公募制推薦入試／国語（後期）
【解

出題のねらい
一は、井上靖の短編小説「波紋」からの出題です。
この作品は、世間知らずな哲学青年舟木が「私」た
ちに残していった「波紋」を描いています。出題箇
所では、「私」と舟木との関係、そして舟木の性格と
行動について、前後の文脈を頼りに読み解いていく
ことがポイントとなります。オーソドックスな設問
が多かったのですが、基礎的な語彙力の不足や、文
脈や会話文の主体を読み解く力が足りないことによ
る誤答が目立ちました。

説】

問一 漢字の知識を問う問題です。b「甲高」
とd「草稿」

の正答率が低く、それぞれ 「感高」、
「想構」といっ
た誤答が目につきました。漢字の書き取りは必ず出
題されます。多くの本を読んで語彙力を増やすとと
もに、くり返し書き取りの練習をし、確実に書けるよ
うにしておきましょう。
問二 文脈の理解を問う、オーソドックスな空欄補充の

問 題です。 設 問 箇 所 前 後の内 容と、選 択 肢の語
句の意味が正確に把握できていれば、正解を導き

二 は、鈴木董「文字世界で読む文明論

比較人類

史七つの視点」からの出題です。現代文明の現状と
将来に関する論説的文章であり、本文中の言葉を手
掛かりにして作者の考えを丁寧に読み解くことがポ
イントとなります。文明論のような文章を読み慣れ
ていない受験生には難しかったようですが、幅広い
論説文に慣れておくことが必要です。

出すことができます。しかし、正答率は決して高い
とは言えませんでした。
問三 会話文の読解力を問う問題です。設問箇所では、

舟木と「私」、そして「私」の妻とが言葉を交わし
ます。発言の主体が誰なのか、前後の文脈から判
断し、さらに三人の会話の終わりに注目すれば、正
解にたどりつけます。 正 答 率は高めでしたが、発
言主体が理解できていないことによる誤答が目立ち

一

【解

ました。
答】
（50 点）

問四 登場人物の行動の理由を問う問題です。舟木は

問一 a 翻訳

ｂ 甲高

ｃ属

e 容易

ｄ 草稿
（2 点× 5）

あろうことか、田宮さんの奥さんに手紙を出すとい
う「とんでもないこと」をしてしまいました。設問箇
所の後を読んでいくと、舟木自身の口から田宮さん

問二

Ａア

問三

ばかだなあ

問四

田宮さんの奥さんが好きになってしまった（4 点）

問五

エ

（3 点）

す。正答率は高めでしたが、「自分が、押さえられ

問六

彼には常に

（4 点）

なかったものですから」、「田宮さんの奥さんに手紙

Ｂウ

（2 点× 3）
（3 点）

問七 〈ⅰ〉イ

〈ⅱ〉ア

問八 〈Ⅰ〉彼

〈Ⅱ〉君

問九

Ｃ エ

の奥さんが好きになってしまったことが語られていま
す。その箇所さえ抜き出せば正解ということになりま

（3 点× 2）

を挙げてしまった」という誤答が目立ちました。しか

〈Ⅲ〉私 （3 点× 3）

し、舟木は田宮さんの奥さんが好きになり、その気

世事にうとく、世俗に汚されておらず、いかなる

持ちを抑えられなかったため手紙を出したわけで、

人間に対してもその美点のみが眼につく性質

前者の答えでは「とんでもないこと」をした理由の



説明としては不十分です。また後者の答えは、舟

（5 点）

木がした「とんでもないこと」を具体的に説明した
ものに過ぎず、行為に及んだ理由の説明にはなっ
ていません。
問五 文 学 的な表 現の読 解 力を問う問 題です。 設 問

箇所の直前を読むと、舟木は一時の激情に駆られ
て時に突飛な行動を取るが、彼のあらゆる行為には
「一種純粋な香気」 が漂っていたとされています。
このことが読み取れてさえいれば、選択肢のなかか
ら正解を選ぶことは難しくないはずです。正答率は
高めでした。
問六 登場人物の行動の理由を問う問題です。なぜＳ

は、哲学の専門家でもない「私」を舟木に紹介し
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たのか。「私」 は舟木という人物に接していくうち

二
にその真意を理解するようになります。ということは、 【解 答】（50 点）
答えは設問箇所の直後、「私」による舟木の人物
評の部分にあると考えられます。その部分を読んで
いくと、舟木は世間知らずで人を疑うことを知らず、
そのため常に彼を見守る存在が必要だということが
述べられており、ここから、Ｓは「私」に舟木のお
守り役としての役 割を期 待していたことが分かりま
す。この部分を抜き出せば正解です。正答率は低
くありませんでしたが、
「京都には知」、
「従って彼に」
という誤答が目立ちました。前者は「京都には知人
もないこと故、よろしく指導をたのむという意味のこ

問一

大意を述べたものであり、Ｓの真意を示すわけでは

ｂ 隔絶

ｃ 堤防

ｄ 規定

ｅ 廃棄
問二 〈ⅰ〉オ

（2 点× 5）
〈ⅱ〉ウ

〈ⅲ〉イ

〈ⅳ〉エ

〈ⅴ〉ア
問三 〈Ｘ〉エ
問四

（2 点× 5）
〈Ｙ〉イ

（3 点× 2）

ⅰ きをいつにしている

（2 点）

ⅱ 立場や考え方を同様にしている

（3 点）

問五

文明の行き詰まりや、将来への不安

（4 点）

問六

人間の社会生活が豊かになる一方で、想定外の事
態が起これば、文明によって生活や生命が脅かさ

とが認められてあった」という本文を抜き出したもの
と思われます。しかし、これはＳが書いた紹介状の

ａ磨

問七

ありません。後者については、前の文を受ける「従っ
て」 からいきなり始まる文となっており、設問に対す

れる状況

（5 点）

ⅰ 楽観

（3 点）

ⅱ ウ

（4 点）

ⅲ 悲観

（3 点）

る答えとして不適格です。
【解
問七 登場人物の心理を問う、オーソドックスな空欄補

説】

問一 一で説 明した通りです。 毎 年、 漢 字 が 必 ず 問

充の問題です。設問箇所の直後に、「幾分由美の

われるのですから、問題集での書き取りの練習は、

眼は輝いてくる」とあるので、「私」 の妻は舟木の

必須です。日常的な語であるｃ堤防とｂ隔絶、ｄ規

言葉を聞くことに恐怖や不安を感じていないことは明

定に誤答が大きく目立ちました。

らかです。このことさえ読み取れていれば、正解を
導くことは難しくありません。正答率は比較的高めで
した。

問二 接続詞を補充する問題です。論説的文章では定

番とも言える、接続詞を補う空欄補充の問題です。
①前後の文脈がどのような関係にあるか、②その

問八 文脈の理解を問う問題です。いずれも人称代名

関係を繋ぐ場合にどの接続詞が相応しいか、これ

詞が正解となります。設問箇所の前後で語られるエ

らをきちんと理解しておいて下さい。そのためにも、

ピソードの内容と、会話文の主体が分かれば正解

それぞれの接続詞の役割を理解した上で、繰り返

を導くことができます。正答率は低めで、
Ⅱでは「僕」、

し練習して下さい。どれも誤答が目立ちました。

Ⅲでは「親」といった、人物関係が把握できてい
ない誤答が目立ちました。また、本文中に出てくる

問三 空欄補充の問題です。内容を理解した上で、ふ

基本的な慣用表現が分からなかったことによる誤答

さわしい語を選択することが必要です。Ｘについて

も見受けられました。

は、第二段階に到達するためには「想定外をなく
す」 行為が必要であるが、福島の原発事故以前

問九 文学的な表現の読解力を問う設問です。設問箇

の行動が、いかにも第一段階文明らしい行動であっ

所の直前を読むと、舟木がいかなる人物であるか

たことから、「典型」 が導き出されます。Ｙについ

が述べられており、この部分に注目すれば、正解を

ては、文明の前進とフィードバックとが支え合うとい

導き出すことは容易です。設問箇所に「嬰児の持

う状況、また、句表現として「○○が取れる」とい

つあの汚れ知らぬ神の目」とありますから、舟木が

う形であることから、「バランス」 が導き出されます。

嬰児のように純粋で世慣れていないことを示す箇所
と、舟木が人間をどのように見ているかを示す箇所

問四 基本的な語句を問う問題です。車の通った跡を

を抜き出せば正解となります。明確な誤答はあまり

同じくするところから転じて、立場や方向を同じくす

見られませんでしたが、「神の目」という箇所に注目

る意味となりました。意味を問うているのですから、

して、舟木が人を見る目について述べた解答は多く

言葉の置き換えとして「軌道（道・線）を同一（一

ありませんでした。

つ・同じ）にしている」といった解答では意味の説
明になりません。基本的な語句の知識を増やすこと
は、読解に必要なことです。
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問五 本 文 内 容の正 確な理 解を問う問 題です。「「 文

明」 の先行きについて」 の「悲観論」 ですから、
個別の問題ではなく、「文明」に関する「悲観論」
の箇所を選ぶ必要があります。「悲観論」の意味が
「世の中や人生を悪と苦に満ちていると考えること」
であることから考えれば、答えは導き出せます。基
本的な語句 「悲観・悲観論」を知っていれば容易
に解答できたはずですが、誤答が目立ちました。
問六 本文内容の正確な理解を問う問題です。「両刃

の剣」とは、「相手に打撃を与えると同時に、こち
らもそれなりの打撃をこうむるおそれのあることのた
とえであり、そこから、役に立つと同時に、使い方
によっては危険を招きかねないもののたとえ」として
用いられています。つまり、文 明が人 類にとって、
役に立つと同時に危険であるという、両面を持った
状況であることを説明する必要があります。
問七 本文内容を正確に読み取れているかを問う問題

です。従来の文明論が 11 頁 3 行目に「今までの
文明論の多くは、「行け行けドンドン」タイプのもの
として文 明を捉えていた」とあること、また、9 行
目には「都合の悪いことが起こることなど想定する
気がなかった」とあることから、空欄〈α〉「楽観」
が導き出されます。空欄〈β〉は作者の考えを問う
箇 所です。 作 者は、第 一 段 階・第 二 段 階・第 三
段 階と、文 明の段 階 的な発 展を主 張しています。
そこから、アが外れます。また、問三のように、文
明の発展にフィードバック能力とのバランスが必要で
あることを主張しています。この点は、ア以外が当
てはまるのですが、
イの「科学技術のコントロール」、
エの「「想定外」 の事態を経験として」ということ
は本文中に書かれていません。誤答の多かったエ
について補足すれば、作者は「「想定外」 の事態
などが生じないよう」に、「危ない事態に対処出来
るフィードバック対策に力を入れるべき」としていま
すから、エの内容とは異なります。このような選択
肢の中から正答を選ぶ問題の場合、「内容は正しく
見えても本文には書かれていない」ものを確実に外
す操作も必要です。空欄〈γ〉は 11 頁 3 行目で「私
はそう悲観的でもない」としていることから「悲観」
が導き出されます。

