
出題のねらい
　公募制推薦・後期は、文学的文章と論説的文章、
それぞれ 1 題ずつ出題されます。文学的文章におい
ても、論説的文章と同様、自らの感性に任せて読む
のではなく、物語の展開を正確に把握し、表現を的
確に読み解くことが求められます。

　一は、小川糸『食堂かたつむり』からの出題です。
インド人の恋人と同棲中の、料理人を志す「私」が帰
宅すると、家財道具の一切が消失していました。残っ
たのは、祖母の形見、ぬか漬の壺のみ。これを機に、

「私」は長らく離れていた故郷に戻ります。「インド人
が私の家財道具を持ち逃げした」と読み解きたくなる
かもしれませんが、そうなのかどうか、本文には全く
言及がありません。書かれていない事柄に勝手な想像
をめぐらすのではなく、書かれている事に注目し、慎
重に読み解けるかどうかが問われます。

　二は、波平恵美子『日本人の死のかたち』から出
題しました。問題文としたのは、いくつかの事例を
取り上げ、儀礼や見送りの作法の中から日本社会や
そこで暮らす人々が、「死者」や自らの「死」に対し
てどう向き合ってきたのかを解き明かしていこうと
する部分です。今も引き継がれている儀礼を分析し
ながら、伝統的な死生観を探るという深遠なテーマ
を扱ってはいますが、文章自体は平易な文体で丁寧
に説明するスタイルで貫かれています。論説的な文
章としては、基本的な読解力で対応できるものと考
えています。

【解　説】
問一�　漢字の知識を測る問題です。難しい漢字の知識

よりも、一般的な漢字の意味を正確に理解し、熟語
として適切に組み合わせられるかどうかが問われま
す。a は「酵」の右を「考」、 c は「裏」を「理」、
d は「奮」を「奪」とする例がありました。これら
の誤答は、文字の本来の意味を知らぬまま、音や
形の似た文字を混同し、曖昧に覚えているために
起こります。特に正答率の低かったbも同様で、「抱」
を「包」、「擁」を「容」「養」「揚」とする例が
ありました。e は「頰」 が正答、「頬」は電子機
器類に用いられる便宜的な字体のため、誤答です。

問二�　慣用表現に対する知識、文脈に合う語句を選ぶ
判断力を測る問題です。語彙力が求められます。
Ⅲをウ、Ⅳをアとする誤答が目立ちました。

問三�　本文をよく読み、書かれている事、書かれていな
い事を、適切に判別する思考力・判断力を測ります。
アは「無一文」が不適切、本文には、財産に関
する言及はありません。イは「恋人に内緒」、「秘
密の場所」が不適切、そうなのかどうか、本文か
ら判別できません。最も多かった誤答はウで、「ぬ
か床が一番大切」が不適切。本文には、消えてし
まった「台所道具」の「すべてが、私の料理の
相棒だった」、また、「ぬか床は、祖母の大切な形見」
とあり、「台所道具」と「ぬか床」、どちらも大切に
していると分かります。しかし、どちらがより大切な
のか、本文に言及はありません。正答はエで、本
文に「私にはもう、このぬか床しか、寄る辺がない」
とあるので、「私」にとって「ぬか床」が唯一の心
の拠り所になってしまったのが分かります。

問四�　問三と同様、本文をよく読み、書かれている事、
書かれていない事を、適切に判別する思考力・判
断力を測る問題です。高い正答率でした。アは、
本文に全く合致せず。ウは「私を裏切った恋人」
が不適切、「私」の恋人に対するそうした評価は、
本文には述べられていません。エは「大好きな祖
母……と過ごした都会生活との決別」が不適切、

「都会」 から「ふるさと」 へ戻るかどうか、傍線
部より前からは読み取れない情報です。傍線部の
前は、台所道具、台所の収納、料理の材料、ぬ
か床等、料理に関する事柄が話題の中心であり、

「恋人と同棲していた愛の巣」という表現も見える
ので、イが最も適当な選択肢です。

問五�　本文の中心となる話題を把握し、文脈に合う語
句を選ぶ判断力を測る問題です。マンションの部屋

 一
【解　答】（50 点）

問一 a 発酵　　ｂ 抱擁　　ｃ 脳裏　　ｄ 奮闘
e 頰 （2 点× 5）

問二 Ⅰ ウ　　Ⅱ エ　　Ⅲ イ　　Ⅳ イ　　Ⅴ エ
 （2 点× 5）

問三 エ （4 点）
問四 イ （4 点）
問五 Ｘ ぬか床　　Ｙ バスケット

 （Ｘ．Ｙ順不問）（4 点）
問六 窓ガラスに映る大きく口を開けた私は止まってお

り、窓ガラスから見える夜の景色は次々と流れて
ゆくから。 （8 点）

問七 ぬか床を混ぜる青い血管の浮いた白い手、必死に
すり鉢をする丸く小さな背中、手のひらにちょこ
んとのせて味見するかわいい横顔。 （6 点）

問八 ア （4 点）
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を出る直前の本文に、片手に「ぬか床」を抱え、
もう片方の手に「バスケット」を持って、とあるの
で、手許に残った「私」の私有物はこの 2 点であ
ると分かり、空欄の文はここに対応します。したがっ
て、「チケット」とする解答は不適切。「ぬか床の
壺」とする解答は、本文に「ぬか床の入っている壺」
という表現はあるものの、本文中から語句を抜き出
すという設問の要求に合致しません。「祖母」と「恋
人」、あるいは「大家さん」「おかん」等は、本文
を全く理解していない誤答です。

問六�　記述問題です。設問の要求を理解し、前後の
叙述を慎重に読み解く思考力、読み解いた内容を
的確に要約する表現力を測ります。設問の要求は、

「私」の「姿勢」の状態と動き、「景色」の状態
と動きについて、「私」と「景色」を対比させつつ
説明することです。「私」の「心理状態」につい
て説明した解答、「私」のみで「景色」に言及し
ない解答は、不適切、ないし不十分です。正答例
の「止まっており」は「前に進み」、「次々と流れ
てゆく」は「後ろに（逆方向に）流れてゆく」等、
対比が明らかな表現であれば可です。

問七�　記述問題です。問六と同様の思考力・表現力を
測ります。やはり設問の要求を満たすことが肝要で
す。設問には「ドーナツを食べた後」とあるので、
本文前半の「梅干し」や「ぬか床」に言及する
のは不適切。設問のいう「忘れられなかった」「記
憶」は、本文最後「いつも私の頭の中をちらちらと
行ったり来たりして離れなかった」「そういう記憶」
に対応します。「そういう記憶」とは何か、直前の
段落で具体的に記されているので、これを要約す
れば正答です。「日向ぼっこのような毎日」とのみ記
した解答は、不十分。これは祖母との生活を総括
した比喩的な表現であり、「そういう記憶」が具体
的に指示する対象ではありません。

問八�　本文の表現、設問の選択肢を正確に読み解く思
考力、本文と選択肢を比較し、適切な解答を選び
取る判断力を測る問題です。選択肢の表現に注意
を払い、本文の内容と表現に合致しているかどうか
を慎重に検討すれば、おのずと正答に行き着くでしょ
う。正答以外の選択肢には、本文に記されない情
報が含まれています。

【解　説】
問一�　漢字の知識をはかる問題です。全問正解者は少

ないながらも、個々の問題では、特に目立つ誤答例
もなく、よくできていました。あえて言うならば、設
問 c の「彼岸」を「悲願」とする例が指摘できる
程度です。また、解答記入に際しては、楷書で正
確な字体で書くことを心がけてください。

問二�　現代口語文法に関する知識と文の構成を把握す
る力をはかる問題です。直後の「（私が亡くなった
人を）見送る」という短文の構造を問うているわけ
ですから、「主語」と「目的語」という文の構成に
関わる基礎的な文法用語を想起すれば、解答は容
易に得られます。全体的によくできていました。

問三�　空欄の前後の文脈をたどりながら、適切な語句
を補充する問題です。段落と段落の関係を正確に
把握する思考力、文脈に最もふさわしいキーワード
を選び出す判断力が求められます。選択肢は、ほ
とんど接続詞ですがエのみが副詞です。空欄Ⅰは、
「見送る」という表現の意味を分析する文脈から、
死者に対する観念が儀礼の中で具体的にどう現れ
ていくのかへと転換するところにあります。空欄Ⅱは、
直前の文脈にある条件を添加する場面、空欄Ⅲは、
直後に続く文脈が前段落での分析に対して予想に
反する事例の説明へと移行する部分です。それぞ
れの接続詞の役割をしっかりとおさえてあれば、正
答が選択できることになります。空欄Ⅳは、いくつか
の事例を挙げつつ分析を加える一連の段落の終末
部にあらわれ、一旦まとめる部分での用法を持つ語
句の選択が必要となります。文末表現の「～になる」
との呼応から副詞の選択が必要となります。

 二
【解　答】（50 点）

問一 a 漠然　　ｂ 未練　　ｃ 彼岸　　ｄ 要請
e 搬送 （2 点× 5）

問二 Ｘウ　Ｙア （2 点× 2）
問三 Ⅰ ウ　　Ⅱ ア　　Ⅲ オ　　Ⅳ エ （2 点× 4）
問四 儀礼は、死者に自らが死者であることを納得させ、

生者とは異なる世界に住まねばならないことを理
解させるために行なわれる。 （8 点）

問五 イ （5 点）
問六 「死出の旅立ち」には「旅立ちを見送る」人がい

なければならないという伝統的な考えに、どこか
でつながるから ※完答のみ（6 点）

問七 ア （5 点）
問八 無 （4 点）



問四�　記述式問題です。文脈を正確にたどり、適切な
文章にまとめる思考力・判断力が求められます。傍
線部①を含む段落は、伝統的に受け継がれてきた
儀礼や作法の意味や目的を分析する文脈を一旦ま
とめる部分となります。問三で求められた空欄Ⅱの
役割に気がついていれば、ここは、傍線部の直後
の文脈をおさえ、その内容がここまでの文中では、
どのように説明されてきたのかを確認することで、
正答となる文章が作成できることとなります。全体的
によくできていました。

問五�　本文の論理展開を正確に理解し、適切な選択肢
を選択する、思考力・判断力をはかる問題です。
傍線部②は、①と同じ段落内にありますが、「しかし」
によって導かれている一文に含まれている点に注意
が必要です。論説的文章では、「しかし」は単純
な逆説接続としての機能にとどまらず、筆者の主張
の重要な部分を示したり、自らの進めている論述上
の問題点を提示したりするために用いられることが
あります。「しかし」の逆説性を利用した、論説文
的な表現技法と言ってよいでしょう。ここは、後者と
なりますが、言語の運用を把握し理解するには辞
書的な文法的説明以上の要素が必要とされること
を心して学習してください。傍線部②直前の「慣
用表現はあっても」の一節に着目して導入部まで振
り返ってみれば「仮にそうした考えを保持していて
も気づかず……」の一文に気がつくはずです。

問六�　抜き出し問題です。本文の流れを正確に読み解
く思考力・判断力をはかります。傍線部③は、いく
つかの具体的事例によって筆者の分析を検証する
文脈の中に置かれた一事象です。その分析内容は
二段落前の文中に述べられていることに気がつくこ
とが大切です。とりわけ、正答となる部分には「～
だろう」という筆者の考えを述べるための表現が含
まれていることに注目してください。

問七�　段落の議論を正確に読み解き、適切な選択肢を
選び出す思考力・判断力を測る問題です。傍線部
に含まれる「こうした行為」が前段落での「見送
る」人々の行動を指すものです。それが「無意味」
と判断されかねない理由を、個々までの論述に照ら
し合わせて各選択肢から見出していけばよいわけ
です。選択肢に使われている語句を充分に吟味し、
本文の論理・表現に合致しているかどうか、慎重
に判断する必要があります。全体的によくできてい
ました。

問八�　文脈に相応しい語句を本文中から選択し空欄を
補充する問題です。本文の論理を正確に読み解く
思考力・判断力が問われます。誤答が最も多かっ
たのは「死者」とするもの、ついで「霊魂」でした。
しかし、筆者がこの文章で述べてきたのは、一貫
して死にゆく者と残される者との関係性です。それ
は、傍線部直前の文章で「自分の身近な人の死や
自らの死を想像すると」とあることでも明らかです。
両者をつなぐ最もふさわしい語句は、「無」である
ことに気がつくには、導入部の読みが重要であった
ことを再確認して欲しいと願っての出題でした。
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