
　一は、文章家としても知られた指揮者岩城宏之の
随筆集『楽譜の風景』から、彼の仕事における最大
の失敗譚を問題文に選びました。大ピンチに陥って
からの、動揺、憔悴、そして慰めへの感謝という感
情の起伏を読み取れるかを問いました。また、同じ
言葉がさりげなく繰り返し使われて効果を発揮して
います。そんな細かい点にも気が付くとよいでしょ
う。

　二は、14 世紀の歴史物語『増鏡』からの出題です。
後醍醐天皇が鎌倉幕府打倒を企てるものの計画が露
見、身をやつして京を脱出しようとする緊迫の場面
です。基礎的な古典知識や、「べし」の用法といった
基本的な文法事項を踏まえ、登場人物の動きを把握
することが正答のためのポイントとなります。しか
し、上述した知識の不足によると思われる誤答が目
立ち、全体的な正答率は低かったです。古典の問題
を解くためには、単語・文法の基本をしっかり押さ
えることが必須です。日頃から文法の解説書や単語
集の問題をコツコツこなしていきましょう。

出題のねらい

【解　説】
問一�　漢字の書き取りです。どれも常用漢字の常識的
な問題です。日頃から練習しておくことをお勧めしま
す。五問中四問正解を目標にしてください。今回は
「万雷」が難しかったようです。「千客万来」の「万
来」を書いてしまう人がほとんどでした。

問二�　意外に難しかったようです。ヒントは傍線②の後の
「ぼくには永久にと言えるほどの長い静寂が来た」

です。ことの重大さを受け止めていますから、「イ」
ではありません。すぐ対処していますから「呆然」
としているわけでもなく、「ウ」も違います。また、
特に「いろいろな思い」が書かれているわけでもな
いので、「エ」を選んではいけません。すると、「ア」
が残るはずです。

問三�　問題文 2 ページ目の真ん中あたりに「また身体全
体が冷え、ガタガタ震えがきた」とありますね。「また」
とあるからには、それ以前にも身体が冷えているは
ずですが、そんな記述はありません。つまり、そこ
が空欄部になっているわけです。したがって、正解
は「イ」になります。

問四�　これも問三と同じ考え方です。空欄部の直前に
「すぐそうやって」とあります。つまり、以前にもやっ
ていることです。また、空欄部の直後に「見つめ
てしまう」とあります。「見つめる」と「凝視」は同
じ意味ですね。それをヒントに空欄部の前を探すと、
「ぼくは部屋の一点を凝視したまま黙りこくってしま
う」が見つかるでしょう。

問五�　これが今回のいちばん要になる問題であることは
わかりますね。「一言で言えばどんな性格」かと問
われています。だから、長 と々答えて、「ちゃんと謝
ることができるような性格」と解答するのは、間違
いとは言えませんが、減点されてしまいます。「誠
実さ」、この一言で正解です。ほか、「正直」や「真
面目」と答えた人も正解にしました。ただ、「やさし
さ」は違うでしょう。また、何を謝ったのか、はっき
り書いていない答案も目立ちました。「ミスしたこと」
を謝ったのですね。そこもしっかり書ければ完璧な
答案です。もちろん、字数も少なくとも四十五字以
上は書いておきましょう。

問六�　直喩は比喩の問題の中でもやさしいはずです。
ていねいに探せば、きっと見つかります。ただ、ど
こからどこまでが直喩なのか、見きわめることが必
要です。「まるで」に始まり、「ように」で終わりで
すね。これが不十分で減点された解答がありました。

問七�　問題文最後から三番目の段落を見てください。
「朝まで飲み続けてくれた」とあります。宴会は終
わっていますね。ところが、次の段落に、また宴会
中の話が現れます。正解はこの箇所です。「夜も
ふけ、」から始まる段落と、「一人が得意」から始
まる段落は、時間の順序が逆になっているわけで
す。つまり、答えるのは「夜もふけ、」の方ですね。
ここを間違って減点された解答がありました。

一
【解　答】（50 点）

問一 ａ 興奮　　　ｂ 停止　　　ｃ 静寂　　　ｄ 万雷　　　ｅ 凝視
� （2 点× 5）

問二 ア� （5 点）
問三 イ� （5 点）
問四 一点� （5 点）
問五 普通の指揮者はミスをオーケストラのせいにする

が、それを自分のミスだとはっきりお客に話した
誠実さ。� （5 点）

問六 まるで空中を犬かきしている犬の手のように
� （5 点）

問七 夜もふけ、� （5 点）
問八 イ� （5 点）
問九 エ� （5 点）
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問八�　楽団員の「あたたかさ」が感じられるのは「イ」
ですね。これは分かるでしょう。しいて言うと、紛ら
わしいのは「ア」ですが、ミスを「見逃した」わけ
ではないですね。

問九�　これは正解があまりありませんでした。夏目漱石
と並んで森鴎外は文学史で最も重要な作家です。
代表作は題名だけでも知っておきましょう。ちなみに、
「ア」は島崎藤村、「イ」は志賀直哉、「ウ」は
司馬遼太郎です。特に「ア」と「イ」は覚えてお
きたいところです。

【現代語訳】
　この斎宮の御支度がすんでしまうと、まず六

ろ く は ら

波羅探題
を御追討なさろうというので、前々から宣旨に従ってい
た武士たちをそっと召した。源中納言具行が主となって
この事を執行した。昔、亀山院に（お仕えして）、御子
などをお産み申し上げた女房で、このごろは中宮の御
方へ女房となって、民部卿三

さ ん み

位と申す方の御腹に、今
上（後醍醐）の皇子もお生れになった、（その皇子は）
比叡山の前天台座

ざ す

主で、今は大塔の二
に ほ ん

品法親王尊
そんうん

雲
と申しあげるのだが、どのようにして習われたのか、弓
矢の道（武道）にもお強くて、だいたい御性質が勇猛
でいらっしゃって、この計画をも天皇と御同心で御指図
される。また中

なかつかさのみや

務宮尊良親王と御同腹で、妙法院の
法親王尊澄と申すのは、現在の天台座主でいらっしゃる
ので、かれこれ（縁故も深く）比叡山の衆徒も天皇方

の軍に味方する意志を奏上した。
　包み隠すようにはしていたが、（規模が）広がっていっ
たので、武家のほうでもはやくこの計画が洩れ聞えて、
やはりそうなのだ、と（対抗の）用意をする。まず宮中
を厳重に警固申そうなどと評定した。こういうのは元弘
元年（一三三一）八月二十四日である。これは雑訴親
裁の日なので、天皇は記録所におられて、人民の争い
ごと、訴えごとなどを裁断されて、（終って）人 も々退出し、
天皇も清涼殿でしばらくお休みになっていたところ、「今
夜はやくも（六波羅の）武士どもが競って宮中に押し寄
せて参るでしょう」と、こっそり奏上する人がいたので、
急ぎ宮中をお出になる。中宮の御方に（お別れに）行
かれても、静かにしんみりともせず、たいへん落着かな
い。
　前もって（こういう事態を）予期されないわけではな
かったが、事態が予定とは逆の様子になってしまったの
で、万事そわそわと落着かず、だれも彼も呆然としてい
て、神鏡・神璽・宝剣だけを、そっと奉じてお出ましになる。
天皇はやわらかな御直

の う し

衣を着用されて、北の対
たい

からそま
つな様子の女車の装いでひそかにお出になる。

【解　説】
問一�　基礎的な古典知識を問う設問です。「せんじ（宣
旨）」（天皇の命令）、「ちゅうぐう（中宮）」（天皇
の后）の正答率は比較的高めでしたが、「ないしど
ころ（内侍所）」を答えられた受験生はほぼいませ
んでした。ここでの内侍所とは、皇位の象徴である
三種の神器の一つ、八咫鏡（やたのかがみ）を指
します。古典作品には頻出する言葉なので、是非
押さえておきましょう。

問二�　「べし」の用法を尋ねる、きわめてオーソドックス
な設問ですが、四つの「べし」のうち、ⅳのみが
推量の意味を持ち、その他は全て意志の意味で用
いられています。「べし」も含め、助動詞の用法は
古典作品を読む上で必須の知識ですので、参考書
や問題集等でしっかりと意味と活用を押さえておきま
しょう。

問三�　登場人物の説明に関する設問です。少々長めの
文ですが、前半は「昔、亀山院に、御子など生み
奉りてさぶらひし女房」とありますから、「生み奉る」
（（子を）産み申し上げる）、「さぶらひし」（仕えて
いた）が理解できていれば、まず、ア・ウの選択肢
が消えることになります。後半には「后の宮の御方」
とありますが、これは民部卿三位が后であった、と
いうことではなく、民部卿三位が后の方に女房となっ
ていた、という意味です。そうすると、残る選択肢
はエということになります。

二
【解　答】（50 点）

問一 ａ�せんじ
ｂ�ちゅうぐう
ｃ�ないしどころ� （2 点× 3）

問二 ①�ⅳ　　②�ア� （2 点× 2）
問三 エ� （3 点）
問四 ①�エ　　②�ウ　　③�ア　　④�エ� （2 点× 4）
問五 Ｂ�どのようにして習いなさったのか� （4 点）

Ｆ�前もって予期されないわけではなかったが
� （4 点）

問六 Ｃ�ア　　Ｇ�エ� （3 点× 2）
問七 六波羅を御かうじあるべしとて、

かねてより宣旨に従へりしつはものどもを忍びて
召す。（40 字）� （5 点）

問八 雲の上（3文字）� （3 点）
問九 六波羅に見つからないようにして京都から脱出

するため。（26 字）� （5 点）
問十 イ� （2 点）
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問四�　語句の意味を問う設問です。①「山」は、直後
に「前座主」とあります。座主とは大寺院を統括
する僧のことですから、「山」とは寺院を指すこと
は推測できるでしょう。加えて、古典作品において
単に「山」という場合、それは京の北東にある比
叡山を指すことが多い、という基礎的な古典の知識
があれば、容易に正解のエにたどりつけるはずで
す。②「ひとつ御腹」の「御腹」とは、ここでは
母のお腹のこと。従って、答えはウとなります。これ
も古典作品に頻出する表現です。③は少々難しかっ
たですが、前後の「つつむとすれど」（隠そうとし
たが）、「武家にも早うもれ聞きて」（幕府にも早々
にこの計画が漏れ聞こえて）という文脈を踏まえる
と、正解のアを導けるでしょう。④「うきうきと」は、
直前の箇所を読むと、倒幕計画が露見した後醍醐
らの反応が描かれています。前後の文脈を踏まえ
ると、この「うきうきと」がかれらの浮き足だった様
子を表しており、正解がエであることは容易に読み
取れるはずです。

問五�　短い現代語訳の設問です。いずれも、基本的な
単語や文法事項に関する知識があれば答えられる
ものでした。まずＢ「いかで習はせ給ひけるにか」は、
ここでの「いかで」～「か」が手段・方法に関す
る疑問の意味であることが分かれば、ほぼ現代語
訳できるでしょう。実際に、Ｆよりも正答率は高めで
した。一方、Ｆ「かねて思しまうけぬにはあらねど
も」の正答率はきわめて低かったです。ここでのポ
イントは、「かねて」（以前より）、「思ひまうく」（心
の準備をする）という単語の意味と、この文が二重
否定であるということです。これらのことが分かって
いれば、正答を導くことができるはずですが、正解
者はほとんどいませんでした。

問六�　語句の解釈を問う設問です。まずＣ「おきての
たまふ」については、動詞「おきつ」（命令する）
が分かっていれば、正解アにたどりつけるでしょう。
Ｇ「上はなよよかなる御直衣を奉りて」については、
直衣（のうし）が天皇や公卿の装束であるという基
礎的な古典の知識と、動詞「奉る」が、ここでは（お
召しになる）という尊敬語であることが分かれば、
正解エを導くことができます。

問七�　本文の理解を問う設問ですが、「さにこそあなれ」
とは、ここでは「そうであるようだ」という意味です。
この直前には、「つつむとすれど、こと広くなりにけ
れば、武家にも早うもれ聞きて」とあります。後醍
醐らは倒幕計画を秘密裏に実行しようとしたが、参
加者が増えたので、幕府に漏れ聞こえてしまった。

その直後に「そうであるようだ」と続くわけですから、
ここでの「そう」とは、後醍醐による倒幕の企ての
ことを指します。そうすると、設問に適合するのは、
「六波羅を」以下の箇所に当たるでしょう。正答
率はかなり低かったです。

問八�　これも基本的な古典知識を問う設問です。「九
重」は「ここのえ」と読み、宮中を指します。こ
れに対応する言葉で、設問の条件に適合するのは、
「雲の上」です。いずれも古典作品に頻出する言
葉なので、よく覚えておきましょう。正答率はかなり
低く、「六波羅」という誤答が多く見られました。

問九�　本文の理解を問う設問です。設問箇所の前に「上
はなよよかなる御直衣奉りて」とあるように、ここで
の主語は後醍醐天皇です。加えて、後醍醐の倒
幕計画が露見した、という直前の状況が読み取れ
ていれば、後醍醐が六波羅の捜査をかわすために、
女性の車と見せかけ身をやつし、脱出しようとしたこ
とが読み取れるでしょう。記述式問題の中では、比
較的正答率は高めでした。

問十�　文学史の知識を問う設問です。『承久記』や『応
仁記』といった、馴染みの薄い作品も選択肢には
並んでいますが、これらに含まれる年号がいつ頃か
知っていれば（承久は 13 世紀前半、応仁は 15 世
紀後半）、まず候補から外れるでしょう。残るは『方
丈記』と『徒然草』ですが、『方丈記』は鎌倉初
期（13 世紀前半）の成立で、『徒然草』は鎌倉
後期（14 世紀前半）の成立です。有名な年号が
指すおおよその年代と、代表的な随筆作品の成立
年代が分かっていれば正解を導き出せます。
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