
一般入試／国語（後期）

出題のねらい

【解　説】
①知識・技能
②思考力・判断力・表現力
問一�　漢字の知識を問う問題です。文脈から正しい漢

字を選択するように注意しましょう。b は「習得」も
正答となります。

問二�　接続表現の語彙の知識、文脈から正しい言葉を
選択する思考力・判断力を問う問題です。ⅰの前後
では、「わたしたちの書く字が少し異なる」「それら
の字は同じ字であると認識する」ことが書かれてい
ます。これらのことは、反対の内容なので、イ「し
かし」が入ります。ⅱは、前段落でわたしたちの認識・
判断が「文字概念」に基づいて行われていること
が述べられており、ⅱの後にはその結果、順当に考
えられることが書かれているので、ウ「したがって」
が入ります。ⅲは前段落で述べられていることにつ
いて、話題を引き継ぎながら「書体」について述
べている段落の冒頭なのでア「さらに」が入ります。
ⅳは、前段落で述べられていることに対して、別角
度からの問題提起をしている段落の冒頭であるので
オ「ところで」が入ります。ⅴは、ⅴの前の箇所「活
字印刷～いるため」が後の一文「手で書く～いる
ため」の言い換えとなっているためエ「すなわち」
が入ります。

問三�　漢語の語彙の知識、文脈から正しい言葉を選択
する思考力・判断力を問う問題です。X は、「文
字概念」がどのような概念かを考えます。「文字概
念」は、わたしたちの「字体」の認識であること、

「字体」の認識においては「字形」の小異はこだ
わらないことが書かれています｡ このことをふまえる

　一は、日本語学者である今野真二氏の著書『百年
前の日本語―書きことばが揺れた時代』からの出題
です。我々が普段使用している文字について、主に
近代以降の展開を説いています。問題文は、本書の
冒頭で、印刷と手書きの関係を江戸期から現代まで
にみられる資料から解説した箇所です。現代と江戸
期の違いを問題文から読み取ることが重要です。特
に、文章内に出てくる「字形」「字体」「書体」と
いった用語を理解し、それらが江戸期の連続活字と
どのような関係にあるのかを理解することが読解の
ポイントになるでしょう。

　二は、室町時代に能という芸能を磨きあげた世阿
弥（ぜあみ）の『風姿花伝』から出題しました。古
文単語や古典文法の基本的な知識を問う問題と、本
文の意味が正しく理解できているかを問う問題を中
心に出題しています。世阿弥という人は、古典の世
界では有名ですが、ライバルとの競演や、そもそも
身分が不安定だったことをはじめとして、実は大変
苦労した人でもあります。その世阿弥が苦労を重ね
ることで到達した芸能への考え方の一つが、設問の
文章には凝縮されています。その考え方を正確に理
解できるかどうかがポイントです。

�一
【解　答】（50 点）

問一 a 多機能　　ｂ 修得　　ｃ 普遍　　ｄ 丁寧
e 幾分 （2 点× 5）

問二 ⅰ イ　　ⅱ ウ　　ⅲ ア　　ⅳ オ　　ⅴ エ
 （2 点× 5）

問三 Ⅹ ウ　　Ｙ イ （3 点× 2）
問四 Ⅳ （3 点）
問五 印刷されているように手書きする （4 点）
問六 助動詞 （3 点）
問七 日本では、「楷書体」「行書体」「草書体」を連続

したものとしてとらえているが、中国では、それ
ぞれが別の「書体」であること。（60 字） （5 点）

問八 連続活字を使うことによって、版面の仕上がりが
手書きに近づくため。（32 字） （5 点）

問九 ア （4 点）
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と、「文字概念」は、「字形」の多少の変化に対
応できる柔軟性があることがわかります。この性質
に最も近い選択肢はウ「弾力性」となります。Y は、

「書体」を伴わない漢字字形がどのように「ない」
のかを考えます。空欄の前に「漢字は、つねに「書
体」が、いわばかぶさった状態で実現する」と書
かれています。つまり、現実的に漢字は書体を必
ず伴うことになります。このことを表現するのに最も
相応しい選択肢はイ「実際的」となります。エ「模
範的」という誤答が多くみられました。

問四�　文脈を正確に読みとり、文章中の抜け落ちた箇
所を補う判断力を問う問題です。文章 Z は、「御」
の字の「字体」についての具体例を述べている箇
所です。したがって、「御」の字について話題を挙
げている直後の段落であるⅣが正答となります。誤
答としてはⅢが多くみられました。

問五�　文脈を正確に読みとり、本文中から適切な箇所
を抜き出す判断力を問う問題です。Ａの前には、「文
字概念」（手書き）では、「字形」の小異にはこだ
わらないことが書かれており、逆接の接続詞「しか
し」で繋いでいます。また、Ａの後に書かれている
「具体的にどのように印刷されているかが基準とな
る」という箇所から、印刷にかかわる表現が入るこ
とが推測できます。これらをふまえ、Ａには、手書き
とは対照的な方法（印刷）を基準にして書く行為
が入ることがわかります。これに相応しい箇所は本
文中では「印刷されているように手書きする」となり
ます。

問六�　学校文法の用語を用いて、本文を参考にして適
切な語句を補う知識を問う問題です。本文中で問
われている箇所（「ケル」「タル」）がどのような品
詞であるかを考えるにあたっては、これらの語が自
立語か付属語か、活用するかしないかを考えなけ
ればなりません。「ケル」も「タル」も古語ではあり
ますが、いずれも付属語で活用する語であるため、
「助動詞」が正答となります。「助詞」という誤答
が多くみられました。

問七�　文章の内容を正確に読みとり、文章中の言葉を
用いながら自らの言葉で表現する思考力・表現力
を問う問題です。中国と日本の書体の捉え方をま
とめます。傍線部①を含む段落に日本では各書体 
を「連続したもの」として捉えていますが、中国で
はそれぞれが「別の書体」として述べられています。
これらの部分を指定の文字数でまとめましょう。

問八�　文章の内容を正確に読みとり、文章中の言葉を
用いながら自らの言葉で表現する思考力・表現力
を問う問題です。本文中には、手紙のような手書
きが強く意識される場面では、手書きらしさを印刷
でも示そうとしたことが述べられています。傍線部
②の段落においても、連続活字・連綿活字が「版
面の仕上がりを手書きに近づけるために使用されて
いたのではないか」とされていますので、この部分
を中心に指定の文字数でまとめましょう。理由を問
われているので「～から」「～ため」で締めくくり、
主語を明確にして述べるようにしましょう。

問九�　文章の内容の読み取りが正確にできているか、
思考力・判断力を問う問題です。ア以外の選択肢
には本文中で述べられていないことが含まれていま
す。イは、漢字について「本質を捉えられない」こ
とについては本文中で述べられていないため不適。
ウは、「筆者の気持ちを正確に伝える」ことは本文
中で述べられていないため不適。エは、連続活字
について「利便性」の言及は本文中でなされてい
ないので不適。
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【解　説】
①知識・技能
②思考力・判断力・表現力
問一�　助動詞の基本的な意味を確認する問題です。　 

ａ「べし」にはさまざまな意味がありますが、選択
肢の中で候補になるのはア「意志」かイ「推量」
しかありません。ですからポイントは、このどちらに
なるかです。実際採点してみると、ア「意志」とい
う解答が多かったのですが、主語が一人称ではなく
「真実の目利きは」ですし、文脈から考えても「真
実の目利きは、見分けるつもりだ」だと意味が通り
にくくなります。したがって正解はイ「推量」です。
現代語訳を読み、文章の流れをよく確認してみてく
ださい。ｂ「まじ」はそもそも「打消推量」や「打
消意志」などの意味をもちますから、正解はウ。ｃ「た
り」は「完了」もしくは「存続」の意味ですから、
正解はオ。ｄ「ぬ」は、「完了」の助動詞「ぬ」
の終止形、あるいは打消の助動詞「ず」の連体
形が候補となりますが、「花咲かぬ時」とあるように
名詞（体言）に接続していますから、正解はエ「打
消」です。エはよくできていました。

問二�　空欄の前に係助詞「こそ」がありますので、「なり」
を已然形に活用させます。あまりできはよくなかった
のですが、活用の問題は、基本的知識があれば
十分答えられますので、よく確認しておいてください。

問三�　空欄の後に助動詞「ん」がありますので、「なし」
を未然形に活用させます。

二
【現代語訳】
　答え。それこそ、前述した三十歳以前の「その時だ
けの魅力」なのだ。相手の古参の役者が芸の花を失っ
て古くさくなっている頃に、新人役者が一時的な珍しさ
の魅力で勝つ場合があるのだ。真実の目利きは「その
時だけの魅力」ゆえの勝利であることを見分けるであ
ろう。とすると、そうした競演は、目利きか目利かずか、
観客の批判力の優劣が競われる機会ともなろうか。　
　しかしながら、問題はそう単純ではない。五十過ぎま
で花がなくならない程の役者には、どんなに若さの花が
あっても、勝つことはできまい。要するに、まずまずといっ
た程度の古参の上手が、すでに花を失っているために、
若い役者に負けることがあるに過ぎない。どんな名高い
桜の木であっても、花が咲かない時の木を人が見るだろ
うか（いや見ることはしない）。それとも、名もない一重
の桜であっても、初花が色美しく咲いているのをもては
やすだろうか。こうした譬えを考え合わせると、一時的
な若さの花であっても、競演の能で新人役者が昔の名
人に勝つのは、当然のことである。
　そんなわけで、能の道では花こそが芸の命なのに、
その肝要の花がなくなることを自覚せず、昔の名声だ
けを頼みにしているのは、古参の役者の重大な誤りだ。
年の功で数多くの物まねを巧みに演じ得ても、花の性
質を理解していない役者の芸は、花が咲かぬ時の草木
を集めて見るようなものだ。草木には多くの種類があり、
花の色もそれぞれ違っているが、人がそれを見て面白い
と感じるのは、ひとしく花ゆえなのだ。物数は多いが花
を知らぬ役者とは逆に、若くて演じ得る能の数は少なく
ても、ある一方面の花を体得しきった役者は、その一方
面の芸についての名声は年久しく保たれるであろう。だ
から役者自身は自分の芸には相当に花があると自負して
いても、それを人の目に感じさせる工夫がなくては、田
舎の花や藪梅などが見る人もなく無駄に咲き匂っている
ようなものだということにもなるのだ。
　また、同じく上手とは言うものの、それにはさまざま段
階があるはずだ。たとえ相当にわざを極めた上手・名人
であっても、前述した花についての工夫・研究ができて
いない役者は、上手としての名声は保てようが、花は後
年までは持続できまい。工夫を極めたような名人は、能
を演じる技量は下がっても、魅力は残るであろう。魅力
さえ残っているならば、芸の面白さは死ぬまで続くに相
違あるまい。だから、そうした「まことの花」の残って
いる役者には、どんなに「その時だけの魅力」の豊富
な若い役者でも、競演で勝つことはないはずだ。

【解　答】（50 点）

問一 a イ　　ｂ ウ　　ｃ オ　　d エ （2 点× 4）
問二 なれ （3 点）
問三 なから （3 点）
問四 イ （4 点）
問五 犬桜 （5 点）
問六 もとの名望ばかりを頼まん事 （5 点）
問七 どんな名高い桜の木であっても、

花が咲かない時の木を人が見るだろうか。
いや見ることはしない。 （6 点）

問八 ウ （4 点）
問九 工夫を極めたような名人は、能を演じる技量は下

がっても、魅力は生涯残るから。（37 字） （8 点）
問十 狂言 （4 点）
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問四�　基本的な古文単語の意味を覚えているか、そし
て文脈が正しく把握できているかを問う問題です。
選択肢に挙がっている古文単語は、それぞれア「あ
はれに」が「しみじみとした」、イ「いたづらに」が「無
駄に」、ウ「あからさまに」が「急に」「ほんの少し」、
エ「つれづれに」が「退屈だ」「しんみりした」な
どの意味をもちます。そして本文では「役者自身は
自分の芸には相当に花があると自負していても、そ
れを人の目に感じさせる工夫がなくては、田舎の花
や藪梅などが見る人もなく 　 ３ 　 咲き匂っている
ようなものだ」とあるわけですから、正解はイとなり
ます。この問題は、やや難しかったようです。

問五�　「めづらし」という古文単語は現代語と同様に「新
鮮だ」という意味がありますので、傍線部①「めづ
らしき花」は新人役者を意味することがわかります。
これを言い換えた言葉を本文中から探します。本
文中で「名木」（ベテランの役者）と「犬桜」（新
人役者）という言葉が対比的に用いられていること
もヒントになります。「初花」という解答が多かった
のですが、注で示したとおり、これは「その年や季
節で最初に咲く花」を意味し、この本文で言えば、
新人役者が放つ芸の魅力を指します。つまり「初花」
は新人役者そのものではありません。設問で求めて
いるのは、このような「花」をもつ役者を言い換え
た語は何かを答えることですので、注意してくださ
い。

問六�　本文中の「古き為手のかへすがへす誤りなり」
（古参の役者の重大な誤りだ）という箇所がヒント
になります。ベテランの役者がなぜ新人に負けるの
か。その時、どんな「誤り」を犯しているのか。そ
れは上記の本文の直前にあるとおり、過去の名声
だけを頼りにしているからです。「初花の色 と々咲け
るをや見ん」という解答が見られましたが、この内
容では「「よき程の上手」が新人の役者に競演で
負ける原因」の説明になっていないので、正解とは
言えません。

問七�　ポイントは「花の咲かぬ時の木をや見ん」の「や」
の意味が把握できるかどうかです。「や」は係助
詞で、「疑問」や「反語」の意味をもちます。で
すから「花が咲かない時の木を、人が見るだろう
か（いや見ない）」という意味になる点をまずはおさ
えてください。その上で、「疑問」で訳すか、「反
語」の意味を含めて訳すか判断してください。ここ
では「すばらしい木であっても、花が咲いていない
時に、その木を人が見るだろうか」という文脈です
から、「反語」で訳すのが適切です。ただ採点に

あたっては、「疑問」の意味で訳していても、ある
いは「疑問」の部分を省略した訳でも、一応意味
は通っていますので、部分点は与えました。

問八�　文法に関する基本的な知識を確認する問題で
す。接続助詞「ば」には用言の未然形もしくは已
然形が接続します。この問題の場合は「残らば」
ですから、未然形ですね。したがって「もし～なら」
という「仮定」の意味になります。この問題はよく
できていました。

問九�　思考力と読解力を問う問題です。つまり古典単
語や文法の知識を覚えるだけではなく、現代文の
問題と同じように、本文の内容をきちんと理解する
必要があります。本文には「「まことの花」の残っ
ている役者には、どんなに「その時だけの魅力」
の豊富な若い役者でも、競演で勝つことはないは
ずだ」とありますが、なぜ世阿弥はこのように考え
るのでしょうか。現代文の問題を解く時と同じように、
こういう場合はまず傍線部の近くをよく読んでみてく
ださい。そして、傍線部のすぐ前にある「公案を
極めたらん上手は、たとへ能は下がるとも、花は残
るべし」（工夫を極めたような名人は、能を演じる
技量は下がっても、魅力は残るであろう）という箇
所が世阿弥の考えの根拠になっているのだとわかれ
ば、あとは指定の字数に合わせてこの部分を現代
語訳すればよいということになります。この問題も、
比較的よくできていました。

問十�　能と一緒に演じられてきた、笑いを中心とする伝
統芸能ですから、正解は「狂言」となります。現
代においても、狂言は能とともに演じられています。

「落語」や「歌舞伎」という解答が比較的多かっ
たのですが、どちらのジャンルも「狂言」とは内容
がかなり異なります。ただどれも日本文化を代表す
る芸能ですので、その基本的知識は身につけてお
きましょう。


