
　一は、宮本輝の第一エッセイ集『二十歳の火影』に
収録された「花火のあと」から出題しました。作者は、
叙情性に富んだ文体でストーリー性のある作品世界を
構築することに定評のある小説家ですが、エッセイに
もその文学的力量は存分に発揮されています。幼い日
に、川縁で母と見た花火の思い出をたどり、その感慨
を綴る前半部、大病による入院を余儀なくされ生と死
を見つめながら病室で過ごす日々の思いを綴る後半
部、この両者を冒頭部で引用した芥川龍之介作品の一
節がつなぎます。問題は、こうした文全体の構造が把
握できているか、個々の段落に示される作者の思いの
読み取りができているかどうかを中心に設問していま
す。また、より多くの文章や作品に触れることによっ
て得られる言葉の使用法や文学史への基礎知識を確認
する問題も設定してあります。

　二は『大鏡』「太政大臣頼忠」からの出題です。入
道殿藤原兼家が大堰川に逍遥した折に、三つの船を浮
かべて遊んだ際の出来事で、中心となる人物は大納言
藤原公任です。藤原兼家が何と言い、藤原公任が詠ん
だ和歌の意味、そしてその後の公任の言った言葉の意
味がどれだけ正確に読み取れるかがポイントとなりま
す。登場人物は少ないので、誰の発話かを押さえなが
ら内容を吟味してみましょう。問題は、古文の基本的
な語彙、文法、文脈、文学史の問題を出しました。基
礎的な知識を活かして、どれだけ文脈を正確に読み取
れるかを問うています。

出題のねらい

【解　説】
問一�　漢字問題は、全体的にはよくできていました。た

だし、完全解答がかなった受験生はそれほど多くあ
りません。本学の国語問題は漢字の配点比率が高
く、確実に出題されるものでもあります。出題範囲

は常用漢字表に準拠していますので、「漢字検定」
の２級と重なります。日頃から漢字の学習には力を
入れた学習計画を立ててください。誤答として目立
つのは、ｄ「去来」の「去」を「虚」、「拠」とし
たもの、ｅ「油断」の「油」を「由」、「断」を「段」
と書いてしまったものなどでした。

問二�　言葉の使用法に関する問題です。いずれの選
択肢も本来の意味から派生した用法を持っていま
すが、日常から文章に接する機会を多く持っている
と、容易に判断がついたはずです。ほとんど正解
でしたが、誤答としては、イとするものが多かったよ
うです。「風土記」は、本来は奈良時代に編纂さ
れた日本初の地理書を指しますが、そこから、各
地域の特徴的事象を意味することもあります。ここ
では、季節感との結びつきを問われているのですか
ら、設問とは一致しません。

問三�　副詞的用法を持つ語句を空欄に補充する問題
です。これらの語句は、文末表現と呼応したり、
修飾する語句の程度や状態を表現するため文脈の
読み取りには重要な要素となります。文の流れや前
後の文脈に注意して判断すれば、正答を得るのは
それほど難しくはなかったようです。ほとんど正答で
した。

問四�　花火に対する作者の季節感が一般的な常識と
ずれていることの原因が、幼い日の記憶の中に求
められることを述べる、前半部の読み取りに関する
設問です。確信的な記憶とその前後の出来事との
因果関係が読み取れていれば、正答は導かれた
はず。誤答にはイとするものが目立ちましたが、こ
の選択肢には、厚手のセーターを着ていることへの
確信との因果関係は記されていません。正答率は
８割程度でした。

問五�　出題文の全体を通して叙述される花火への感慨
に関わる表現の読み取りが出来ているのかどうかを
抜き出し形式で問いました。誤答には、設問の「具
体的に」を取り違えたのか、花火の情景描写その
ものを選択した例が目立ちました。問われているの
は作者の「感慨」の具体的叙述であり、花火の
具体的な描写場面ではありません。また、文中か
らの抜き出し問題であるにも関わらず、引用文が
正確に記述されていない不注意な解答も目立ちまし
た。正答率は６割程度でした。

問六�　病床での療養生活の中でふと目にした光景への
作者の思いとその因果関係が読み取れているかを

一
【解　答】（50 点）

問一 a　情景　　b　錯覚　　c　詠嘆
d　去来　　e　油断� （各 2点× 5）

問二 ウ� （3 点）
問三 Ⅰ　ウ　　Ⅱ　エ　　Ⅲ　ア　　Ⅳ　イ

� （各 3点× 4）
問四 ウ� （5 点）
問五 あんなにも～であった。� （5 点）
問六 イ� （5 点）
問七 われわれの生死� （5 点）
問八 エ� （5 点）
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問う設問です。ほとんどが正答でした。

問七�　文学的文章に多用される譬喩表現の読み取りを
問う設問です。入学試験の場で譬喩表現に関わる
問題が出題される際は、文中に必ず置き換えとなる
語句や文章が存在しています。その存在に気がつ
くかどうかは、文全体の論述の流れを読み解くこと
と深く関連しています。作者が病床にあり、周囲の
人 と々ともに生死と向き合っている状況下にあること
の叙述が大きなヒントとなってきます。正答率は７割
程度でした。

問八�　文学史の基礎知識をはかる設問です。芥川龍
之介は、二十世紀初頭の日本文学界を代表する
小説家で、特に短編小説に傑出した作品を多数残
しています。アは堀辰雄、イは志賀直哉、ウは菊
池寛、いずれも二十世紀前半の日本文学界に活躍
の足跡を残した作家達です。その作品が教科書に
採用される例も多く、国語科学習教材の中で一度
は出会った経験もあるのではないでしょうか。文学
史は、時代の潮流を形作った表現者達を追うこと
が効果的な学習につながります。教材として取り上
げられることの多い作家は、まさにその本流の中に
位置する存在ですので、代表的な作品名は、しっ
かりと押さえておきましょう。

二
【口語訳】
　先年、入道殿（藤原兼家）が、大堰河で船遊びを
催された時に、漢詩の船、音楽の船、和歌の船と三つ
にお分けになって、それぞれの道にすぐれている方々を
お乗せになられましたが、その時、この大納言（藤原
公任）が参上なされていたのを、入道殿が、「あの大
納言は、どの船にお乗りになるつもりか」と仰せられた
ので、「和歌の船に乗りましょう」とおっしゃって、さて和
歌の船でお詠みになったものですよ。
　　�小倉山……（小倉山から吹き下ろす山風が寒いの

で、紅葉が散りかかり、誰も皆、錦の衣を着ている
ように見えることだ）

自らお願いして和歌の船にお乗りになっただけのことは
あって、見事にお詠みになったものですなあ。ご自身も、
おっしゃったとか言いますことには、「漢詩の船に乗れば
よかったものよ。そして、この和歌ぐらいの漢詩を作って
いたら、名声も一層上がったろうに。残念なことをしたよ。
それにしても、入道殿が、『どの船に乗ろうと思うか』と
おっしゃったのには、我ながら、得意にならずにはいら
れなかった」と、おっしゃったそうです。一事にすぐれ
ているということでさえめったにないことですのに、まして

や、このようにどの道にも抜群でいらっしゃったというの
は、昔にもございませんぬことです。

【解　説】
問一�　言葉の意味を問う問題です。船は三つ（作文・

管絃・和歌）で、そのうち「作文の船」とは何か
を問題としています。作文・管絃・和歌と言えば、
この時代の学識・才能を代表する言葉で、管絃は
音楽を表し、和歌と作文は対応していて、和歌は
短歌、作文の「文」は漢詩を言い、作文とは漢
詩を作ることを言います。よって、答えはエ「漢詩
を作る船」です。多かった間違いはイ・ウでした。
ここで仮に分からなくとも、後半を読むと、公任が
「作文の船に乗るべきだった。そしてこの和歌ほど
の「詩」を作っていれば…」と述べる箇所がある
ので、そこから類推することも可能です。

問二�　同じく言葉の意味を問う問題です。「たへたる
人々」を品詞分解すると、ハ行下二段活用の動詞
「たふ」の連用形＋存続の助動詞「たり」の連体
形＋名詞「人々」です。「たふ」とは、漢字をあ
てると「堪ふ・耐ふ」ですが、「堪える・我慢する」
の他に「負担する・十分に能力がある」の意味が
あります。ここは、漢詩・管絃・和歌の船にそれぞ
れの名人を乗せてその能力を発揮させたという文
脈ですから、正解はウ「じょうずな人々」となります。
これは比較的よく出来ていました。

問三�　助動詞「べし」の意味を問う問題です。推量の
助動詞「べし」は推量（…しそうだ、…に違いな
い）の他に、予定（…することになっている）・当然
（…するはずだ）・適当（…するのがよい）・可能（…
することができる）・意志（…するつもりだ）・義務（…
なければならない）などの意味があります。どの意
味になるかは文脈で判断しなければなりません。最

【解　答】（50 点）

問一 エ� （4 点）
問二 ウ� （4 点）
問三 ａ　ウ　　ｂ　イ� （各 4点× 2）
問四 Ａ　のたまはすれ　　Ｂ　のたまはせ

� （各 4点× 2）
問五 ア� （5 点）
問六 α　反実　　β　漢詩　　γ　名声（評判も可）

� （各 3点× 3）
問七 ア� （4 点）
問八 ウ� （4 点）
問九 エ� （4 点）
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初のａ「乗らるべき」は、兼家が公任に「どの船
に乗るつもりか」と問うている文脈ですので意志の
意味になります。後半のｂ「乗るべかりける」は公
任が和歌の船に乗って和歌を詠んだが「作文（漢
詩）の船に乗るべきだった。」と後悔している文脈
なので、適当の意味となります。よって、ａはウ、ｂ
はイが正解です。多かった間違いは、ａがオ、ｂが
ウです。全体的にあまり出来ていませんでした。

問四�　動詞「のたまはす」を活用させて答える文法問
題です。「のたまはす」はサ行下二段活用の動詞
です。　Ａ　の次には「ば」がありますから、未
然形（仮定条件）か已然形（確定条件）になります。
ここの文脈を確認すると「どの船に乗るつもりか」
と問われたのに対して、「和歌の船に乗るつもりだ」
と答えたとありますから、確定条件となり、已然形「の
たまはすれ」が入ります。　Ｂ　の後には過去の
助動詞「き」の連体形の「し」があり、「き」は
連用形に付くので、「のたまはせ」となります。分
かる人は良く出来ていましたが、文法を理解してい
ない人は両方とも間違っていました。全体としてあ
まり出来は良くありませんでした。文法の知識を持
つと文脈を正確に読み取ることができるようになりま
す。

問五�　和歌の意味を問う問題です。藤原公任の詠んだ
和歌「小倉山嵐の風の寒ければもみぢの錦きぬ人
ぞなき」の歌は、上の句が原因となり下の句が結
果となっています。すなわち、「小倉山や嵐山から
吹き下ろす風が寒い」ので、「もみぢ（紅葉）」が
散りかかって、「錦を着ない人はいない」というの
です。よって正解はア「紅葉が散りかかり皆錦を着
た人のようだ」となります。多い間違いはイ・ウでし
た。

問六�　文法の知識を問い、それを使って文の意味を解
釈する問題です。「～ましかば…まし」は、反実
仮想と呼ばれる表現です。すなわち現実とは違う
状況（反実）を想定して、そうであったならば現状
とは違う状況になっていただろうと考えること（仮想）
を言います。藤原公任は和歌の船に乗り、見事な
和歌を詠みました。しかし、公任は「漢詩を詠む
船にこそ乗るべきだった」と後悔しており、だからも
し漢詩の船に乗ってこれほどの「漢詩」を詠んで
いれば、もっと「名」が上がっただろうというので
す。この場合の「名」は名前ではなく、名声や評
判のことを表します。α「反実」は比較的出来てい
ましたが、γ「名声・評判」とβ「漢詩」はあまり
良くありませんでした。大事なところを間違って読ん

でいる人が多かったようです。

問七�　文脈を読み取り、解釈する問題です。大納言
藤原公任が言った内容の中で、入道殿藤原兼家
に「どの船に乗るのか」と問われたことがとても誇
らしかったと述べるのは、単に聞かれたからではあ
りません。最後の文章にもある通り、一つの事に長
ずることですら普通は難しいのに、漢詩・管絃・和
歌のどの道においても優れているのは昔も今もない
としてこの公任の逸話を述べていることからすると、
公任はどれもすぐれているという前提があるからこ
そ、それのうち「どれに乗るのか」と兼家は聞い
てきたというのです。それを公任は誇らしいと思っ
ているのです。よって、正解はア「どれもがすばら
しいと入道殿に思われたから」となります。多かっ
た間違いはイです。自分で自分の才能をすばらしい
と思い、それを誇らしく思うとは述べません。

問八�　文章の主語を答える問題です。ここはその前の
「作文のにぞ～心おごりせられし」までの発話者で
もあります。それは、和歌を詠んで「御みづからも
のたまふなるは」が発話の前にありますから、詠歌
した人が「みづから」の主体となり、和歌を詠ん
だ藤原公任となります。正解はウ「大納言」です。
比較的よく出来ていました。

問九�　文学史の知識を問う問題です。『大鏡』は鏡物
と呼ばれる歴史物語です。これと同じジャンルとい
うことは歴史物語に分類される作品を選ばねばなり
ません。ア『日本霊異記』は説話集、イ『土佐日記』
は日記文学、ウ『枕草子』は随筆、エ『栄花物語』
は歴史物語ですので、エが正解です。比較的良く
できていました。
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