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前 　 言

«高等院校日语专业四级考试１０年真题与详解»是针对大学日语专业的学生所编写的

日语专业四级考试复习和参考用书.为了帮助广大日语专业的学生顺利通过日语专业四级

考试,本书精心汇编了最近十年的考试真题,并对真题进行了透彻的解析.通过本书的学

习,使大家对考试的题型与内容有更清晰的认识和了解,并很好地把握考试的动向,在复习、
备考的过程中更加有针对性.

本书的内容及特色如下.

　　本书包含２００５―２０１４年的大学日语专业四级考试真题,并对每一年的真题

进行了详细的、拓展性的解析.

○听解

听解部分的解析附有完整的听力原文.除了指出正确答案之外,还指出了对

做题起决定性作用的关键句.同时,对解题的思路进行了分析,并对听力原文中

的重点、难点词汇进行了解释.

○文字词汇语法

文字词汇语法部分的解析包含对所有题目的翻译以及对正确选项及各

个错误选项的详细解释和说明.读音部分的解析补充了很多考查单词所包含的

常用的音读、训读,以及类似读音的单词.词汇语法部分的解析对重点词汇、句型

的用法,通过例句进行了说明.

○读解

读解部分对所有文章进行了整篇的翻译,以加深对文章的理解.对每道题目

的解题思路进行了分析,教学生如何通过对上下文的分析去选择正确的答案.

○完成句子

完成句子部分,提供了２个左右最符合原句条理、用法最典型的句子.解析

包含对句子的翻译,重点句型的解释,以及解题思路及方法的指导.

○作文

本书为每一年的作文题目提供了一篇范文,供学生参考.

本书不仅对四级考试的十年真题进行了详细的分析,而且对解题方法、解题思路进行了

专业的点拨与指导.希望本书能帮助日语专业的学生顺利通过日语专业四级考试.

新世界日语　许小明

２０１５年１月
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大学日语专业四级考试简介

一、考试题型及考试时间安排

卷 别 序 号 题 号 各部分名称 题 数 计 分 考试时间

第一部分

一 １~２０ 听力理解 A、B ２０ ２０

二 ２１~３０ 文 字 １０ １０

三 ３１~４５ 词 汇 １５ １５

四 ４６~６０ 语 法 １５ １５

五 ６１~７０ 完形填空 １０ １０

六 ７１~８５ 阅读理解一、二 １５ １５

３０分钟

７０分钟

第二部分
七 ８６~９５ 完成句子 １０ １０

八 ９６ 作 文 １ １５
６０分钟

合 计 ９６ １１０ １６０分钟

二、考试各题型的具体内容介绍
(一)听力

１．教材大纲以及四级考试大纲所要求的听解能力

(１)能听懂所用教材或者与所用教材同等水平的录音资料.
(２)能听懂讲普通话的日本人以正常语速进行的一般性演讲、报告内容的６５％.另外,能

理解包括说话人的语气和态度在内的讲话内容的７５％.
(３)听一遍用每分钟２４０~２６０字的语速朗读新出单词在１０％以下的听力资料后,能把握

其主要内容、故事情节等的７５％.
(４)能理解中国国际广播电台对日播放的新闻、文化介绍等节目内容的６５％以上.

２．出题形式和出题内容

(１)出题形式

听力部分共２０道题,分为听解 A和听解B.听解 A有１５－１８道题,听解B有２－５道题.
考试时间为３０分钟.各个小题之间有１０秒钟的停顿时间,用来选择答案.
听解 A:这一部分以男女两人的对话为主,对话内容一般在１５句以下.语速为每分钟

２４０~２６０字左右.题材以日常生活为主,涉及衣食住行、家庭生活、校园生活、
学习、工作等,范围较广.

听解B:以单个人的演讲、报告或说明为主.大约为１０句话左右.语速为每分钟２４０~２６０
字左右.内容多与日常生活相关,分为具体内容和抽象内容.具体内容涉及人

物介绍、行为安排等.抽象内容涉及对某一事件的概括、意见、感想等.



２　　　　

(２)出题内容

a　关于人物(誰か·外見·何をしたかなど)

b　关于数字(時間·お金など)

c　关于方位(方角·位置など)

d　关于事物(ものの形·状態など)

e　关于主题(話題のテーマ·相違点·共通点·意見など)

f　关于信息(問題点·結論など)

g　关于推理(これからどうなるか·予想など)
在以上的出题内容中,把握时间、地点、人物、事件是关键.

(二)文字

１．考试要求

能写出«基础阶段教学大纲»词汇表中所规定的汉字的读音以及根据读音写出相应的汉

字.掌握常用日语汉字的音读、训读以及特殊读音.

２．出题形式和出题内容

文字部分的出题包括根据汉字选择正确的读音,以及根据读音选择正确的汉字,共１０道

题目.

(三)词汇

１．教材大纲以及四级考试大纲所要求掌握的词汇范围

教学大纲以及四级考试大纲里总共包含了约５５００个词汇.其中,一年级阶段应该掌握约

３２００个词汇,二年级阶段应该掌握约２３００个词汇.这些词汇中,汉语词汇占４４．８９％,和语词

汇占４８．６６％.另外,还包括一些外来语词汇.

２．出题形式和出题内容

词汇部分共１５道题目,包括考查某个单词的用法,也包括对固定搭配、惯用表达以及日

常用语等的考查.

(四)语法

１．考试要求

四级考试大纲中对语法部分的要求涵盖了«基础阶段教学大纲»中所规定的语法知识,
主要包括助词和句型的用法.教学大纲及四级考试大纲里明确要求掌握的句型有

２４６个.

２．出题形式和出题内容

语法部分共１５道题,包括对助词、助词的叠用以及语法句型的考查.其中,约有一半左右

的题目是与助词相关的.要求不仅掌握助词的基本用法,还要掌握其在句子中的灵活运用.

(五)完形填空

１．考试要求

(１)能读懂日语文章,正确理解文章的结构和主旨大意.
(２)能根据上下文的语境进行分析,选择正确的形式将文章补充完整.

２．出题形式和出题内容
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这部分一般是一篇１２００字左右的文章,有１０道左右的题目.指示代词和接续词几乎是每

年必考的项目.文章题材很广,包括社会、文化、文学作品等,新闻社论等也是常考的题材.

(六)阅读理解

１．考试要求

(１)能读懂日语文章,正确把握文章的主旨大意.
(２)能正确理解文章的细节.
(３)能根据文章得出自己的判断和推论.
(４)正确理解和把握文章内在的逻辑关系.

２．出题形式和出题内容

阅读部分分为阅读理解一和阅读理解二.
阅读理解一:一般有两篇文章,共５道题目.
阅读理解二:一篇１５００字左右的长文,共１０道题目.
文章题材广泛,涉及社会、文化、文学作品等.

(七)完成句子

１．考试要求

这部分是要求根据句子前半句的内容,补充填写后半句,考查对前半句出现的语法句型

等的掌握,属于主观题型.要求文字内容完整、恰当,并且语法正确.

２．出题形式和出题内容

这部分共１０道题,每道小题均为未完成的句子.

(八)作文

１．教材大纲以及四级考试大纲所要求的作文能力

大纲要求大学二年级根据所学的知识,写出３５０~４００字左右的文章.要求书写格式正

确,语法无错误,文章通顺.

２．出题形式和出题内容

作文题目类型比较丰富,有些题目适合写叙事性的文章,如写自己的某些经历,或者与

自己相关的情况.有些题目适合写议论性的文章,如对某个事物的认识和看法等.
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大学日本語専攻生四級能力試験問題(２０１４年)

(試験時間:１６０分)
注意:解答はすべて解答用紙に書きなさい。

第一部分

一、 聴解(１×２０＝２０点)
　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　

二、 次の文の下線をつけた単語の正しい読み方や漢字を、 後のA、B、C、Dから一つ選び

なさい。 (１×１０＝１０点)

２１．明日の一、 二時間目はきゅうこうになったので、 ゆっくり寝られる。

Ａ　休航 Ｂ　休行 Ｃ　休講 Ｄ　休校

２２．この会の会費は三か月に一回ちょうしゅうされる。

Ａ　徴収 Ｂ　徴集 Ｃ　超収 Ｄ　兆集

２３．長年勤めていた会社をやめることになった。

Ａ　止 Ｂ　辞 Ｃ　病 Ｄ　已

２４．これは胃腸の働きを高め消化をうながす薬です。

Ａ　催 Ｂ　施 Ｃ　増 Ｄ　促

２５．試験のさいてんは公正に行わなければならない。

Ａ　采点 Ｂ　採点 Ｃ　再転 Ｄ　祭典

２６．次の方は、 呼ばれるまでこちらの部屋で控えていてください。

Ａ　ひか Ｂ　そな Ｃ　そろ Ｄ　おさ

２７．大国間の緊張が強まれば、 平和が脅かされる。

Ａ　お Ｂ　おどろ Ｃ　おびや Ｄ　くじ

２８．差し支えがなければ、 メールアドレスを教えていただけないでしょうか。

Ａ　さしおさ Ｂ　さしささ Ｃ　さしちが Ｄ　さしつか

２９．何も敷かずに芝生に寝転んだ。

Ａ　ま Ｂ　ひ Ｃ　し Ｄ　お

３０．彼は管理者として、 事故の責任を免れることはできない。

Ａ　ぬが Ｂ　のが Ｃ　まねか Ｄ　まぬか
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三、 次の文の に入れるのに最も適当な言葉を後のA、B、C、Dから一つ選びなさ

い。 (１×１５＝１５点)

３１．このような施策によって環境の著しい汚染や破壊を防止することには相当程度の

をおさめた。

Ａ　効果 Ｂ　効力 Ｃ　成功 Ｄ　成績

３２．私の家は東南の角地で がよく、 敷地としては良いところです。

Ａ　風当たり Ｂ　雨当たり Ｃ　人当たり Ｄ　日当たり

３３．これはイギリス人が大陸の人々へ抱いている について書かれた本である。

Ａ　イメージ Ｂ　インフレ Ｃ　エネルギー Ｄ　エプロン

３４．旅行に対する考え方など、 国民の余暇と旅行に関する意識を により調査

した。

Ａ　アルコール Ｂ　アルミニウム Ｃ　アルバム Ｄ　アンケート

３５．せっかちな私は、 思いたったらすぐに行動しないと気が 。

Ａ　きでない Ｂ　すまない Ｃ　きかない Ｄ　つかない

３６．すべての者は、 私的な家庭生活、 住居、 及び通信を もらう権利をもつ。

Ａ　存続して Ｂ　存否して Ｃ　尊敬して Ｄ　尊重して

３７．好きな人に毎日でもメールをして連絡を取りたいのですが、 と思われたく

ないのでしていません。

Ａ　かしこい Ｂ　めでたい Ｃ　しつこい Ｄ　ありがたい

３８．海峡は波の 日が多い。

Ａ　あさい Ｂ　あらい Ｃ　きつい Ｄ　つらい

３９．私は自分では頑張っているつもりなんですが、 に見えるらしいんです。

Ａ　消極的 Ｂ　積極的 Ｃ　夢想的 Ｄ　理想的

４０．相手に反論する場合には、 あまり ことは言わずに簡潔で短い言葉で発言

する。

Ａ　明瞭な Ｂ　綿密な Ｃ　悠長な Ｄ　余計な

４１．この場合、 必要な水の量は、 風呂桶三 分になります。

Ａ　桶 Ｂ　本 Ｃ　杯 Ｄ　個

４２．雨は小降りになっているが、 、 かなり濡れるだろう。

Ａ　それでは Ｂ　それでも Ｃ　それなのに Ｄ　それなら

４３．電話ではなく、 会って話したいと思う。

Ａ　じかに Ｂ　じつに Ｃ　とくに Ｄ　ときに

４４．実は、 赤ワインが から白を飲んでいるという人が多いらしい。

Ａ　口に合わない Ｂ　口に合う Ｃ　口を挟まない Ｄ　口を挟む

４５． 。 どなたかいらっしゃいますか。 
Ａ　おかまいなく Ｂ　ごめんください

Ｃ　かまいません Ｄ　ごめんなさい
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四、 次の文の に入れるのに最も適当なものを後のA、B、C、Dから一つ選びなさ

い。 (１×１５＝１５点)

４６．残業などは問題ではないが、 無能な上司 毎日振り回されては困る。

Ａ　が Ｂ　と Ｃ　に Ｄ　を

４７．卒業式に参加できない場合、６月１０日 級長に連絡してください。

Ａ　から Ｂ　より Ｃ　まで Ｄ　までに

４８．大学を出て以来、 彼には一度 会っていません。

Ａ　さえ Ｂ　しか Ｃ　だけ Ｄ　ほど

４９．要望は言ってほしい。 できる ことをするから。

Ａ　かぎりの Ｂ　さえの Ｃ　すらの Ｄ　ほどの

５０．帰る途中、 大雨 びしょ濡れになってしまった。

Ａ　に降らされて Ｂ　が降られて Ｃ　に降られて Ｄ　が降らされて

５１．確かにこの商品は今人気があるが、 ただ一時的な流行 と思う。

Ａ　にすぎない Ｂ　次第だ

Ｃ　であるはずがない Ｄ　に反する

５２．山崩れのため、 三週間 、 電車がストップした。

Ａ　につき Ｂ　にわたり Ｃ　につれ Ｄ　にともない

５３．親の立場 学校が週休二日になることは必ずしもありがたいことではない。

Ａ　からすれば Ｂ　からには Ｃ　からといって Ｄ　から

５４．大都会では子供の数が 一方で、 幼稚園の経営が難しくなっている。

Ａ　減った Ｂ　減る Ｃ　減ろう Ｄ　減っている

５５．昔は海岸の近くに住んでいた。 それで、 よく貝を拾ったり 。

Ａ　したわけだ Ｂ　したことだ Ｃ　したほどだ Ｄ　したものだ

５６．頭痛の原因は、 近くの病院で 目の疲れだということだった。

Ａ　検査したとき Ｂ　検査したところ

Ｃ　検査するとき Ｄ　検査するところ

５７．たまたまあの交通事故の悲惨なシーンが目 。

Ａ　にさわった Ｂ　にとめた Ｃ　にぬけた Ｄ　にふれた

５８．ちょっと相談したいことがあるの、 聞いて ？
はい、 どうぞ。 
Ａ　くれる Ｂ　あげる Ｃ　もらう Ｄ　やる

５９．今日は、 いい天気ですね。 。 
ええ、 ちょっとそこまで。 
Ａ　お出かけますか Ｂ　お参りますか

Ｃ　お出かけですか Ｄ　お参りですか

６０．もしもし、 交流課です。 山田君いますか。 
あいにく席を外しておりますが、 後ほど、 折り返し電話をさせて 。 
Ａ　もうします Ｂ　もらいます
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Ｃ　あげます Ｄ　いただきます

五、 次の文章の(　　　　)に入る最も適当な言葉を、 後のA、B、C、Dから一つ選びなさ

い。 (１×１０＝１０点)

　命が粗末に扱われている。 この国を見渡す(注１)と、 (　　６１　　)思われてならない時

がある。 一人ひとりの命に本気で向き合ってくれるのは誰か。 見誤り(注２)たくありま

せん。

　命の分かれ目で、 苦しみ、 闘っている人は大勢います。

　(　　６２　　)、 原因がわからず治療法も未確立な難病、 五千～七千種もあるといわれ

ています。

　名古屋市熱田区の西尾朋浩さんの母親が急に歩けなくなり、 みるみる悪化した。 一九

九五年の夏。 (　　６３　　)訪ね、 東京の病院でやっと告げられた病名は鉛のように重く

響きました。

　難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)。 国内患者は推定八千人。 全身の筋肉が衰え、 自力

呼吸もできなくなる。 人工呼吸器などで命はつなげるが周りに迷惑がかかると患者の

多くは延命を拒む。 彼の母も…。 二年半後、 他界(注３)。

　(　　６４　　)、 生きる希望を失わず自らと闘う患者もいる。 自力で動けない重症者の

窒息を防ぐには、 昼夜の介護(注４)、 タン(痰)の吸引が欠かせない。 (　　６５　　)独り暮ら

しや老老介護など弱い立場ほど、 公的支援のありようが命の鍵を握るのです。

　(　　６６　　)現実の運用は自治体ごとの裁量の差が大きく、 公平ではない。 命と真剣

に向き合う姿勢が求められるのに。 (　　６７　　)、 なぜ。

　ALSの公的介護の実態をめぐり和歌山地裁が今春、 原告の七十代の老夫婦側に立った

判決を出しました。 和歌山市の介護内容の決定を(不十分で)裁量権の逸脱(注５)で違法
と厳しく認定。 (　　６８　　)憲法二五条が保障した生存権に反する、 としたに等しい判

断でした。

　難病は一例です。 自殺者が十四年連続で三万人を超えた(今年途切れそうです)事実。

過労死や虐待死…。 歴史を重ね、 国自体が病んできたのではないか。 原発事故の被災·

避難者は象徴的です。

　母を亡くした西尾さんは３·１１直後、 ALS患者らの救護に仲間と被災地を目指した。

支えられるだけではない自覚を持つ弱者も少なくない。 医療などの政策に財源の裏づ

けは必要だが、 目の前で苦悩する人の命を見限ることとは(　　６９　　)が違う問題

です。

　命を守ると各党とも口はそろえますが、 人権、 生存権の訴えは、 (　　７０　　)聞こ

えてきません。 公約で自助·自立を第一という党もありますが、 行き過ぎは命の“格

差”を広げかねない。

　国民の命に真剣に向き合ってくれるのは誰か。 自身のためにも、 見逃してはいけない

選択です。

(日本中日新聞２０１２．１２．１３社説より)
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注１:見渡す/広い範囲にわたって見る。

注２:見誤る/そのものを見て、 誤った判断をする。

注３:他界/死ぬこと。

注４:介護/高齢者·病人などを介抱し、 世話をすること。

注５:逸脱/漏れること。

６１．Ａ　こう Ｂ　そう Ｃ　ああ Ｄ　どう

６２．Ａ　言わば Ｂ　即ち Ｃ　考えれば Ｄ　例えば

６３．Ａ　あちこち Ｂ　あれこれ Ｃ　ここそこ Ｄ　そこそこ

６４．Ａ　地方で Ｂ　方々で Ｃ　諸方で Ｄ　一方で

６５．Ａ　まさか Ｂ　まさに Ｃ　まして Ｄ　まれに

６６．Ａ　ところで Ｂ　ところが Ｃ　ところに Ｄ　ところの

６７．Ａ　一体 Ｂ　究極 Ｃ　結果 Ｄ　到底

６８．Ａ　これは Ｂ　それは Ｃ　あれは Ｄ　どれは

６９．Ａ　世代 Ｂ　見方 Ｃ　次元 Ｄ　階層

７０．Ａ　あまり Ｂ　たいへん Ｃ　はなはだ Ｄ　ようやく

六、 読解

　問題一、 次の各文章を読んで、 後の質問に答えなさい。 答えはそれぞれA、B、C、Dの

中から最も適当なものを一つ選びなさい。 (１×５＝５点)

(文章１)
　Ｎ 病院でまた手術ミスがあった。 看護師が手術を受ける患者のカルテ(注)を間違えて担

当医師に渡してしまったらしい。 この病院は設備にかけては一流で、 特に心臓外科では

評判の高い病院だ。 しかしこういうミスが続いてはたまらない。 ①人手不足もあるのだ

ろうが、 早く改善してミスをなくしてもらいたい。

　我が家でも３年前、 検査の失敗が原因で祖母が亡くなってしまった。 医師がご本人に

は説明をしましたというばかりで、 ミスを認めようともしなかった。

　医者は一段高いところから、 患者を見下ろしているのだろうか。 もしそうだとすれ

ば、 ②本当に残念なことだ。

注:カルテ/診療簿、 病症録。

７１．①人手不足もあるのだろうとあるが、 筆者の考えに最も近いのはどれか。

Ａ　ミスが続く原因は人手も設備も十分ではないからだ。

Ｂ　人手不足はミスが続く原因の一つかもしれない。

Ｃ　人手が十分でもミスが続くこともある。

Ｄ　ミスが続くと人手不足になるだろう。

７２．②本当に残念なことだとあるが、 何が残念なのか。

Ａ　検査が失敗したこと
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Ｂ　祖母が死んでしまったこと

Ｃ　医師が失敗を認めようとしなかったこと

Ｄ　医師が高いところから患者を見下ろしていること

(文章２)
　大昔の人びとは、 花に囲まれていました。 だから、 花をわざわざ表現しようとおもわ

なかったのです。 ところが、 人間は文明を発達させるにつれて、 自然を壊していきま

す。 そして、 自然を壊せば壊すほど、 人は①花を表現するようになったのではないで

しょうか。

　森林や草地を開いて、 垣根をつくります。 垣根のなかには、 木を植えたり草花を植え

たりして花を楽しみます。 建物のなかはいくつもの部屋に分かれた完全に人工的な空間

です。 この人工的な空間のなかで、 人間は長い時間を過ごすようになってきます。 そう

すると、 殺風景な気分を和らげるために、 そこに自然をもちこみたくなります。 部屋の

壁に花の模様を使ったり、 花の絵を飾ったりします。 生け花を飾り、 鉢植えの花をもっ

てきたりします。 窓の外には花壇をつくります。

　(中略)世界的にみても花の造形の歴史は新しく、 とくに花専門の絵が出てくるのはわ

ずか１００年前のことなのです。 このように花の造形の歴史が非常に新しいという事実の

解釈として、 知的な発達で人間は花を愛するようになったという解釈もあります。 しか

し私はむしろ、 人間は自然を壊せば壊すほど花を愛するようになったのではないかと考

えているのです。

７３．ここでの①花を表現する例として、 適当でないものはどれか。

Ａ　花びんに花を飾ること

Ｂ　部屋のカーテンを花柄にすること

Ｃ　校庭に花を植えること

Ｄ　毎年春に、 花見をしに行くこと

７４．この文章によると、 人間が花を愛する気持ちを強くするのはなぜか。

Ａ　花を描いた造形物が増え、 花の魅力をより感じるようになったから。

Ｂ　人間の知能が発達し、 花の美しさを理解できるようになったから。

Ｃ　文明の発達に伴い、 周囲から自然が失われていくから。

Ｄ　何もない空間に飽きてきたから。

７５．この文章では何を説明しているか。

Ａ　人間が花を表現したがる理由

Ｂ　日本における花の造形の歴史

Ｃ　今日における自然破壊の原因

Ｄ　花の表現形式の移り変わり
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　問題二、 次の文章を読んで、 後の問いに答えなさい。 答えはそれぞれA、B、C、Dの中

から最も適当なものを一つ選びなさい。 (１×１０＝１０点)

　チャレンジとは、 独自の目標を決め、 それに向かって自分を試すことである。 設定し

た目標を目掛けて挑戦するには、 まず第一に情熱が必要である。 理想主義的な情熱の端

的(注１)な例として私はいつもドンキホーテ(注２)を思い浮かべる。 ドンキホーテは、 あえ

て不可能の夢を夢み、 到達できない理想を追い、 破ることのできない障害に挑戦すると

きこそ人生が深い意味を持つと説き、 結果はどうであれ、 その情熱に没頭し、 全力を尽

くす行為そのものに人生の価値があると教える。 人生には、 どこかで、 思い切ってすべ

てをかけなければならない決断の時点がある。 情熱がこの決断を促すのである。 ①情熱

なしにチャレンジはありえない。

　しかし、 現実世界のチャレンジには、 情熱と同じぐらい、 あるいはそれ以上に重要な

要素がもう一つある。 もし、 人間が情熱だけで動いたら、 その行為は、 周りの人に迷惑

であるばかりでなく、 本人にとっても、 つまらぬ悲劇に終わり、 他人にとっては、 こっけ

いな喜劇でしかない。 それは、 風車に向かってさびた槍を振りかざして(注３)突進するドン

キホーテの姿が証明している。 チャレンジに、 どうしても欠くことができないのは理性

である。

　目標に向かって自分を駆り立てる(注４)熱く熱したものと、 ②その行為に方向性と計画

性を与える冷たくさめたもの、 すなわち情熱と理性、 これがチャレンジには不可欠であ

る。 理性で割り出した方向性と計画性があってこそ情熱は高揚し、 ③その情熱が強い推

進力となって方向と計画の意味が深まる。 船には、 スクリュー(螺旋推進器)と舵の両方

があるのと同じことであろう。

　(中略)
　大型のチャレンジでは、 情熱に身を任せると決して目標は達成されない。 ④盲目的な

情熱は、 着実な進歩にとって不可欠な持久力を減退させる。 自分をも疑う客観性を失わ

せ、 意外な新事実を発見する精神的余裕を乏しくさせる。

　(中略)
　⑤自己満足的な情熱は、 しばしば人間をむき(注５)にさせ、 ゆとりをなくし、 排他的に

させる。 そうした行為は情熱的に見えても、 成果は期待できない。

　チャレンジとは、 独自の目標に対する挑戦であり、 他人との競争ではない。 他人との

競争意識が過熱すると、 ⑥そこに気を取られ、 目標そのものの達成のための精進にマイ

ナスの力が加わる。 そこに落とし穴がある。 他人を意識し、 自分との比較に明け暮れ、

嫉妬心が強まり、 批判を気にする。 つまり、 人間が防御的になる。 人間の思考力には限

界がある。 個々の人の思考エネルギーの総和は、 誰も似たり寄ったり(注６)のものだろう。

その貴重なエネルギーを防御に向ければ、 その分だけ、 自分の目標に集中するエネルギ

ーは減る。 ⑦攻撃は最大の防御という言葉は、 思考エネルギーの経済学の立場から見

ても真理をついている。 目標達成に全力を挙げていれば、 他人との比較に注意を向ける

余裕さえなくなるはずだ。 優れたスポーツマンは、 一度試合に臨むと、 最終的な勝敗さ

え忘れて、 いいプレーをすることに全力を挙げる。 結果的には、 それが勝利につながる
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のである。 ⑧チャレンジの対象は、 結局は自分という姿を執った人間性そのものかもし

れない。 他との競争でないことは確かだ。

　熱い情熱と冷たい理性が一体となって高揚するとき、 最も高貴な人間性が姿を現すの

である。

注１:端的/明白なさま。

注２:ドンキホーテ/１７世紀、 スペインの長編小説にある主人公。

注３:振りかざす/頭の上に振り上げる。

注４:駆り立てる/そういう行動をとらざるを得ないような心的状態に仕向ける。

注５:むき/ちょっとしたことに本気になること。

注６:似たり寄ったり/あまり差異のないこと。

７６．作者はなぜ①情熱なしにチャレンジはありえないと言うのか。

Ａ　設定した目標を目掛けて挑戦するためには、 情熱が必要であるから。

Ｂ　他の人がやろうとしないことに挑戦するためには、 情熱が必要であるから。

Ｃ　情熱があってはじめてチャレンジしようという気持ちが生まれてくるから。

Ｄ　思い切ってすべてをかける決断が迫られる時に情熱がこの決断を促すから。

７７．理性は②その行為に方向性と計画性を与える役割を果たすが、 それでは、 情熱はど

んな役割を果たすのだろうか。

Ａ　目標に向かって自分を駆り立てる役割

Ｂ　不可能の夢を夢みて行動を起こす役割

Ｃ　破れるはずのない障害に挑戦させる役割

Ｄ　到達できない理想を追うようにさせる役割

７８．③その情熱が強い推進力となって方向と計画の意味が深まるとあるが、 ここで言う

方向と計画の意味が深まるとはどういう意味だろうか。

Ａ　情熱があるので方向性を早く決め計画を強く推し進めていくこと

Ｂ　情熱が高揚した結果、 方向性や計画性が一層意味が深まること

Ｃ　もっとしっかりした方向性を持ち、 綿密に計画を立てること

Ｄ　情熱に理性が加われば、 方向が正しく計画が綿密になること

７９．なぜ④盲目的な情熱は、 着実な進歩にとって不可欠な持久力を減退させると言える

のか。

Ａ　盲目的な情熱は情熱に任せているので、 長続きができないから。

Ｂ　盲目的な情熱は情熱だけで動いているので、 持久力を持たないから。

Ｃ　盲目的な情熱は盲目的であるだけに、 持久力があるはずはないから。

Ｄ　盲目的な情熱は客観性や発見精神を欠くので、 長続きはできないから。

８０．⑤自己満足的な情熱は、 しばしば人間をむきにさせ、 ゆとりをなくし、 排他的にさ

せるとはどういう意味なのか。

Ａ　自己満足的な情熱は感情的に行動を駆り立てるので、 他人との協力ができ

ない。

Ｂ　自己満足的な情熱を持つ人間は自己さえよければよく、 他人のことを考え
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ない。

Ｃ　自己満足的な情熱を持つ人間は他人の意見を聞いて理性的に問題を考えられ

ない。

Ｄ　自己満足的な情熱は常に人間を冷静かつ客観的に問題を考えるようにさせ

ない。

８１．ここに使われている⑥そこはどんな意味を表しているのだろうか。

Ａ　ものの意味 Ｂ　場所の意味 Ｃ　ことの意味 Ｄ　程度の意味

８２．なぜ⑦攻撃は最大の防御という言葉は、 思考エネルギーの経済学の立場から見て

も真理をついていると言えるのだろうか。

Ａ　攻撃の場合は攻撃のことだけを考えればよいのだから。

Ｂ　攻撃をすれば防御をする必要がなくなり経済的だから。

Ｃ　防御するより攻撃する方がエネルギー消耗が少ないから。

Ｄ　防御を考え出すと攻撃のことを考えることができなくなるから。

８３．⑧チャレンジの対象は、 結局は自分という姿を執った人間性そのものかもしれないと

はどういう意味だろうか。

Ａ　挑戦とは、 ものやことに対して行う行為であるとともに、 自分の中にある人間

性も現れてくるのだということ

Ｂ　挑戦とは、 ものやことに対して行うように見えるが、 実は自分の中にある人間

性にチャレンジしているのだということ

Ｃ　挑戦とは、 ものやことに対して行う行為であるが、 実はそれを通じて自分の中

にある人間性を鍛え上げるのだということ

Ｄ　挑戦の対象は自分という姿を執った人間性につながっている。 だから、 対象に

チャレンジすれば人間性も鍛えられるということ

８４．作者はこの文章で何を言いたいのか。

Ａ　チャレンジにおいては、 攻撃は最大の防御であるということを言っている。

Ｂ　ドンキホーテのように行動をする情熱があるだけでは不十分で、 目的を実現す

るための方向性や計画性を考え出す必要がある。

Ｃ　思考経済学の角度から考えれば、 他人との競争意識が過熱すると、 いろいろな

ことに気を取られて本来の目標実現ができなくなる。

Ｄ　理性がなければ、 どんなに強い情熱があっても盲目的になったり自己満足的に

なったりするので、 好ましい結果をもたらすことができない。

８５．この文章の最も適当な題は次のどれか。

Ａ　挑戦 Ｂ　理性 Ｃ　情熱 Ｄ　理想

第二部分

七、 次の文を完成しなさい(解答は解答用紙に書きなさい)。 (１×１０＝１０点)

８６．昼間は賑やかなこの通りも、 夜がふけるにつれて、 　。



１１　　　

大
学
日
本
語
專
攻
生
四
级
能
力
試
験
問
題
︵２０１４

年
︶

８７．ちょっとぐらいミスしたからといって、 　。

８８．お気持ちは嬉しいのですが、 こんな高価なものを 　。

８９．彼女ほど仕事のできる女性は 　。

９０．申請には、 それらの書類が必要なのはもちろん、 写真も 　。

９１．時間にうるさい森さんだから、 　。

９２．もし本当に事故が起きたら、 　。

９３．未成年者の飲酒は、 法律によって 　。

９４．いくら性能のいいコンピュータでも、 使わなければ、 　。

９５．値段の高いものが、 必ずしも 　。

八、 次の要領で解答用紙に作文をしなさい。 (１５点)

題目:旅行の楽しみ

１．文体:常体(簡体)。

２．文章は、３５０字以上、４００字以内におさめること。

(句読点も一字とする。 もし３５０字未満、 または４００字をオーバーした場合は減点に

なる。 )

３．文体が間違った場合は減点になる。
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大学日本語専攻生四級能力試験問題(２０１３年)

(試験時間:１６０分)
注意:解答はすべて解答用紙に書きなさい。

第一部分

一、 聴解(１×２０＝２０点)
　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　

二、 次の文の下線をつけた単語の正しい読み方や書き方を、 後のA、B、C、Dから一つ選

びなさい。 (１×１０＝１０点)

２１．この絵は、 素人が描いたようだが、 若い人には人気がある。

Ａ　そにん Ｂ　そじん Ｃ　すうと Ｄ　しろうと

２２．昔の日本人男性は家庭を顧みずに働いたものだ。

Ａ　かえり Ｂ　こ Ｃ　こころ Ｄ　ふりかえり

２３．容疑者はこのあたりに潜んでいる可能性がある。

Ａ　うか Ｂ　しず Ｃ　はさ Ｄ　ひそ

２４．この公園では、 芝生の中でボール遊びは禁止されている。

Ａ　しせい Ｂ　ししょう Ｃ　しばひ Ｄ　しばふ

２５．株価の値下がりは、 為替の相場にも影響がある。

Ａ　かわせ Ｂ　かえせ Ｃ　ためかえ Ｄ　ためがえ

２６．この辺りの海岸線は、 起伏に富んでいる。

Ａ　く Ｂ　こ Ｃ　と Ｄ　ふ

２７．この問題をとくのに、２時間もかかった。

Ａ　解 Ｂ　答 Ｃ　梳 Ｄ　説

２８．ここは、 古代の人々がすうはいした神の神殿だ。

Ａ　数拝 Ｂ　崇拝 Ｃ　宗拝 Ｄ　須拝

２９．外出の際は、 かぎをフロントにあずけてください。

Ａ　貸 Ｂ　貯 Ｃ　預 Ｄ　授

３０．最近は、 子供と老人にねらいをさだめた商品がよく売れている。

Ａ　諦 Ｂ　定 Ｃ　運 Ｄ　決
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三、 次の文の に入れるのに最も適当な言葉を後のA、B、C、Dから一つ選びなさ

い。 (１×１５＝１５点)

３１．それがまた、 日本経済をいっそう強い体質に していく基本的な方向として、

ますます進展していくものと予想してよい。

Ａ　解決 Ｂ　開拓 Ｃ　改定 Ｄ　改善

３２．どれほど生産し、 どのぐらい販売されたのか、 残念ながらまだ がついてい

ない。

Ａ　見当 Ｂ　検討 Ｃ　気持 Ｄ　気配

３３． を守らない者は、 罰を受ける。

Ａ　レール Ｂ　ルール Ｃ　ボール Ｄ　メール

３４．小学校高学年頃になると、 頭によい 番組をよく見るようになりました。

Ａ　サービス Ｂ　クイズ Ｃ　サークル Ｄ　レジャー

３５．私の家は、 駅から 遠いが、 静かでいい所にある。

Ａ　ますます Ｂ　かえって Ｃ　やや Ｄ　わずか

３６．みんな意見が で、 いくら話してもまとまらなかった。

Ａ　すらすら Ｂ　はらはら Ｃ　ぼつぼつ Ｄ　まちまち

３７．彼女の結婚衣装は、 派手なデザインのとても 衣装だった。

Ａ　はるかな Ｂ　のどかな Ｃ　にぎやかな Ｄ　はなやかな

３８．子供が一日何時間もゲームに夢中になるのは、 健康上からも こととは言え

ない。

Ａ　目覚ましい Ｂ　好ましい Ｃ　凄まじい Ｄ　難しい

３９．智恵のある人はいろいろな技巧に通暁しているから、 物事の道理に 。

Ａ　明るい Ｂ　暗い Ｃ　厳しい Ｄ　優しい

４０．間違っていても、 英語が なお客様なら分かる。

Ａ　用意 Ｂ　容易 Ｃ　得意 Ｄ　下手

４１．彼女は日本語がとても で、 聞いただけでは日本人と間違えられるほどだ。

Ａ　あざやか Ｂ　さわやか Ｃ　なめらか Ｄ　はなやか

４２．家の中では、 一番下の妹が何かあると、 よくカレンダーを 。

Ａ　みはる Ｂ　めくる Ｃ　たてる Ｄ　しみる

４３．どうして彼があのことを知っているのだろう。 誰かが秘密を に違いない。

Ａ　もらした Ｂ　にがした Ｃ　そらした Ｄ　さがした

４４．彼女は 環境に育ち、 外国語大学卒業後、 現在は外交官として活躍して

いる。

Ａ　預けられた Ｂ　甘えられた Ｃ　囲まれた Ｄ　恵まれた

４５．何かしゃべると、 そのことで怒られたり笑われたりするのではないか、 と不安を感

じるときは、 大人だって なるのではありませんか。

Ａ　口が軽く Ｂ　目が丸く Ｃ　口が重く Ｄ　目が細く
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四、 次の文の に入れるのに最も適当なものを後のA、B、C、Dから一つ選びなさ

い。 (１×１５＝１５点)

４６．西野君がこうなったのは、 性格が暗い ではないでしょうか。

Ａ　わけ Ｂ　はず Ｃ　ので Ｄ　から

４７．体力は惜しまないが、 無能な上司 毎日振り回されては困る。

Ａ　が Ｂ　で Ｃ　に Ｄ　を

４８．卒業式に参加できない場合、３月１０日 級長に連絡してください。

Ａ　でまで Ｂ　にまで Ｃ　まで Ｄ　までに

４９．雨が降っているから、 タクシー 乗っていこうか。

Ａ　にさえ Ｂ　にでも Ｃ　でさえ Ｄ　とでも

５０．具体的な解決策については、 関係者一同改めて検討した お返事します。

Ａ　うえで Ｂ　うえと Ｃ　うえに Ｄ　うえは

５１．ご要望があれば言ってください。 できる ことをしますから。

Ａ　かぎりの Ｂ　ぐらいの Ｃ　ばかりの Ｄ　ところの

５２．学校に来る 、 財布を家に忘れたのに気づいた。

Ａ　うちに Ｂ　ついでに Ｃ　とちゅう Ｄ　なかで

５３．一般的には、 日本語は曖昧で誤解しやすい言語だと 。

Ａ　させている Ｂ　されている

Ｃ　させられている Ｄ　している

５４．応募者は多いが実際に参加費を払ったのはまだほんの一割程度 。

Ａ　にすぎない Ｂ　にもなっている

Ｃ　まですぎない Ｄ　までなっている

５５．血液型性格判断とは、 血液型が分かれば大体の性格も分かるという だ。

Ａ　ひと Ｂ　かた Ｃ　もの Ｄ　ばあい

５６．親の健康の事も自分の将来のことも心配 。

Ａ　ないことはない Ｂ　でならない

Ｃ　ではいられない Ｄ　ならない

５７．何十億もの人の性格をたったの四種類に分類することが、 。

Ａ　出来るのかと思う Ｂ　出来るのではないかと思う

Ｃ　出来たのかと思う Ｄ　出来なかったのかと思う

５８．ちょっと相談したいことがあるの、 聞いて ？
ええ、 どうぞ。 
Ａ　あげる Ｂ　くれる Ｃ　もらう Ｄ　やる

５９．もしもし、 交流課です。 山田君いますか。 
あいにく席を外しておりますが、 帰ったらすぐ電話を 。 
Ａ　もらいます Ｂ　されます Ｃ　あげます Ｄ　させます

６０．今日は、 いい天気ですね。 。 
ええ、 ちょっとそこまで。 
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Ａ　お出かけしますか Ｂ　ご出かけしますか

Ｃ　お出かけですか Ｄ　ご出かけですか

五、 次の文章(　　　　)に入る最も適当な言葉を、 後のA、B、C、Dから一つ選びなさ

い。 (１×１０＝１０点)

国民審査　憲法の番人を見極めて

　最高裁判事(注１)の国民審査は、 国民が司法を直接チェックする大事な機会だ。 どう判断

していいのか、 困るのも現実だろう。 審査公報などをもっと充実させ、 有権者(注２)も権利

を積極的に行使し(　　６１　　)。
　国民は最高裁判事を罷免できると憲法に書いてあります。 (　　６２　　)、 情報が足り

ないから、 その力を国民は知らずにいるのです
　選挙での一人一票の運動をする升永英俊弁護士は(　　６３　　)語る。 一票の格

差(注３)が二倍あると、 住む地域によって、 〇·五票しか持てない人が出る。 その地域格

差を完全になくそうというのが、 一人一票運動だ。

　最高裁は衆院選で二倍超、 参院選で五倍超の格差を違憲状態とする判決を出した。

　主権者たる国民の多数決と国会議員の多数決は、 一致せねばならないはずです。

(　　６４　　)を反映できるのは、 人口比例選挙しかない。 でも、 最高裁は完全に平等に

なる一人一票と明言しませんでした。 (　　６５　　)、 私たちは心を鬼にして、 判事全

員に×を投票するよう呼び掛けているのです。 
　(　　６６　　)価値観で判断するかは、 有権者の自由だ。 国民審査は不信任票が過半数

に達すると、 判事罷免となるダイナミック(注４)な仕組みでもある。 問題なのは、 大半の国

民が判事をよく(　　６７　　)ままで、 審査が形骸化していることだ。

　最高裁は長官と判事十四人の計十五人で構成されるが、 今回の審査の対象は十人であ

る。 (　　６８　　)、 名前を聞いても、 よほど法曹(注５)界に通じていない限り、 人物像はわ

からないだろう。

　有権者に配られる審査公報には、 略歴や関与した裁判、 心構えが簡単に記されてい

る。 だが、 (　　６９　　)“顔”が見えるまでには到達していない。

　憲法の番人と呼ばれる大事な役割を担うだけに、 判事の情報を国民にもっとわかり

やすく公開すべきである。 さまざまなメディアを通じて発信する努力も尽くしてほ

しい。

　米国では大統領に指名された連邦最高裁の判事候補者は、 上院議会の承認を受ける。

その際には公聴会で、 さまざまな質問を受け、 チェックされる。

　それに(　　７０　　)、 内閣が任命する日本の最高裁判事の選任過程は、 ブラックボッ

クス(注６)である。 有識者らで任命諮問委員会をつくってはという案もある。 最高裁判決は

国民生活に直結する。 司法への信頼を高めるため、 任命段階での透明化も大きな課

題だ。

(日本中日新聞２０１２．１２．１４社説より)
注１:最高裁判事/最高裁判所の裁判官。
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注２:有権者/選挙権を有する人。

注３:格差/二つ以上の事物を比較した場合の差。

注４:ダイナミック/動的。

注５:法曹/法律事務に従事する人。

注６:ブラックボックス/中身の分からぬ得体の知れない不気味なものの意。

６１．Ａ　てもらおう Ｂ　てくれよう Ｃ　てほしい Ｄ　たらどうだ

６２．Ａ　でも Ｂ　では Ｃ　そして Ｄ　そこで

６３．Ａ　ああ Ｂ　そう Ｃ　あんなに Ｄ　そんなに

６４．Ａ　これ Ｂ　それ Ｃ　あれ Ｄ　どれ

６５．Ａ　だが Ｂ　だって Ｃ　だけど Ｄ　だから

６６．Ａ　あんな Ｂ　こんな Ｃ　そんな Ｄ　どんな

６７．Ａ　知る Ｂ　知っている Ｃ　知らない Ｄ　知らなかった

６８．Ａ　だが Ｂ　だって Ｃ　だけど Ｄ　だから

６９．Ａ　ますます Ｂ　まずまず Ｃ　またまた Ｄ　まだまだ

７０．Ａ　考えて Ｂ　比べて Ｃ　因んで Ｄ　通じて

六、 読解

　問題一、 次の各文章を読んで、 後の質問に答えなさい。 答えはそれぞれA、B、C、Dの

中から最も適当なものを一つ選びなさい。 (１×５＝５点)

(文章１)
　イクメンが増えつつある。 イクメンとは子育てに積極的に参加する父親のこと

だ。 最近は学校の入学式や授業参観日にも多くの父親が参加しているし、 専業主夫さえ

いる。 しかし育児休暇をとった男性は１．２３％で、 欧米に比べて大変低い。 統計によると

父親が子育てに協力的なほど子供の出生率が高いそうだ。 子供の減少に悩んでいる政府

も、 父親の育児への参加を促すために育児·介護休業法を改正した。 育児休暇は以前

から男性にも認められていたが、 ①これによりさらに取りやすくなった。 しかし実際に

は職場の理解なしには１日たりとも休暇は取れないだろう。 職場環境を変えなければこ

の法律は絵に描いた餅に終わるに違いない。

７１．①これはどういうことを指すか。

Ａ　職場環境の整備 Ｂ　育児·介護休業法の改正

Ｃ　父親の育児への参加 Ｄ　男性の育児休暇への認可

７２．育児に関する日本の状態を述べているのはどれか。

Ａ　育児休暇を取る男性が増えている。

Ｂ　法律はあっても全く役に立たない。

Ｃ　子育てに協力的な男性が増えている。

Ｄ　政府も社会もイクメンを支援している。
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(文章２)
　先ほど、 外国語を学ぶときには翻訳してはいけないと言いましたが、 それは相手と会

話をするときの話です。 その際に頭の中で翻訳するのはいけないのですが、 本を読んで

いるときに理解できない単語を調べることはぜひとも必要です。 読んでいるときはかな

らず辞書で調べるべきです。 全体の意味がある程度わかる場合、 人間はだいたい楽をす

ることが多く、 わからない単語の意味を調べようとはしません。 そして、 ①その単語が

四回も五回も出てくると、 どうも気になってついに調べることになります。 ところが②

それは大損なのです。 なぜかというと、 最初に調べておけば、 二回目に出てきたとき、

三回目、 四回目、 五回目は復習になって、 その単語を覚えてしまえたのです。 五回目に

はじめて調べたら、 ③復習のチャンスを四回もなくしたことになります。

７３．①その単語とあるが、 どの単語か。

Ａ　翻訳するとき何度も出てくる単語

Ｂ　会話をするとき相手が何度も使う単語

Ｃ　本を読んでいるときに出てくるわからない単語

Ｄ　意味はある程度わかるが、 調べたことがない単語

７４．②それとあるが、 どういうことか。

Ａ　会話をする際に頭の中で翻訳しないこと

Ｂ　理解できない単語をすぐ調べないこと

Ｃ　理解できない単語をすぐ調べること

Ｄ　外国語を学ぶときに翻訳すること

７５．③復習のチャンスを四回もなくしたことになりますとあるが、 どんな意味か。

Ａ　知らない単語をすぐ調べたので復習をしなかったという意味

Ｂ　知らない単語を五回目に覚えたために復習をしなかったという意味

Ｃ　知らない単語を五回目に覚えなかったので復習のチャンスをなくしたという

意味

Ｄ　知らない単語を五回目にはじめて調べたので復習のチャンスを四回もなくした

という意味

　問題二、 次の文章を読んで、 後の問いに答えなさい。 答えはそれぞれA、B、C、Dの中

から最も適当なものを一つ選びなさい。 (１×１０＝１０点)

　幸福を願うことは向上と完成を願うことである。 よりよいものは、 より悪いものとの

関係においてあるのだから、 幸福は不幸とともにあるということになる。 また、 よりよ

い生活を望む意欲に限りがないとすれば、 どのような幸福も不幸の一面を有するであろ

う。 その意味で人間は、 ①その本性において不幸であるといわねばならないのであ

ろう。

　それでは、 人間は幸福になることはできないのであろうか。 ②善美の極を尽くして絶

対の完成に達するという意味では、 人間はおそらく幸福にとどまることはできないであ
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ろう。 しかし、 人間としての幸福は、 いかに哀れなものと見えるにしても、 なお私たち

に許されている。 それは私たちの能力に合わせて、 私たちの欲望を制限することから生

まれてくるところの、 生活の安定であり、 均衡であろう。 昔の人は、 これを知足とい

うことばで示した。 不幸は不足の感じから生まれる。 何の不足もない生活が、 すなわち

また幸福な生活なのだと考えられる。 極端にいえば、 何も初めから求めることをしなけ

れば、 何の不足も感じられず、 私たちは不幸を知らないことになる。 昔から、 ③こうい

う仕方で不幸を克服しようとした人も少なくない。 しかし、 がまんすることを唯一の美

徳とし、 不幸を感じないことを、 そのまま直ちに幸福とすることができるかどうか。 何

も求めずに、 ④単なる生存に甘んじる(注１)ということは、 不幸を知らないことであると

ともに、 また幸福をも知らないことになるのではないか。 一切の文化を否定し、 生活の

向上を断念することだけが、 はたして幸福への道であるかどうか、 私たちは疑問に思わ

ざるを得ない。 それは幸福への願いを捨てることであり、 人間性の否定であるとも考え

られる。 もしこれよりほかに道がないとすれば、 人間は人間としてあるかぎり、 幸福で

ありえないことになる。 事実、 私たちは無心の動物をうらやむ(注２)ことがあるが、 単な

る生存には、 幸も不幸もない。 しかし、 人間の幸福は単なる生存以上の、 よりよい生活

のうちにあるのであった。 ⑤そこには不幸も始まるかもしれないが、 また幸福も見いだ

されるのである。 私たちは不幸を恐れて、 幸福をあきらめることはできない。

　それでは、 私たち人間の幸福は、 どのようなものであろうか。 それは私たちに生活の

向上を許し、 文化の発展を助けながら、 しかも私たちに足ることを知らせるものでな

ければならない。 人間の生活は、 いつも単なる生存以上に出るのであって、 そのいたる

ところに幸福を見いだすことができる。 若葉に包まれたわが家をふと道から眺めたと

き、 一杯の茶をすすり(注３)ながら、 午後の閑寂を味わうとき、 あるいはまた明るい電灯

のもとに、 子供たちに着せる新しい着物を広げるとき、 私たちはそこに⑥貧しいなが

ら、 人間の幸福というものをしみじみと感じることができる。

　しかし、 このような満足感のために、 日常茶飯事にのみ没頭していては、 ⑦人間は哀

れな存在にとどまらなければならない。 ささやか(注４)なことにも幸福を見いだすという

のは、 確かに賢いことではあるが、 それに甘んじているということは、 決してよいこと

ではない。 (　　⑧　　)百の不幸を招くにしても、 あくまでよりよい生活を目指し

て、 幸福への強烈な意志を持ち続けることが、 むしろ望ましいのではないだろうか。

注１:甘んじる/与えられたもの以上に多くを望まずおとなしく受け入れる。

注２:うらやむ/うらやましく思う。

注３:すする/液状のものを口に少しずつ吸い込む。

注４:ささやか/小規模なさま。

７６．①その本性においてとあるが、 その意味を正しく表しているのはどれか。

Ａ　その本来の性質において

Ｂ　その本当の気持ちにおいて

Ｃ　その本当の幸福感において

Ｄ　その本来の意欲において
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７７．②善美の極を尽くして絶対の完成に達するとはどんな意味か。

Ａ　あらゆる善美の極を味わい、 絶対の境地に達するという意味

Ｂ　あらゆる方法を使って最高の善と美を求めようとするという意味

Ｃ　究極の真理を求めて、 絶対の幸福を完成させようとするという意味

Ｄ　人間は究極の善と美を求め、 その絶対の完成を目指しているという意味

７８．③こういう仕方とはどんな仕方か。

Ａ　何の不足も感じないなら不幸も知らないという仕方

Ｂ　知足という言葉で不足の感じを追い払う仕方

Ｃ　今何の不足もない生活をしていると思う仕方

Ｄ　何も初めから求めることをしないという仕方

７９．④単なる生存に甘んじるに置き換えられる言葉はどれか。

Ａ　ただ生きていることに甘える。

Ｂ　生きていることを甘く感じる。

Ｃ　生きているだけに満足する。

Ｄ　甘い生活に満足している。

８０．⑤そこは何を指しているのか。

Ａ　人間性を否定する生活

Ｂ　単なる生存以上の生活

Ｃ　よりよいのを目指す生活

Ｄ　無心の動物をまねる生活

８１．⑥貧しいながらにあるながらと同じ使われ方の文はどれか。

Ａ　山を登りながら、 最近のことをいろいろと考えた。

Ｂ　商品のことをいろいろ聞きながら買わない人が多い。

Ｃ　音楽を聴きながら勉強する学生がますます多くなった。

Ｄ　人間は生まれながら言葉を覚える潜在能力を持っている。

８２．⑦人間は哀れな存在にとどまらなければならないとあるが、 作者は何を言おうとし

ているのか。

Ａ　日常茶飯事に見いだす幸福に満足し、 よりよい生活を求めない人間は哀れなも

のだ。

Ｂ　貧しいながら、 日常茶飯事のいたるところに幸福を見いだす人間は幸福なも

のだ。

Ｃ　日常茶飯事に幸福を見いだし、 それで満足を感じるという人間は哀れなも

のだ。

Ｄ　哀れな人間は日常茶飯事に見いだした幸福が最も人間性に富むものだと考

える。

８３．(　　⑧　　)に入れる言葉として最も適当なのはどれか。

Ａ　たとえば Ｂ　たとえ Ｃ　どんなに Ｄ　いかに

８４．この文章の意味を最も正しく表している文は次のどれか。

Ａ　日常的生活に満足感を覚える一方で、 さらに常によりよい生活を常に求めてい
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