
出題のねらい
　公募制前期の国語は、現代文２題の出題です。一問
は文学的文章、もう一問は説明的文章です。文学的文
章は、池井戸潤の『下町ロケット』から出題しました。佃
製作所が、京浜マシナリーとの契約取り消しと、ナカシマ
工業からの特許侵害訴訟を受けた後に、メインバンクの白
水銀行の支店長根木と融資担当の柳井に会社の運転資
金の融資をお願いに行く場面です。登場人物は少ないの
ですが、それぞれの言動から見た性格を汲み取り、それ
ぞれの思惑を正確に読み取ることが大切です。そのため
には登場人物の会話の内容と振る舞いに注意しましょう。
　説明的文章は、多和田葉子の『エクソフォニー　母語
の外へ出る旅』から出題しました。外国語（特に英語や
フランス語）を学ぶということの奥に潜んでいる、日本人
の深層心理を小気味よいタッチであぶり出してみせる出色
のエッセイです。冒頭では、母語以外の言語で小説を書
くことの、筆者にとっての意味が書かれています。そこには、
どの言語もそれぞれに価値があるという見方があります。
一方、一般的に日本人が他言語を学ぶのには、国内で
の階級的優位性のために学習している節があって、その
深層にあるのは、西洋文明に対する劣等観であると述べ
ていきます。外から日本を見るからこそ見えてくる視点と言
えるでしょう。そして、日本人のこの妙な劣等観（対等で
ない関係）は乗り越えられないまま、今度は経済的有利
性の名のもとに特定の言語だけを学ぼうとする方向に移っ
て行こうとしている。外国語を学ぶことの理由が、劣等観
を基調とした階級的優位性や経済的優利性ではなく、一
人一人が、他言語を学ぶ意味を、自分なりに語れること
が必要だというのが、筆者の主張です。各段落での筆者
の考えを一つ一つ押えながら読んで行きましょう。

【解　説】
問一�　漢字の問題。アはよく出来ていましたが、それ以

外はあまり出来ていませんでした。ｂで多かった誤
答は「賠」を「培」や「倍」としたもの、ｃでは「随」
を「隋」、ｄは「単落」や「単楽」、ｅは「服」を「福」
や「腹」としたものがありました。

問二�　空欄補充の問題。Ａはエンジン模型が置かれて
いる様子、Ｂは根木が佃の話を聞いている様子、
Ｃは佃製作所の置かれた状況を表す言葉が入りま
す。Ａのエンジン模型は、置かれてはいるものの、
その後の話し合いには一切関わらず、全く蚊帳の
外の状況ですから、置いた意味がないかに思える
「所在なげに」が入ります。Ｂは支店長の根木の
様子です。根木の様子を語る他の箇所を見ると「不
機嫌な顔で」や「苦虫を嚙み潰した顔で」とある
ので、同じ意味の「仏頂面」が入ります。Ｃは今
の佃製作所の危機的な状況を表すことばが入りま
す。ア「鵜の目鷹の目」は鋭く物を探す様子、イ「右
肩上がり」は上昇傾向、ウ「胸突き八丁」は物事
の一番苦しい時、エ「および腰」は自信がなくて
腰が引けた状態を表す言葉です。よってウ「胸突
き八丁」が入ります。Ａの正答率は 40％ぐらい、Ｂ・
Ｃは 60％ぐらいでした。Ａをア「ぶっきらぼうに」と
する誤答が目立ちました。

問三�　根木の様子の「苛立ちが浮かんでいた」理由を
問う問題です。この後の文脈を読むと、根木は最
後に「融資はビジネスだ」と言い切っていますから、
訴訟の具体的な中身など問題にしていません。それ
に対して、佃側は訴訟の中身について丁寧に説明
し、今回の訴訟がいかに理不尽なものかを訴えてい
ます。そんな説明など根木は聞く気はないのです。
そうなると、答えは自ずとイ「技術的な問題の説明
を、長時間聞くつもりはなかったから」ウ「佃が自
分の側の正当性を一方的に主張するだけだったか
ら」が正解となります。ウはよく出来ていましたが、
イはあまりできませんでした。多かった誤答はオです。

問四�　根木の言っている言葉の意味を問う問題。根木
の言う「正義と法律は違うんじゃないですか？」とは、
裁判の判決は「正義」を問題にしているのではな
いことを述べた言葉です。正義のあるなしで勝ち負
けが決まるわけではない。だから、正義と法律は違
うと言うのです。とすれば、ウ「正義が必ずしも裁
判で勝つ条件ではない」が正解になります。多かっ
た誤答はア「正義を貫くことと法律を守ることは別
である」です。ここは、裁判所が何を重視するか
を問題にしている箇所であり、アは不正解です。
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�一
【解　答】（50 点）

問一 ａ　眺　　ｂ　賠償　　ｃ　随時
ｄ　短絡　ｅ　承服� （各 2点× 5）

問二 Ａ　エ　　Ｂ　イ　　Ｃ　ウ� （各 3点× 3）
問三 イ・ウ（順不同）� （各 3点× 2）
問四 ウ� （3 点）
問五 イ� （3 点）
問六 イ� （3 点）
問七 事態一　京浜マシナリーとの取引見直し。

事態二　ナカシマ工業との係争。� （各 3点× 2）
問八 勝算があるからナカシマ工業だって訴えたん

です。� （5 点）
問九 長年お互いに信頼し合って取引をしてきた関係

だから。� （5 点）



問五�　心情表現が誰のものかを問う問題。登場人物
は、銀行側が根木と柳井、佃製作所が佃と殿村の
４人です。柳井は佃が申し込んでいる融資の金額
を述べるところだけに登場します。根木と佃のやりと
りが中心的に描かれ、この後で殿村が冷静に語り
始めます。殿村は終始冷静ですから、根木の対応
に「同じようなもんじゃねえか」と腹を立てているの
は、感情的になっている佃です。これはよく出来て
いました。

問六�　登場人物の行動を読み解く問題。感情的になっ
ている佃に対して、殿村がなぜ「あえて冷静な声
でいった」のか。この後で、「元来、短気なところ
のある佃では冷静な対応ができたかわからないか
ら、殿村が来てくれてよかった」と佃が思っていま
す。すなわち、殿村は冷静に物事を見る力がある
のです。佃がやや感情的に正義をかざすのに対し、
根木は「裁判所は正義など問題にしない」と話し
合いは平行線を辿ります。佃と殿村は融資のお願
いに来たのであり、このままでは不利と判断した殿
村は、訴訟と融資を切り離すために「あえて冷静に」
語り出すわけです。ですから正解はイ「雰囲気を
変えて訴訟と融資を切り離すため」です。誤答で
多かったのはア「感情を露わにする佃とは一線を
画するため」ですが、殿村はただ単に佃との違い
を出すために冷静に話したのではありません。彼に
は彼の作戦があるのです。

問七�　根木が問題にしている状況の原因となっている
事態を問う問題。これは何がどうなっているのかを
正確に述べなければなりません。正解は、一つが
「京浜マシナリーとの取引見直し」、二つ目が「ナ
カシマ工業との係争」です。企業名を述べていな
かったり、どういう状況なのかをきちんと書けていな
いものが目立ちました。正答率は 30％ほどです。
例えば「ナカシマ工業の理不尽なやり方」では企
業名はありますが完全解答ではありません。「大企
業との係争」も同様です。

問八�　根木のいう言葉の真意を問う問題。「結果がわ
かっているのなら、誰も裁判なんかしないんじゃな
いですか」と述べる根木は何を言おうとしているの
か。根木は技術的な話を全く聞こうとしていません。
中身をきちんと聞かず、ナカシマ工業が訴えてきた
のは勝算があるからだとだけ考えているためにこの
ような発言をしているのです。よって正解は「勝算
があるからナカシマ工業だって訴えたんです。」（23
字）です。正答率は 40％でした。誤答で多かった
のは、「ナカシマ工業という大企業が裁判に訴えた

という事実」や「社会的信用という観点からそれ
に対抗することは難しい」、「法廷では裁判官の心
証として大企業が有利だ」など周辺のことを述べた
ものがいくつもありました。

問九�　登場人物の考えを読み解く問題。佃が白水銀行
を「本来味方であるはず」と考えるのはなぜかを
問う問題です。理由を聞いていますから、最後は「～
だから。」で終わらないといけません。また句読点
は字数に含むと述べていますから、最後の句点ま
で入れて25字以内で答えないといけません。佃は、
銀行の要求にも応え、お互いの信頼関係あっての
長年の取引だったと述べていますから、これが銀行
を味方と考える根拠になります。よって正解は「長
年お互いに信頼し合って取引をしてきた関係だか
ら。」（25 字）です。多かった誤答は「資金の供
給元である銀行は中小企業の頼みの綱だから。」
です。これでは、銀行と信頼を築いてきた関係が
見えてきませんので正解ではありません。正答率は
40％ほどでした。
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【解　説】　
問一�　漢字の書取りと読みの問題です。ａ戦略、ｃなま

み、はよく出来ていましたが、他は半分程度の出
来でした。誤答としては、ｂでは「徴」を「微」に、
ｄでは「錯」の金偏を糸偏に、ｅでは「行」を「向」
が目立ちました。

問二�　筆者の考えを読み取り適切な答えを抜き出す問
題です。２割程度の出来でした。一番多い誤答は
「まだ誰も見たことのない姿を引き出して見せるこ
と」でした。確かにここは筆者が目指していること
が書かれていますが、ここだけでは、言葉に関わ
る目標だということは表現されていません。つまり解
答として不完全なのです。問題文をよく読んで下さ
い。「最終的な目的はなにか。それが書かれてい
る最も適当な箇所を、二十五字以内で抜き出して
記せ」とあります。ということは、筆者の目標が完
全に二十五字以内でまとめられている箇所があると
いうことです。問いをよく読み、出題者が何を求め
ているのかを読み取る力も必要です。

問三�　筆者の考えを読み取るだけでなく、文脈をとらえ
て解答できるかを問う問題です。４割程の出来でし
た。誤答としてはエが多かったようです。エは筆者
の根底にある考え（価値）ですからむしろ正しい
のです。ここでは、何が「とても変」なのかという
ことを問うているのですから、エは答えにはなりませ
ん。傍線部①の前後で、筆者が変だ・おかしいと言っ
ているのは、「外国人の書いたものは、言葉が上
手いか下手かという基準で見られてしまう」というこ
とです。よって、アが正答となります。
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問四�　筆者の考えを読み取る問題です。出来は３割程
度でした。誤答としては「個人を無視する」という
のが目立ちました。個人を無視するというのは②の
結果出てくる事柄であり、②の根底にある考え方と
は言えません。なぜなら、個人を無視すれば抽象
化された「西洋人」の偶像が作り出されるというわ
けではないからです。答えをもう一度､ もとの文脈
に戻して確認することが大切です。抽象化された
権威機関としての「西洋人」というものを生み出す
のは、筆者の言う「植民地的な発想」です。重
要な概念ですから、家元制度の発想と比較して詳
しく述べているのです。

問五�　（１）文脈を読み取る問題です。まずまずよくでき
ていました。

　　�　（２）筆者の考えが読み取れているかどうかを問
う問題です。長い間野蛮人と見なされていた日本
（人）が、バブルで経済的優位に立った時、自分
達の文明やアイデンティティーに誇りと自信を持ち、ヨ
ーロッパ中心主義をなくす方向に持って行くチャンス
があったのに、それをしないばかりか、お金を消費
するという面ばかりでヨーロッパをとらえ、その意味
で彼自分達も彼らと仲間だという風に考えてしまった。
つまり日本は、ヨーロッパの方が優れているという構
図を捨てることができなかった、というのが筆者の主
張です。よって、ここは「無力化」が正答となります。

問六�　比喩のなかみを問う問題です。革靴は西洋の
文明を、足袋は日本の文明を象徴するものであり、�
優劣ではなくそれぞれが独自の価値をもっているこ
とを意味しています。「国が違えば文明も違いそこ�
に絶対性はないということ。」というすぐれた解答も�
ありました。一方、足袋が日本の文明を意味して
いることは分かっているけれど、西洋文明に対し
て対等で独自の価値を持つものであるという点を
つかみ切れていない解答もいくつかありました。足
袋を外面的な物ととらえ「外面だけでなく内面も
見て欲しいということ。」とか、足袋を古いものと
とらえ「古き良き日本の文明を知ってほしいという
こと。」とか、あるいは足袋を革靴に対して一段
低いものとみて「高いものだけでなく低いものも
文明だということ。」というように価値の差の表現
としたものも見られました。これらは、足袋の対
等性をつかめていないという点で減点になります。�
　全くの誤答としては「日本人はお金を持っている
から野蛮人でないこと。」という趣旨のものがありま
した。これは、文脈をまったく読めていない上に、
比喩としての足袋が何を意味しているのかを説明で
きていないものです。

�二
【解　答】（50 点）

問一 ａ　戦略　　ｂ　象徴　　ｃ　なまみ
ｄ　錯誤　　ｅ　移行� （各 2点× 5）

問二 言語表現の可能性と不可能性という問題に
迫る（ため）。� （4 点）

問三 ア� （4 点）
問四 植民地的な発想� （4 点）
問五 （1）階級

（2）エ� （各 4点× 2）
問六 日本にも、西欧と同様に独自の文明があると

いうこと。� （6 点）
問七 ヨーロッパ人によって野蛮人だと見なされて

きたから。� （6 点）
問八 ア・ウ（順不同）� （各 4点× 2）



問七�　筆者の考えの理由を問う問題です。「なぜか」
と聞かれたら、文末を「～（だ）から。」という形
でまとめて下さい。また、ここは抜き出しではないの
で、それ以前の記述から読み取り、自分の言葉で
まとめることが要求されています。「傷」とは文中
の言葉で言換えれば、「潜在的劣等感」「怨み」
とも言えるものです。これがなぜ生じたのかと言え
ば、ヨーロッパ人によって一方的に野蛮人と見なさ
れてきたからです。この趣旨のことが書けていれ
ばよいのですが、「ヨーロッパの野蛮観を受け入れ
（てしまっ）たから」というのは、減点しました。「受
け入れた」というのは主体的な行為であり、自分
の意志でそうしたというニュアンスを持つからです。
自分の意志で行った行為を傷の原因としてあげる
のは答えとしてはふさわしくありません。文中から
近いものを抜き出そうとするからうまくいかなくなる
例です。

問八�　全体の趣旨が理解できているかどうかを問う問題
です。ただし、「趣旨として間違っているもの」を
選ばなくてはなりません、慎重に答えて下さい。ウ
が誤りであることは、本文の「怨みを金で晴らす」
「チャンスを逃がした」というような表現からわかり
ます。対等な関係を構築できなかったのです。こ
れは比較的よくできていました。もう一つの誤りはア
です。筆者は「ヨーロッパ中心主義と日本のねじれ
た国粋主義の問題は、乗り越えられたかのように見
えるだけで、実際は手つかずのまま……埋まってい
たような気がする」と述べていますから、埋まった
ままで「乗り越え」てはいないことは明らかです。
選択文の「今日」は文章が書かれた時点を指す
と理解すべきです。が、もし仮に 2015 年現在を指
しているとした場合でも、現在のことについて筆者
は何もふれていないわけですから、趣旨としては間
違っているということになります。一方、オを選んだ
人が多くいましたが、オは本文の趣旨としては誤り
ではありません。筆者が、階級的優越感や経済的
有利性で外国語を学習することに対して危惧を抱
いていることは明らかです。その根底にあるのは、
ヨーロッパの方が優れていて日本が劣っているとい
う妙な劣等感であると筆者は述べています。たしか
に、経済的有利性で言語を学ぶことに関しては即
劣等感であるとは明言していませんが、ここまでの
文脈と、経済的な従属態度から、対等な関係を構
築することを妨げていると読み取ることができます。
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