
【解　説】
問一�　他の入試方式と共通する漢字の書き取り問題で

す。平均７割ほどの正答率でした。ｂは複数の表
記がありますが、「敵」を正確に書けない誤答が目
立ちました。ｃは「安普請」のように一般的に用い
られる語ですが、正答はわずか１割でした。ｄの誤
答のほとんどは「敷」の「甫」に「ヽ 」のないも
のです。

問二�　論理展開に注意し、副詞と接続詞を補う問題で
す。それぞれの文や段落が文章の中でどのような
役割を果たしているのか、正確に読み取る必要が
あります。全体的によくできていました。多かった誤
答は、Ⅰをア（ところが）、Ⅱをウ（もちろん）とする
例です。Ⅰの前後の文は論理の方向性が同じです
から、逆接の接続詞は当てはまりません。Ⅱの前後
の文は順接で、かつ物事の順序について述べてい
ますから、「そして」を用いるのが適切です。

問三�　文脈から単語の意味を類推する問題です。評
論文やエッセイに頻繁に用いられる外来語ですか
ら、知っていれば難しくはありません。平均５割の
正答率でした。Ａ（モチーフ）は、ア（発見）と
する誤答が目立ちました。正答率が最も低かったの
はＢ（カリカチュア）ですが、後文の「諷刺文学ふ
うに書きのこした」から類推すれば、おのずと正解
（戯画）が導き出せるでしょう。Ｃ（シニカル）はよ
くできていました。

問四�　文章を記述どおりに読み解く問題です。見たとこ
ろ選択肢はどれも本文に合致するようですが、本
文の意図からずれているもの、本文にない内容の
混じったものが含まれています。二つとも正答でき
た人は６割程度です。誤答に多かったのはエ、イ
です。エの「善意に対して悪意をもって応対する」
は、本文の意図する「善意が悪意に受け取られる」
と意味合いが異なります。イについて、本文は要
するに「相手が熱心に誘うので、こちらも仕方なく
付き合う」と述べていますが、選択肢のように「相
手の機嫌を取るため」とは記していません。

問五�　文や段落の論理関係を正確に読み取り、自分の
言葉で説明する問題です。正答は３割程度でした。
著者は「人間関係には今も昔もあまり進歩がない」
ことを示すため、二千年以上前に書かれたテオフ
ラストスの文章を引用し、古代の人間観察がその
まま現代に通用することを読者に確認させています。
「古代（二千年以上前）」「現代（現在）」「通
用」の三点がおさえられ、文字数と表現が適切で

出題のねらい

 一
【解　答】（50 点）

問一 a 近隣 b 素敵（素適・素的も可）
c 普請 d 屋敷 e 宿命　�（各 2点× 5）

問二 Ⅰ イ Ⅱ エ Ⅲ ウ Ⅳ ア
（各 3点× 4）

問三 Ａ ウ Ｂ エ Ｃ ア　　　（各 2点× 3）
問四 ウ・オ� （各 2点× 2）
問五 二千年以上前に書かれた人間観察が、現在に

も百パーセント通用するから。� （5 点）
問六 いったん解かれた問題が次の世代に継承されること。

� （5 点）
問七 いつの時代～ていない。� （4 点）
問八 イ� （4 点）

一般前期の国語は、現代文（論理的文章）１題と
古文１題からの出題です。

一の現代文（論理的文章）は加藤秀俊（1930-）『人
間関係』から出題しました。本書には「理解と誤解」
と副題が付けられています。自分の思いがうまく伝
わらず、相手に誤解されて残念な気持ちになる。そ
うした経験は誰にでもあるのではないでしょうか。
漢字を多用しない著者の文章は柔らかく、論理も明
快です。大まかに内容をつかむのは難しくありませ
んが、それだけでは不十分です。各段落がどのよう
な役割を持ち、前後の段落とどのように論理的につ
ながっているのか、正確に読み解く力を問うのが出
題のねらいです。

二の古文は『和泉式部日記』から出題しました。
作者の和泉式部は恋人の「宮」（帥宮敦道親王）がな
かなか訪ねに来てくれないことに思い悩みます。二
人の交流は主に和歌のやりとりによって進みます。
現代と違って、すぐに連絡がとりあえるわけではあ
りません。「宮」は親王（天皇の息子）であり、相当
に身分が高いので、その恋も思い通りにはならない
のです。だからこそ「宮」から和歌が届くと、和泉
式部は「自分は忘れられていなかった」と喜びますし、
そうした体験をよりどころとして自らの境遇を堪え
忍ぶのです。本文はやや難解ですが、そのぶん注を
増やしていますので、それとあわせて読解する必要
があります。注には多くのヒントが隠されています。
問題自体はきわめて基礎的なものばかりです。高校
の授業で学んだ知識をひとつひとついかせるかどう
かがポイントです。
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あれば正答です。最も多かったのは「つぎの文章
は、現代の人間関係のみごとなカリカチュアになっ
ているから。」（34 字）のような例ですが、「古代」
と「現代」の対比に触れていないため減点としま
した。加点しなかった誤答例に、「なぜなら」より
始まる一段を要約して「人間の歴史を振り返ってみ
ても、人間関係にはあまり進歩がないから。」（32字）
とするものが目立ちました。「なぜなら」の一段は、
古代の人間観察が現代にもそのまま当てはまるのが
「なぜ重大な問題なのか」、その理由を説明して
います。誤答例を設問に当てはめると、「歴史を振
り返っても人間関係にはあまり進歩がないから」「人
間関係には今も昔も進歩がないと分かる」のように、
同語反復になってしまいます。

問六�　論旨を正確に理解し、自分の言葉で説明する問
題です。正答は約半数でした。「問題解決の積み
かさね」とは、発見した問題解決の方法を次世代
に継承し、その知識を蓄えてゆくことです。「問題
の解決」と「次世代への継承」の関係が適切に
説明され、文字数と表現が適切であれば正答です。
最も多かった誤答は「問題を解決しないまま、次
世代に継承すること。」（22 字）のような、本文の
論旨と正反対の例です。

問七�　論理の展開を適切に把握した上で、各文の関係
を正確に読み取る問題です。完結した一文を抜き
出す問題ですので、句読点を含まない解答は減点
です。誤答で目立ったのは、「ギリシア人と現代人
はまったくおなじ事態のなかに生きているのである。」
（33 字）、「人間と人間の問題は、どうやら人類に
とって永遠の問題であるらしいのである。」（36 字）
の二つです。前者は文の一部分であり、かつ設問
の「問題解決の積みかさねがききにくい」理由の
説明になっていません。古代人と現代人が同じ事
態に生きているとしても、人間関係を解決する知恵
を現代人が持っているならば、「問題解決の積み
かさね」はきいてしまいますね。後者は、「永遠の
問題である」から「問題解決の積みかさねがききに
くい」としていますが、本文の論理に従えば、むし
ろ「問題解決の積みかさねがききにくい」から「永
遠の問題である」と読み解くべきでしょう。

問八�　全体の趣旨を適切に把握した上で、個々の記述
を正確に読み解く問題です。正答率は７割で、多
かった誤答はエです。人間関係についてあれこれ
思い悩むのは「滑稽にもみえる」と本文に記され
ていますが、その直後、「しかし」人間はその問
題を離れることはできない、と述べています。本文

は「人間関係は永遠の問題である」と主張してい
るのであって、「人間は滑稽だ」と断定しているの
ではありません。

二
【現代語訳】
　こうしているうちに、秋の七月になった。七日、色恋ご
とが好きな男たちから、織女とか彦星とかいうことなどを
詠んだ恋歌が多くきたけれど、目にも入らない。「こうし
た折には、宮様（敦道親王）が時機をのがさず歌を贈っ
てくださったものなのに、ほんとうに私のことをお忘れに
なってしまったのだ」と思っていたそのときに、宮から御
手紙がある。見ると、ただ次のように一首だけ、
「思ひきや……（今まで考えてみたこともありましょうか。
織女星にわが身がなった思いで、天の河原を物思いに
ふけって眺めるようになろうとは。年に一度の出会いもか
なわぬ身です）」
と書いてある。「そんなお歌でもやはり、七夕をお見過し
にならなかった」と思うにつけても、心がひかれて、
「ながむらむ……（宮様が眺めていらっしゃるという空さ
え見る気になれません。御身を擬された織女星から嫌わ
れるほどのわが身と考えますと、悲しくて）」
と書いたのをご覧になるにつけ、宮はやはり女への思い
を捨てることなどできないと思われる。
　月末のころに、宮から、「ひどくごぶさたしてしまいまし
たが、どうして時々でもお便りをくださらないのですか。
私など人並の数に入れておられないようですね」と言っ
てこられたので、女は、
「寝覚めねば……（物思いの寝覚めをなさらないから、
お耳に入らないのでしょう。君をお招きする荻風 ( おぎ
かぜ ) は、秋の夜ごと吹かないことがありましょうか）」
　こうして二日ほどたって、夕暮に、突然宮がお車を引
き入れて、降りられたので、まだ夕暮どきにお目にかかっ
たことがないから、ひどくきまりわるく思ったけれど、どう
しようもない。宮は何ということのないお話などなさって、
お帰りになった。
　その後、何日かたったのに、ひどく待ち遠しい気持に
なるまで何とも言っておいでにならないので、
「くれぐれと……（沈んだ気持ちで夕暮をむかえ、宮様
に見捨てられた秋の何日かが過ぎるにつれて、よくわか
りました。秋の夕暮は不思議なほど恋心に駆られるとい
うことが）
なるほど人というものは」と申しあげた。宮からの御手
紙は、「このところ、ごぶさたしてしまいました。けれども、
人はいさ……（あなたのほうこそどうでしょうか、私は時
が過ぎても忘れはしませんよ。この間秋の夕暮にお逢い
したときのことを）」
と書いてある。思えばとりとめもなく、頼みになるはずも
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ないこうしたかりそめの和歌のやりとりによって、宮様と
の仲を慰めて暮しているというのも、考えてみれば驚きあ
きれる気持ちである。

【解　説】
問一�　月の異名は古典常識の一つです。七月の異名

は「ふみづき」「ふづき」等ですが、正答率は５
割程度で、「かんなづき」（十月）「うづき」（四月）
等の誤答が目立ちました。

問二�　空欄部の直前に「思ふほどにぞ」とあります。
係助詞の「ぞ」が使われていますので、係り結び
の法則によって、動詞「あり」は連体形の「ある」
に活用します。これも基礎的な問題ですが、正答
率は５割程度で、「あり」「あれ」などの誤答が見
られました。

問三�　助動詞の意味の判別にはいくつかの方法があり
ます。その一つは助動詞の上に接続している動詞
等の活用形を見ることです。「ぬ」の場合、上の
動詞が未然形なら打ち消しの助動詞「ず」が連
体形「ぬ」に活用したもの、連用形なら完了の助
動詞「ぬ」の終止形と判別できます。波線部ア～
エのうち、未然形と接続しているのはイの「おぼさ
ぬ」しかありませんので、これが正解だとわかります。

問四�　基本的な古典単語の意味を問う問題です。ｅ「聞
こえたり」は古典語と現代語とで意味が異なります
ので、注意が必要です。

問五�　古典文では主語が省略されることが多くありま
す。尊敬語が使われている場合、その文章で天
皇や大臣等が登場していれば、主語はその人だと
見当がつけられます。この文章で最も身分が高い
人物は誰でしょうか。そうしたことに加え、二重傍
線部ｃの直前に「宮の過ごさず」とあることに気づ

けば、正解はウの「宮」しかありません。

問六�　この問題は難しかったようで、正答率は１割以下
でした。ポイントは傍線部①の直後に「と思ふも、
をかしうて」とあることです。つまり和泉式部は「を
かし」と思ったわけです。古語辞典を見れば「を
かし」には「おもしろい」「趣がある」「すばらしい」
等の意味が載っているはずです。「をかし」は何
かに対し良い印象を抱いたことを示す表現です。し
たがって正解はイ「おかしさ」かエ「うれしさ」に
絞れます。ではなかなか会えない恋人から和歌が
届いた、自分は忘れられていなかったのだ、と女が
気づいたとき、どう思うでしょうか。こうした文脈を
たどると、正解はエだということになります。誤答と
してはウ「悲しみ」が多く、まれにオ「疑念」が
ありました。「をかし」という古文単語の基本的な
意味をおさえることで、こうした誤答は避けられるは
ずですので、注意してください。

問七�　傍線部②「え思ひ放つまじうおぼす」の冒頭に
「え」とあることに気づくだけで、正解はイだとわか
ります。「え～ず」で「～できない」という意味に
なるからです。この問題は比較的やさしかったよう
で、６割ほどの正答率でした。

問八�　「下りさせたまへば」は「下り」「させ」「たまへ」
「ば」のように品詞分解できます。出題の意図は、
「たまふ」が尊敬の意味だと理解しているか、そ
して「たまへ」（「たまふ」の已然形）と「ば」が
組み合わさることで原因・理由等の意味になること
を知っているかを確認する点にありました。これら
の点がおさえられれば、正解は「（車から）降りら
れたので」だとわかります。「させ」は尊敬の助動
詞「さす」であり、「させ」「たまへ」で二重尊敬
の表現になっています。二重尊敬になっているのは、
主語が身分の高い「宮」だからです。正答率は
１割程度でした。誤答としては、「させ」を使役表
現だと誤解し「降りさせなさったので」としたもの、
現代語訳が「お下りなさった」という不自然な表現
になっているもの、「下り」という動詞を「参上す
る」「お出かけする」「お帰りになる」「座る」等、
別の動詞に置き換えてしまっているものなど、さまざ
まな解答がありました。古典の読解においても、基
礎がきわめて重要です。基礎をふまえて答えられる
よう心がけてください。

問九�　実はこれも基礎的な古文単語の意味を問う問題
です。選択肢の内容はどれも、和泉式部が「宮」
との恋について結局どう思っているかを述べていま

【解　答】（50 点）

問一 ふみづき
（「ふづき」「ふつき」「ふんづき」も�可）� （3 点）

問二 ある� （3 点）
問三 イ� （4 点）
問四 ｂ　イ　　ｄ　エ　　ｅ　ウ� （各 4点× 3）
問五 ウ� （4 点）
問六 エ� （5 点）
問七 イ� （5点）
問八 ( 車から ) 降りられたので� （5 点）
問九 エ� （5 点）
問十 ウ� （4 点）
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す。本文中でそれに該当するのは、末尾の「世
の中をなぐさめてあるも、うち思へばあさましう」と
いう箇所です。注に「世の中」という項目を掲げ、「男
女の仲。ここでは敦道親王と和泉式部の恋仲」と
あることは、参考になるはずです。和泉式部は「宮」
との恋仲について「あさまし」と思っている、では「あ
さまし」の意味は何でしょうか。古語辞典には「驚
きあきれる」という意味が載っているはずです。し
たがって正解はエです。正答率は４割程度で、イ
という誤答が目立ちました。「あさまし」は試験によ
く出題される単語ですので、ぜひしっかり覚えてお
いてください。

問十�　『和泉式部日記』と同じく平安時代中期（十一
世紀はじめごろ）に成立した作品は『源氏物語』
です。『竹取物語』も平安時代の作品ですが、は
じめて書かれた作り物語（フィクション）で、成立
時期はさかのぼります。『万葉集』は奈良時代、『方
丈記』『平家物語』は鎌倉時代の作品です。これ
も正答率は４割程度でした。
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