3.  c             4.  d 

5.  a,b         6.  a,c       7.  a,d           8.  b,c 

9.  b,d        10.  c,d      11.  a,b,c         12.  a,b,d 

13.  a,c,d      14.  b,c,d     15.  a,b,c,d       16.  該当なし 

 

 

 

設問５ 「今、そのような、人間にとっての根源的な『大地』が問題になっている。」と述べてい

るが、筆者の問題意識にあるものはどれか。 

 

 a. 先人の経験や知恵をもっと生かして問題解決に取り組む。 

 b. アトピーやアレルギーの症状と引きこもりや無菌状態で育つ子供の問題は根源的に共通である。 

c. 環境汚染や環境破壊を生む原因物質の排出規制が弱い。 

 d. 問題への認識や対処方法は、個人を単位とした自我―他者の近代的な考え方をもはや超えてい    

  る。 

 

1.  a           2.  b        3.  c             4.  d 

5.  a,b         6.  a,c       7.  a,d           8.  b,c 

9.  b,d        10.  c,d      11.  a,b,c         12.  a,b,d 

13.  a,c,d      14.  b,c,d     15.  a,b,c,d       16.  該当なし 

 

 

 

 

問題Ⅱ．文中下線部の 1）～5）のひらがなを漢字になおし、また下線部のア）～オ）の漢字の読みを

解答用紙に書きなさい。 

 

 

 

 

問題Ⅲ．東日本大震災のような大災害に遭遇したときに、あなたは「いのち」と「人の尊厳」を守る

ためにどのような行動をとるのが良いと思いますか。場面を想定して 400字以内で横書きで述

べなさい。 

 



 

 

受験番号  

 

 

 

平成２８年度 日本赤十字秋田看護大学 入学試験（推薦入学試験、社会人・学士等入学試験） 

 

応用力試験 解答用紙 

 

 

 

 

問題Ⅰ．設問ごとに、正解と思われる選択肢番号を１つ書きなさい。 

設問１ 設問２ 設問３ 設問４ 設問５ 

     

 

 

 

 

 

 

問題Ⅱ．下線部の１）～５）のひらがなを漢字になおし、また下線部のア）～オ）の漢字の読みを書

きなさい。 

１）さいか ２）こうちく ３）るいせき ４）ただよ（っ

て） 

５）しんにゅう 

    

 

    （って） 

 

ア）相貌 イ）徴候 ウ）顕在化 エ）緩和 オ）前代未聞 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

受験番号 
  

 
 

 

 

 

 

 

問題Ⅲ．東日本大震災のような大災害に遭遇したときに、あなたは「いのち」と「人の尊厳」を守る

ためにどのような行動をとるのが良いと思いますか。場面を想定して 400字以内で横書きで述べな

さい。 
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400 


