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出題のねらい

【解　説】
問一�　よくできていました。間違いの多かったのは「検

挙」と「内臓」で、「検」を「権」と書く、「挙」を「虚」
や「居」と書く、「臓」を「蔵」と書く間違いが目
立ちました。漢字の読み書きには、新聞や本を読
むなどの毎日の努力を積み重ねることが大切です。

問二�　接続詞の空欄補充です。よくできていました。「１」
は文末の「からである」を見ればわかるでしょう。
「２」は森本に変化が現れる段落ですから、流れ
を変える言葉を選べば良いですね。「３」は前後
の文に矛盾がありません、そして、後の文の「よく」
に注意すれば、正解は「ウ」ではなく「ア」だと
わかるでしょう。

問三�　よくできていました。設問には「記憶」という言
葉が無く、また、本文には「無意識」という言葉
がありません。しかし、ここでは「無意識の記憶」
が問題になっているのだ、と気づけば簡単ですね。

問四�　傍線部①「手の中には空しい水の感触が残るだ
け」とは、どんな「記憶」でしょう。おぼろげだ、
ということですね。それがわかれば正解を導けます。
森本の「記憶」は「細部にいたるまで」を覚えて
いましたね。よくできていました。ただし、「一文で
抜き出して答えよ」という問題です。つまり、「そんな」
から「。」までを正確に書き写さなければ減点です。

問五�　よくできていました。傍線部②に繰り返される「逃」
が大きなヒントになっていますね。森本のセリフの最
後にある「逃れるために」が正解であることがわ
かるまでに時間はかからなかったのではないでしょう

　一は、大崎善生『パイロットフィッシュ』の冒頭
部分です。同じ青春時代を過ごして大人になった二
人の登場人物の対比を軸に問題を作りました。小説
全体のストーリーにあまり関係の無いエピソードで
すから、この入試問題にした部分だけで完結してい
ると見なすことも可能でしょう。したがって、問題
文の中に描かれる世界だけを考えれば良く、油断せ
ず確実に正解を重ねることを第一に考えて問題に向
かってもらえば、正答にたどりつけるよう出題しま
した。

　二は、夏目漱石（1867～1916）が1909年５月５
日付の『朝日新聞』紙上に発表した論説文から出
題しました。「太陽雑誌募集名家投票に就いて」
（『漱石人生論集』講談社学術文庫　2015年10月刊
所収）と題されたものです。夏目漱石の名前は、受
験生の皆さんには馴染みがあるだろうと思います。
100年以上も前の文章ですから、用語や漢字などに
難しいものが多い（そのあたりはかなり手を加え
て、読みやすくしました）のは当然なのですが、知
名度の高い漱石ですから選択する人の多いことを期
待して出題しました。
　この文章で漱石が言いたいことは、要するに人と
人との間に優劣をつけることはできないということ
です。漱石はそのことを、くどいほどに言い方を変
え、具体例を引きつつ、主張しています。新聞に発
表された全文を載せていますので、すみずみまで読
めば、漱石の言いたいことは十分に理解できるはず
です。漱石の主義主張とねばり強く向き合ってほし
いと考えました。

　三は、『平家物語』巻六「葵前」からの出題です。高
倉天皇の死後、高倉天皇を偲んで書かれるいくつかのエ
ピソードのうち、高倉天皇が葵前と呼ばれた上童を愛し
たが、それが評判になったとたん、天皇という自らの立
場を考慮して、葵前を愛することを断念したというお話
です。百人一首でも有名な、「しのぶれど色に出でにけ
りわが恋はものや思ふと人の問ふまで」という古歌を上
手に使って、天皇が自分の愛情を隠しきれなかったこと
を悔やんでいるという気持ちを効果的に表現するという
ものです。
　古文は、一見むずかしい死語の連続ですが、ある程度
の文法と有名古語を暗記することで、日本文化の流れを
知り、日本文化のルーツを探ることができるものです。
今回は、その、簡単な文法と有名古語の知識を問い、日
本文化の流れに目を向けてほしくて、有名な和歌の登場
する部分を出題しました。

 一
【解　答】（50 点）

問一 ａ 就職 ｂ 転勤 ｃ 興奮
ｄ 検挙 ｅ 内臓 （各 2点× 5）

問二 １ エ ２ イ ３ ア （各 2点× 3）
問三 巨大な湖� （4 点）
問四 そんな場面の細部にいたるまでを記憶していて、

それが今になって自分を苦しめる。� （6 点）
問五 二十年前に人を小バカにし、傷つけるために吐い

た自分の言葉� （6 点）
問六 エ� （4 点）
問七 森本と僕は� （4 点）
問八 イ� （4 点）
問九 記憶は本人が忘れ去っていると思い込んでいて

も、実際は心か体のどこかに沈殿しているもので
ある。� （6 点）
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か。ただし、「抜き出して答えよ」という問題です。
正確に書き写せずに減点された答案が目立ちました。

問六�　よくできていました。「ア」は、「若い頃の精神
と体調を取り戻したい」様子が書かれていません。
「イ」は、「若い頃のつらい思い出」が本文中に
存在しません。「ウ」は、「人々に謝りたい」が間
違いです。

問七�　よくできていました。要するに森本が、かつて馬
鹿にしていた普通のサラリーマンになったことがわ
かれば正解です。ただし、「形式段落の最初の５字」
で答えないと減点です。

問八�　８割程度の正解率でした。「真夏の雨」がどん
なものか、すぐには想像できなくても、話の結末か
ら考えれば、正解は「突然」以外にありえませんね。

問九�　６割程度の正解率でした。記述問題を苦手にす
る人は多いです。この問題も「答えはわかってい
るのに、正しい日本語が書けない」という減点例が
目立ちました。例えば、どこに「沈殿」しているの
かを書かない「沈殿した記憶」は意味不明の６文
字にすぎません。でも、完璧に答えられなくてもあき
らめず、少しでも部分点を獲得できるように努力す
ることが、合格につながります。あきらめずに解答
欄を埋める努力をしましょう。

【解　説】
問一�　どれも、よく使われる漢字です。しかし、正答

率の高かったのは、c の「同盟」ぐらいでしょう
か。平均正解数は２～３問でした。「寄贈」の寄を

奇（これは予測していました）や記としたもの、「帰
着」の帰を既、「貫徹」の貫を完、徹を撤、「圧
迫」の迫を追・拍などと書いた誤答が目につきまし
た。曖昧な覚え方をしているとミスにつながります。
漢字の出題は必須ですので、必ず勉強しましょう。

問二�　空欄五つに対して補充する選択肢も五つという簡
単な設問です。「しからずんば」（もしくは、と同意
です）は古めかしい表現でしょうが、他が埋まれば
自然に正解にたどりつけます。しかし、全問正解は
ほとんどなく、４点か６点という得点が大多数でした。
解答後、もう一度見直す時間的余裕を持ちましょう。

問三�　（１）は白紙がかなりありました。実は（２）を導
くためのごく簡単な設問なのです。傍線部①の３
行後に、「…その結果は優劣の相場を定めることに
キチャクしてしまう」とあります。いろいろな解答が
出ないように「十一字」と指定したのですが、かえっ
て本文中からとにかく十一字を抜き出すことに向か
わせてしまったようです。最も多かった誤答は「もっ
とも不公平な運動」でした。これだと十字なので
すが。因みにこれは投票を言い換えたものです。

　　�　（２）は（１）から、投票が優劣の相場を定める
ことが、なぜよくないのかが書かれた文を探すこと
になります。すると「優劣の相場を定める」の３行
後に、「己れの相場を、勝手次第に、無遠慮に、
毫も自家意志の存在を認めることなしに他人が決め
てしまう」という一節が見つかります。この一文が
正解です。

問四�　空欄の後を読んでゆくと、「…もっとも不公平な運
動（ある場合には）と号して差しつかえない」で
終わっています。続く文章では、議会の投票だっ
て公平だからやっているのではないと言っています。
ここまで読み進めば、答えは「公平」とわかります。
少なくとも、何らかの価値判断を伴う語が入るはず
なのに、「一般投票」という誤答が頻出でした。

問五�　この文章では珍しくユーモラスな表現なので、注
目してもらいたくて問題を設けました。比喩表現には、
「直喩」「暗喩」「隠喩」という表現がありますが、
今回は「～ように」と書かれているので「直喩」です。
解答に「隠喩」の方が多かったは驚きました。わ
からない用語は普段から国語辞典で調べる姿勢を
持ちましょう。

問六�　この設問も白紙が多く、書いていても正解は稀で
した。「平地の上に散点すべき」という語句が難し
かったのでしょう。「平地」が平らな土地ということ

 二
【解　答】（50 点）

問一 ａ 寄贈 ｂ 帰着 ｃ 同盟
ｄ 貫徹 ｅ 圧迫 �（各 2点× 5）

問二 １ オ ２ エ ３ ウ
４ イ ５ ア �（各 2点× 5）

問三 （1）優劣の相場を定めること
（2）しかるに投� （各 4点× 2）

問四 公平� （3 点）
問五 直喩� （3 点）
問六 上下順序が付けられるわけのものではない�（3 点）
問七 文芸家� （3 点）
問八 エ� （3 点）
問九 オ� （4 点）
問十 エ� （3 点）
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はわかるでしょうから、問題は「散点」ですね。よ
くわからないときは先に進んでみるのも一つの手段
です。続けて「将棋の駒のように積みかさねられる」
とあります。さらに「人の肩の上に乗る」ともあります。
どうやら上下の位置関係にあるようです。とすれば、
「平地の上に散点すべき」は平らな土地の上に、
皆同じ高さで散らばっていることだと推測できると思
います。「上下」というキーワードが浮かべば正解
はやさしいはずです。「たやすく」から引用して、「付
けられるわけのもの」で終わっている解答がかなり
ありましたが、これでは全く逆です。

問七�　誤答として「劇作家」が相当数ありました。気
を付けてください。これは「本文」ではなく、新た
に付した「注」の中にしか出ない語です。他に「諸
作家」は「諸」が付いたことで商売ではなくなりま
すし、「批評家」については、どんな商売なのかこ
の文章ではほとんど書かれていません。

問八�　初めて見る語句でしょうが、文字面と前後の文
脈から意味を推測させる設問です。難しい文章を
読む際、辞書を引くことは勿論必要ですが、「推測
する」能力も大切です。比較的よくできていました。

問九�　問題文を正しく把握できたかを確かめる、最も大
事な設問です。6 ～ 7 割ほどは正解でしたので、よ
くできていたと言っていいのでしょうが、オが漱石の
主張と異なることを解説しておきます。漱石は投票
は不公平なことと考えており、朝日新聞から贈られ
る金盃も受け取れないと言っています。でもだから
といって、朝日新聞を攻撃しているわけではありま
せん。問八の正解「僅かであっても面倒をかけて
しまう」なら「謝罪する覚悟である」で、この文
章は終わっています。オの文だけを読むと、正しい
ことを言っているように思えるでしょうが、漱石はそ
のようなことは主張していないのです。

問十�　有名な作家の文章を取り上げた場合、本学の入
試では他の著作についてしばしば出題しています。
夏目漱石の代表作はおさえていてほしいものです。
正解の『夜明け前』より『草枕』の方が多かった
のは残念でした。

三
【現代語訳】
　中宮の御方にお仕え申し上げなさる女房が召し使って
いた少女が、思いがけず天皇のお側近くに参上するこ
とがあった。ただ世間でよくあるほんの一時の事でもなく

て、天皇はいつもお呼び出しになった。天皇が誠実で
御愛情が深かったので、主人の女房も（この少女）を
召し使わず、逆に主人のように大切に扱った。（原文中
略）「この人は、いずれ女御や皇后としても扱われ、天
皇の母・女院ともいわれてきっと敬意を払われるだろう。
すばらしい幸運だなあ」と言って、その少女の名を葵前
といったので、内輪では葵女御などとささやいていた。
　天皇はこれをお聞きになって、その後は葵前をお呼び
出しにならなかった。天皇の御愛情がなくなったのでは
なく、ただ世間の非難をご配慮なさったためである。だ
から、天皇は物思いに沈まれがちで、御寝室にばかり
入っていらっしゃる。その時の関白藤原基房殿が、「つ
らく思っていらっしゃる事であるようだ。（ご提案を）申し
上げて、お慰め申し上げよう」ということで、急いで御
参内なさって、「そのようにお心にかかっていらっしゃる
ならその事は、何の不都合もありません。例の女房を早
く早くお呼び出しになるのがよいと思われます。身分を、
考慮なさる必要はない。基房がすぐに養子にいたしましょ
う」と申し上げなさると、天皇は、「いやまあ。あなた
が申す事はもっともな事だけれども、皇位を退いて後は、
時々そういう例もあるそうだ。しかし、実際に在位の時、
そのような事は後代の人の非難を受けるにちがいない」
とおっしゃって、聞き入れもなさらなかった。関白殿はど
うにもしようがなくなられて、御涙を押えて退出なさる。
　その後、天皇は緑の薄紙で、特に色濃かったものに、
古い和歌だけれども、思い出しなさって一首お書きになっ
た歌、
　　�私の恋は、内緒にしていたのに、顔色に出てしまっ

たなあ。物思いをしているのかと人がたずねるほど
までに。

　この御手習いを冷泉少将藤原隆房がいただき取り次
ぎ申し上げて、例の葵前にお与えになったところ、（葵
前は）顔をほんのり赤らめ、「気分がすぐれなくなった」
と言って、宮中から実家へ帰り、病に臥す事五、六日で、
とうとう亡くなってしまった。

 三
【解　答】（50 点）

問一 Ａ イ Ｂ ウ Ｃ イ （各 4点× 3）
問二 ａ ウ b ア c エ d ア

（各 3点× 4）
問三 ウ� （4 点）
問四 イ� （4 点）
問五 イ� （4 点）
問六 もの思いをしているのかと周囲の人が尋ねる

ほどまでに� （6 点）
問七 ウ� （4 点）
問八 ウ� （4 点）
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【解　説】
問一�　語句の解釈（現代語訳）の問題です。正答率

は６割程度でした。
　　�　Ａは形容動詞「あからさまなり」が「ほんの一時」

の意味で用いられることからイを選びます。Ｂは名詞
「心ざし」がここでは「愛情」の意味で用いられ
ていることから、ウを選びます。Ｃは「仰がれなんず」
の「な」が強意（完了）の助動詞「ぬ」の未然
形、「んず」が推量の助動詞「んず（むず）」の
終止形であることから、「きっと～だろう」のイを選
びます。有名古語単語は暗記しておくと、文意が
すばやく正確に読み取れますね。

問二�　動作主対（主語）をみつける問題です。正答
率は５割です。敬語が用いられている場合には、
敬語の有無によって動作主対を見極めることもでき
ます。ａは敬語がないので、主語は天皇ではなく、
葵前の主人である「女房」が正解です。ｂは「は
ばかる」に「せ給ふ」という二重尊敬表現が付い
ているので、高倉天皇が主体です。ｃは「申す」「参
らす」などの謙譲語しか使われていないので、こ
の会話文の話し手の関白自身の行動です。ｄ「召
す」は「呼ぶ」の尊敬語なので、主体は天皇で
すね。有名な敬語は暗記し、それを使って動作主
体（主語）を補いながら文章を読むようにしましょう。

問三�　内容説明の問題ですが、「眺む（ながむ）」とい
う動詞から生まれた表現に「御」がついているので、
主語は天皇であることに注意します。選択肢のアと
イは葵前が主語となっているので間違い、エは「葵
前を愛することをやめようかと悩む」が不適当です。
正答率は低かったです。

問四�　「に」の識別の問題です。傍線部②の「に」
は下に「あん（ある）」があることをヒントに「断
定の助動詞『なり』の連用形」であることを導きま
す。アは伝聞の助動詞「なり」の終止形、イは断
定の助動詞「なり」の連体形、ウは完了の助動詞
「ぬ」の連用形、エはラ行四段活用の動詞「なる」
の連用形です。正答率は低かったですが、助詞
や助動詞といった小さな語の存在に少し注意する
だけで、古文は読めるようになるので、嫌がらずに
覚えていきましょう。

問五�　内容説明の問題です。主語は高倉天皇、「きこ
しめし」は「聞く」の尊敬語なので、高倉天皇が
関白の提案を耳に入れなかったということです。で
は、関白の提案とは何でしょうか。それは、身分の
低い葵前を妻にすることに差し障りがあるなら、葵

前を自分の養女にして、関白の娘として宮中に入れ
たら、身分問題は解消する、という提案でした。し
かし、天皇は、退位後にはそのような話もあるだろ
うが、天皇在位中はそのような例はないからといっ
て断ったのです。愛情よりも天皇というお立場を考
えて清く正しく生きる道を選ばれたのですね。

　　�　身分問題解消の提案が読み取りにくかったのか、
正答率は非常に低かったです。

問六�　現代語訳の問題でした。「や」が疑問の係助詞
なので、「ものや思ふ」は「もの思いをしているの
か」、また、「の」はここでは主格の格助詞なので
「が」に置き換えて、「人が尋ねるまでに」とこの
２点ができていれば正解だったのですが、正解者
ゼロでした。現代語訳と言われると緊張するのでしょ
うが、現代に繋がる数百年の中で、何が変わり、
何が残っているかを確認して、有名古語を身につ
けましょう。

問七�　慣用表現の問題でした。「例」が「いつも」の
意味で用いられる古語なので、「例ならぬ心地」と
は、体調不良を表すのです。正答率は６割程度で
した。

問八�　文学史の問題でした。『平家物語』は鎌倉時代
に書かれた軍記物語です。アイは平安時代に書か
れたとされる物語、エは歴史物語、オは江戸時代
の読本です。正答率は６割程度でした。


