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前　 言

新世界图书事业部自2011年4月推出《新日本语能力考试 N1全真模拟试题(解析版)》

以来,广受好评,成为很多参加能力考试的学习者的必备用书。新日本语能力考试自2010
年7月至今已实施了四年,为了使本书的内容更加充实、完善,更好地体现考试的倾向,我们

于2014年1月推出了本书的第二版。第二版的推出,将有助于学习者更好地把握考试动

态,增强实战模拟的效果。

【本书内容与特点】

第二版新增内容 　
· 在原8回全真模拟试题的基础上,新增了1回最新三年的 N1考试真题精选及解析,

包括真题听力及原文。从改革后的新日本语能力考试中,精选了典型的题目整合了

1回完整的真题精选试题,并添加了详细的解析,将改革后的考试题目真实呈现给学

习者。

· 将书中的译文、解析进行了进一步的完善。

全真模拟练习及解析

· 模拟练习8回

①完全遵循新能力考试的题型结构出题。

②出题角度及难易程度贴近全真试题。

③阅读文章选自日本原版教材、小说、散文、媒体评论等名家名篇。

④听力内容涉及演讲、朋友间的对话等,考生通过反复练习可增强语感。

· 解析透彻,指导解题对策。

①掌握做题方法,巩固所学知识点。

②补充考查词汇的相关短语,提高词汇量。

③阅读附中文概要,概括文章大意,帮助考生理解文章内容。

④附有听力原文和译文,帮助考生理解疑难点。

新日本语能力考试自2010年实施改革以来,考试的题型和内容较过去的能力考试,发

生了很大的改变。考试的题型更加多样,读解和听解的比重加大,对知识点的考查也更加灵

活,注重考查对语言知识进行灵活运用的能力。



想要顺利通过考试,除了全面、扎实地掌握文字词汇及文法的基础知识以外,通过贴近

真题的全真模拟题进行强化和测试,是必不可少的环节。通过全真模拟试题,可以对自己所

学的知识进行查漏补缺,从而开展有针对性的复习。同时,在规定的时间内完成1回完整的

模拟试题,可以把握真正考试时候的时间分配和部署。在实际的考试中,读解和听解是最容

易失分的环节,只有通过实战的模拟,才能适应考试的难度和节奏,考出自己的真实水平。

本书在分析最新真题的基础上,为学习者提供了体现考试倾向的1回真题精选以及8
回全真模拟试题,并提供了详细的题目解析,以及听力试题的原文。希望通过对本书的学

习,学习者可以把握考试全貌,充满信心地去应对考试。

2014年1月

新世界日语　许小明



新日本语能力考试N1考试题目的构成

考试科目

(考试时间)
题 型

题

数
考 查 目 的

语言

知识

·
读解

(110分钟)

文
字
·
词
汇

1 单词的读音 ◇ 6 考查汉字单词的读音

┈
┈

2 正确单词的选择 ○ 7 考查单词在不同的语境中所表达的不同意思

┈
┈

3 近义词的选择 ○ 6 考查意思相近的词语和表达方式

┈
┈

4 正确用法的选择 ○ 6 考查出题单词在句子中如何使用

┈
┈

文
　
法

5 文法形式的选择 ○ 10 选择与出题内容相符的文法形式

┈
┈

6 文章的组合 ◆ 5 组合用法正确、语意通顺的句子

┈
┈

7 文章中的文法 ◆ 5 选择符合文章内容的文法

┈
┈

读
　
　
解

8 内容理解(短篇) ○ 4
考查对文章内容的理解能力。阅读200字左右的说明文或

指示文。话题包括生活和工作等各方面

┈
┈

┈

9 内容理解(中篇) ○ 9
阅读评论、解说、随笔等500字左右的文章,考查理解因果关

系或理由等的能力

┈
┈

┈

10 内容理解(长篇) ○ 4
阅读长度为1000字左右的解说、随笔或小说等文章。考查

理解概要和作者观点等的能力

┈
┈

┈

11 综合理解 ◆ 3
比较阅读几篇文章(合计600字左右)。考查比较综合的理

解能力

┈
┈

┈

12 主张理解(长篇) ◇ 4
阅读社论、评论等较抽象性、理论性的1000字左右的文章。
考查掌握整篇文章的观点和论点的能力

┈
┈

┈

13 信息检索 ◆ 2
考查是否有能力从广告、宣传册、杂志、商业文件等信息素材

(700字左右)中找到所需的信息

┈
┈

┈

听　解

(60分钟)

1 课题理解 ◇ 6
听一段完整的文章,考查对其内容是否理解。(听懂解决具

体课题所需的信息,能正确推断接下去该怎么做。)

┈
┈

┈

2 重点理解 ◇ 7
听一段完整的文章,考查对其内容是否理解。(明确事先提

示的必须听懂的内容,抓住要点听。)

┈
┈

┈

3 概要理解 ◇ 6
听一段完整的文章,考查对其内容是否理解。(理解整篇文

章所要表达的说话人的意图或主张等。)

┈
┈

┈

4 即时应答 ◆ 14 听一些问题等简短发言,考查选择适当应答的能力

┈
┈

┈

5 综合理解 ◇ 4
听一段较长的文章。考查对多个信息的比较、综合理解的能

力

┈
┈

┈

【注】以上内容摘自由独立行政法人日本国际交流基金会、财团法人日本国际教育支援协会编著的《新日本语能力考试指

南 概要及问题集 N1、N2、N3》。
◇ 表示“旧能力考”虽然出现过,但略进行调整;
○ 表示与“旧能力考”相同的题型;
◆ 表示“旧能力考”没有出现过的新题型。



新日本语能力考试N1的合格标准

级 别 考试科目 时 间 得分项目 得分范围

N1

语言知识(文字·词汇·
文法)·读解

110分钟
语言知识(文字·词汇·文法) 0~60

读解 0~60

听解 60分钟 听解 0~60

总计 170分钟 总分 0~180

级 别
总 分

语言知识

(文字·词汇·文法)
读　解 听　解

得分范围 合格线 得分范围 标准线 得分范围 标准线 得分范围 标准线

N1 0~180 100分 0~60 19 0~60 19 0~60 19
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1　　　　

N1真题体验&解析

言語知識(文字·語彙·文法)·読解

問題1　　　　　の言葉の読み方として最もよいものを、1·2·3·4から一つ選びなさい。

　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　

1 　このような賞を受けることは、 私にとって大変名誉なことです。

【2012年12月真题】

1　めいゆう 2　めいゆ 3　めいよう 4　めいよ

2 　それは愚かな行動だった。 【2013年7月真题】

1　したたか 2　ひそか 3　すみやか 4　おろか

3 　これまでの学説を覆すような新事実が発見された。 【2012年7月真题】

1　ひるがえす 2　くつがえす 3　まどわす 4　ゆるがす

4 　若いスタッフたちが手際よく作業を進めていた。 【2012年12月真题】

1　しゅざい 2　てきわ 3　しゅさい 4　てぎわ

5 　この30年で、 この国の貧富の差は縮まってきている。 【2013年12月真题】

1　ひんふ 2　ひんぷ 3　びんふ 4　びんぷ

6 　何事も初めが肝心だ。 【2011年7月真题】

1　たんしん 2　かんしん 3　たんじん 4　かんじん

問題2　(　　　　)に入れるのに最もよいものを、1·2·3·4から一つ選びなさい。

7 　地域の(　　　　)に合った医療のシステムが求められている。 【2011年7月真题】

1　実情 2　実況 3　実権 4　実在

8 　朝から頭痛がひどかったが、 薬を飲んだら、 だいぶ痛みが(　　　　)きた。

【2012年12月真题】

N1真题体验 & 解析 　



2　　　　

1　弱
よわ

って 2　和
やわ

らいで 3　薄
うす

まって 4　安
やす

らいで

9 　この言葉には、 やや批判的な(　　　　)が含まれている。 　 【2011年12月真题】

1　センス 3　キャラクター

3　ニュアンス 4　インスピレーション

10 　職場の環境に満足していたので、 その当時は転職など全く(　　　　)になかっ

た。 【2013年12月真题】

1　念頭 2　本心 3　念願 4　内心

11 　本書の改訂(　　　　)は、9月上旬に発売の予定です。 【2012年7月真题】

1　刷 2　刊 3　誌 4　版

12 　この問題の最終的な対応は、 社長に(　　　　)することに決まった。

【2013年7月真题】

1　依存 2　一任 3　従属 4　委託

13 　この数日ずっと雨で、 窓も開けられないので、 部屋が(　　　　)して気持ち悪

い。 【2013年7月真题】

1　からっと 2　しっとり 3　じめじめ 4　がさがさ

問題3　 の言葉に意味が最も近いものを、1·2·3·4から一つ選びなさい。

14 　友人はしきりにうなずきながら話を聞いていた。 【2012年12月真题】

1　小さく 2　時々 3　大きく 4　何度も

15 　A社のバックアップを受けて、 新しい事業を始めた。 【2013年7月真题】

1　影響 2　支援 3　依頼 4　指示

16 　あの企業は海外市場への進出をもくろんでいる。 【2011年7月真题】

1　計画して 2　果たして 3　開始して 4　あきらめて

17 　あの小説の結末はあっけないものだったらしい。 　 【2011年12月真题】

1　意外につまらない 2　意外におもしろい　

3　予想通りつまらない 4　予想通りおもしろい

18 　商品の原価が上がったが、 販売価格への影響は当面ないだろう。

【2012年12月真题】

1　しばらくは 2　直接は 3　まさか 4　大して

　 N1真题体验 & 解析



3　　　　

19 　彼の話を聞いて皆仰天した。 【2013年7月真题】

1　とても驚いた 2　とても喜んだ

3　深く感動した 4　深く同情した

問題4　次の言葉の使い方として最もよいものを、1·2·3·4から一つ選びなさい。

20 　口出し 【2013年12月真题】

1　今の意見に反論のある人は遠慮せず自由に口出ししてください。

2　店長は客に上手に口出しして、 客の好みをうまく聞き出した。

3　この会社に就職できたのは、 山
やま

田
だ

さんが口出ししてくれたからだ。

4　上司だからといって部下の私生活にまで口出しするのはよくない。

21 　質素 【2011年12月真题】

1　この文章は質素で、 とてもわかりやすい。

2　もう少し値段の質素なツアーはありませんか。

3　経験は質素でも、 やる気のある人を採用したい。

4　無駄なものは買わずに、 質素な生活を送っている。

22 　かばう 【2013年7月真题】

1　仕事のストレスから身をかばうには、 適度な休養も必要だ。

2　このマンションは、 警備員が入り口で住人をかばっているので安心だ。

3　政府は子どもたちの人権をかばう法律を成立させた。

4　父にしかられていたら、 母が「わざとやったわけじゃないんだから」と言ってか

ばってくれた。

23 　ブランク 【2012年7月真题】

1　2年のブランクがあり心配だったが、 先月から職場に復帰した。

2　15分ほどブランクにしませんか。 みんな疲れたようだし。

3　プレゼンの最中は緊張しちゃって、 頭がブランクだったよ。

4　大事なデータをブランクしてしまった。

24 　合致 【2013年7月真题】

1　この靴は私の足の形に合致していて、 疲れにくい。

2　私は年齢に合致した服装をするように心がけている。

3　実験結果は、 理論的な予測に完全に合致していた。

4　自分に合致する仕事なんて、 そう簡単には見つからない。

N1真题体验 & 解析 　



4　　　　

25 　総じて 【2012年12月真题】

1　わかりやすい説明だったので、 総じて理解できました。

2　私は子どものころから総じて眼鏡をかけています。

3　今年は、 各店舗の売り上げが総じて伸びている。

4　昨日のセミナーの参加者は、 総じて200名だった。

問題5　次の文の(　　　　)に入れるのに最もよいものを、1·2·3·4から一つ選びなさ

い。

26 　本日結論が出なかった問題については、 次回、 改めて検討すること(　　　　)致

します。 【2011年12月真题】

1　の 2　で 3　が 4　と

27 　近年、 子どもの読書離れが指摘されているが、 (　　　　)子どもの読書量は本当

に減っているのだろうか。 【2013年7月真题】

1　かりに 2　どうやら 3　おそらく 4　はたして

28 　都会から田舎
いなか

に移り住んだ人の話を聞く(　　　　)、 「田舎
いなか

は人を癒
いや

す力を持って

いる」とつくづく感じる。 【2011年7月真题】

1　につけ 2　なり 3　とは 4　にしてみると

29 　(会議で)

部長「この方針について意見のある人はいますか。 あ、 田
た

村
むら

さん、 どうぞ。 」

田
た

村
むら

「はい。 そのような対応は確かに必要だとは思います。 しかし、 私たち営業の

立場(　　　　)、 現在の状況でそこまでやるのは厳しいです。 」

【2012年12月真题】

1　に言わせていれば 2　から言わせてやれば

3　に言わせてあげれば 4　から言わせてもらえば

30 　お客様、 ご希望のホテルが満室でしたので、 他のホテルにご変更(　　　　)ので

すが……。 よろしいでしょうか。 【2012年7月真题】

1　ねがいたい 2　なさりたい 3　くださりたい 4　になりたい

31 　留学するまで、 私は自分が見ている世界がすべてだと思っていた。 実はそれが世

界のほんの小さな一部分(　　　　)気付いていなかった。 【2011年7月真题】

1　でないことにしか 2　でしかないことに

　 N1真题体验 & 解析



5　　　　

3　にないことでしか 4　にしかないことで

32 　新幹線の新型車両が初めて一般に公開される(　　　　)、 鉄道ファンの私として

は、 見に行かないわけにはいかない。 【2013年12月真题】

1　にあってか 2　とあっては 3　になっては 4　となってか　

33 　彼の政治家としての能力は(　　　　)、 首相になるにはまだ早い。

【2012年12月真题】

1　疑いようがないものを 2　疑いようがないものの

3　疑わないことはないものを 4　疑わないことはないものの

34 　私は映画監督になる夢をかなえるために、 一生懸命映像の勉強をしている。 絶対

に、 (　　　　)終わらせない。 【2013年7月真题】

1　夢に夢を 2　夢なら夢と 3　夢が夢なら 4　夢を夢で

35 　(本屋で)

A 「あ、 この本、 面白いよ。 」

B 「どんな話？」

A 「主人公と恋人が、 親に無理やり(　　　　)話なんだけど、 すごくどきどきす

るんだ。 」　 【2012年7月真题】

1　別れそうになる 2　別れられそうになる

3　別れさせそうになる 4　別れさせられそうになる

問題6　次の文の　 ★ 　に入る最もよいものを、1·2·3·4から一つ選びなさい。

36 　勉強に専念するためにアルバイトをすぐにでも　 　 　　 ★ 　

　 　困っている。 【2012年12月真题】

1　やめられず 2　スタッフ不足から　

3　やめるに 4　やめたいが

37 　(会社で)

A 「Ｘ 社に行くなら、 電話で連絡してから行ったら？」　

B 「いや、 Ｘ 社の担当者が　 　 　　 ★ 　　 　だか

ら、 しなくていいよ。 」 【2011年12月真题】

1　この書類を 2　だけのこと

3　不在なら 4　預けてくればいい

38 　新番組でこれまでにない役柄を演じる俳優の上
うえ

田
だ

秋
あき

さん。 役作りに悩んでいる

N1真题体验 & 解析 　
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　 　　 ★ 　　 　という。 【2011年7月真题】

1　と 2　そうでもない

3　思いきや 4　のか

39 　近所の猫は、 私を見るとすぐに逃げるくせに、 途中で立ち止まってこちらを振り

返る。 できるもんなら　 　 　　 ★ 　　 　すごくかわ

いい。 【2013年7月真题】

1　表情が 2　あの憎らしい

3　というような 4　捕まえてごらん

40 　1日午後4時ごろ、 システムトラブルの影響により、 一時メールサービスに障害が

発生しました。 お客様に　 　 　　 ★ 　　 　お願い申

し上げます。 【2012年7月真题】

1　今後は再発防止に努めて参りますので

2　深くおわび申し上げますとともに

3　多大なご不便をおかけしましたことを

4　引き続き本サービスをご利用くださいますよう

問題7　次の文章を読んで、 文章全体の趣旨を踏まえて、 　41　 から 　45　 の中に入

る最もよいものを、1·2·3·4から一つ選びなさい。

【2013年7月真题】

銀杏
いちょう

(注1)が衣を脱ぐ時

　毎年、 秋も深まって朝夕の冷え込みが厳しさを増す今時分になると、 北の郷里の菩
ぼ

提
だい

寺
じ

の境
けい

内
だい

(注2)にある銀杏
いちょう

の巨木のことが気にかかる。

　 　41　 、 その銀杏
いちょう

が老木だから、 台風でもきたら大枝が折れやしないかと心配す

るのではない。 今年の落葉はもう終わったか、 どうか。 まだなら、 落葉するまでにあ

と何日ぐらい間があるだろうか。 そう思って 　42　 。

　その銀杏
いちょう

は大木だから、 葉を厚く繁らせていて、 秋の黄葉はまことに見事である。

それに、 落葉の光景も思わず息を呑
の

むほどのものであるらしい。 私はまだ見たことが

ないから、 予定が立つようなら、 いちど出かけてみてもいいと思っている。 けれど

も、 銀杏
いちょう

としても落葉の予測などつくわけがないだろう。

　一枚や二枚の落葉なら話は別だが、 この銀杏
いちょう

の葉は、 短時間で一枚残らず落ちてし

まうのだから。
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　霜が降りたのではないかと思われるほど冷え込みのきつい、 かんと晴れ渡った

　43　 。 裏山から昇る朝日の光
こう

芒
ぼう

が、 庫
く

裏
り

の屋根を乗り越えて境
けい

内
だい

へ降りてくる。

　まず、 銀杏
いちょう

の一番てっぺんに朝日が当たる。 　44　 、 暖められた葉が一枚、 ひらと

枝先を離れて、 舞い落ちる。 それを合図に、 陽
ひ

を浴びた葉が次から次へと落ちはじめ

る。 ひっきりなしに落ちる。

　銀杏
いちょう

は、 しばしさわさわという落葉の音に包まれる。 まるで分厚いこがね色の衣を

足元へ脱ぎ落とすかのように、 銀杏
いちょう

はみるみる裸になっていく。

　銀杏
いちょう

に訊
き

きたい。 今年の落葉は 　45　 。

(日本文藝家協会編『新茶とアカシア』による)

(注1)銀杏
いちょう

:木の名前。 葉は秋に黄色になり、 落ちる

(注2)境
けい

内
だい

:神社·寺院の敷地内

41 　

1　気にかかるだろうが 2　気にかかるわけがないし

3　気にかかるといっても 4　気にかかるかはともかく

42 　

1　気が揉
も

めるのである 2　気が揉
も

めそうだから

3　気を揉
も

むとか 4　気を揉
も

むようなものだ

43 　

1　朝だとはお思いのはずだ

2　朝だと思って 頂
いただ

きたい

3　朝だったとは思いも寄
よ

らなかった

4　朝だったとお思いのようだ

44 　

1　かえって 2　そういえば

3　ただし 4　すると

45 　

1　いつがよかったのか 2　どうにかできなかったのか

3　いつごろになろうか 4　どうにかなろうか

N1真题体验 & 解析 　



8　　　　

問題8　次の(1)から(4)の文章を読んで、 後の問いに対する答えとして最もよいもの

を、1·2·3·4から一つ選びなさい。

(1)【2011年7月真题】

　思春期を迎えた最近の子どもがストレスに弱いのは、 それまでの発達過程で適度にス

トレスにさらされる経験を十分にへてこなかったことが深く関係している。 しかもそれ

は、 彼らが社会化を十分に遂げてこなかったことと等しい。 というのも、10代前半まで

の子どもは、 それまでの生活圏を出てより広い社会的文脈のなかでいかにして自己を実

現させるかという課題に取り組むなかで、 もっとも強くストレスを味わうからにほかな

らない。

(正高信男『父親力』による)

46 　筆者は、 思春期を迎える前の子どもにとってどんな経験が必要だと考えている

か。

1　家庭の外の社会で多くの社会問題に取り組む経験

2　日々の生活の場で自分自身と向き合うような経験

3　広い社会の中で自分を鍛えることができるような経験

4　日常生活の中で個人の発達段階に応じた役割を担う経験

(2)【2012年7月真题】

　相手を思いやる気持ち、 これも、 「あいさつ」の心にちがいありません。

　先年、 アフリカへ行ったとき、 タンザニアで聞いたことですが、 現地の人たちが道で

知人とあいさつを交わすとき、 おたがいに家族の安否をたずねますが、 たとえ自分の家

族に病人がいても、 それを口に出さないのが暗黙のルールになっているのだそうです。

相手の気持ちに負担をかけまいとする心からです。

(川崎洋『ことばの力』による)

47 　暗黙のルールになっているのはどんなことか。

1　安否をたずねる際には、 ことばを口に出さないこと

2　あいさつを交わすときは、 まず安否をたずねること

3　あいさつのとき、 家族の病気のことは言わないこと

4　病気の人がいる家族とはあいさつを交わさないこと

　 N1真题体验 & 解析
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(3)【2012年12月真题】

　以下は、 ある会社で回覧された文書である。

2012年6月27日

営業部社員　各位

総務部長

業務用携帯電話の貸与について

　このたび、 業務用携帯電話を貸与することにいたしましたので、 貸与申請書を7月

10日までに総務部までご提出ください。 業務用携帯電話は、7月17日以降順次配付い

たします。

　また私物の携帯電話の業務使用は、8月１日以降禁止いたします。 7月31日までの通

話料金の請求書類は、8月31日必着で総務部にご提出ください。

48 　業務のために携帯電話を使用している人はどうしなければならないか。

1　貸与申請書を7月10日までに、7月31日までの通話料金請求書類を8月1日まで

に総務部に提出する。

2　貸与申請書を7月10日までに、7月31日までの通話料金請求書類を8月31日まで

に総務部に提出する。

3　貸与申請書を7月17日までに、7月31日までの通話料金請求書類を8月1日まで

に総務部に提出する。

4　貸与申請書と7月31日までの通話料金請求書類を、8月31日までに総務部に提

出する。

(4)【2013年12月真题】

日記とは限りなく私的な記録であり、 読者が存在しないどころか、 他人には読まれたく

ない秘密の表現であるともいえる。

　ただ一人だけ、 奇妙な読者が存在する。 いつでも自由に日記を読むことの出来る、 日

記の筆者である。 その読者は筆者とは異なる場に立って、 様々な配慮を働かす。 万が一

日記が盗
ぬす

み読まれたり(注)、 死後に他人の目に曝
さら

されるような事態が発生した場合、 こん

なことが書かれているのはまずいのではあるまいか、 等
とう

々
とう

と。 しかし、 これは限りなく

私的な記録である筈
はず

の日記にとっては矛盾である。

(黒井千次『図書』2007年2月号による)

(注)盗
ぬす

み読む:他の人の日記や手紙などをこっそり読む

N1真题体验 & 解析 　
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49 　矛盾であるとあるが、 何が矛盾か。

1　他人に読まれる可能性のある日記に秘密を書き残すこと

2　日記の筆者が他人に読まれることを想定すること

3　日記は筆者しか読まないのに、 他人にも読みやすく書くこと

4　日記は私的なものなのに、 他人に自由に読まれるかもしれないこと

問題9　次の(1)から(3)の文章を読んで、 後の問いに対する答えとして最もよいもの

を、1·2·3·4·から一つ選びなさい。

(1) 【2011年7月真题】

　住居を買おうとするときは、 その資産的な価値に重点を置いて考える人が多い。 普通

の人にとっては、 一生に一度の買い物とでもいうべきもので、 多額の金を費やさなくて

はならないので、 当然のことだ。 買った後で、 何らかの事情で売らなくてはならない羽

目になったときに、 価値が減少していたのでは、 大損害を被る。

　だが、 住居にとってより重要なのは、 その有用性(注1)である。 住みやすさが必要なのは

もちろんだが、 自分のライフスタイルに合った構造になっているとか、 生活のしやすい

環境にあって利便性(注2)に富んでいるとかの点も、 重要な要素である。 それらは必ずし

も世間一般の価値基準とは一致しない。 したがって、 自分たちの考え方や行動様式に従

い、 それに照らし合わせて判断する必要がある。

　特に、 終
つい

の住
すみ

処
か

(注3)として考えるときには、 自分たちの生き方をはっきりと見極め、 そ

の視点に立ったうえで、 選択し決めていかなくてはならない。 年を取ってくれば、 当然

のことながら、 行動する能力は衰えてきて、 動き回る範囲は狭まってくる。

　自分たちの余生がどのようなものになるかについて、 計画を立てたうえに想像力を働

かせて、 確実性の高い予測を組み立ててみる。 その未来図に従って、 住むべき場所の見

当をつけ、 住居の大きさや構造などを決めていく。 もちろん、 将来の経済状勢の大きな

変化に備えて、 予算を大きく下回る出費に抑えておくことも必要であることは、 いうま

でもない。

(山崎武也『シニアこそ都会に住もう――田舎暮らしは不安がいっぱい』による)

(注1)有用性:役に立つこと

(注2)利便性:便利さ

(注3)終
つい

の住
すみ

処
か

:人生を終えるまで住む家

50 　世間一般の価値基準として筆者が本文であげているのは何か。

1　長期にわたって居住できる物件であること
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2　将来売却するときにも有利な物件であること

3　購入者の生活様式に合った物件であること

4　購入時の費用負担が抑えられる物件であること

51 　筆者の考えでは、 年を取ってから住む家として住居を選ぶときに最も大切なこと

は何か。

1　老後の生き方や行動範囲に沿っているかを判断する。

2　老後は行動する能力が衰えるため家の構造を優先する。

3　未来の予測に沿って決めた予算と同じくらいのものを選ぶ。

4　いつか売るときのことも考えて資産的な価値を重視する。

52 　住居選びについて、 筆者が最も言いたいことは何か。

1　人が生活する上でどんな住居に住むかはとても大切であり、 一般的な価値基

準も参考にしたほうがよい。

2　他人と考え方が異なったとしても、 自分の生活スタイルを重視して将来の住居

を決定したほうがよい。

3　将来の経済状勢の変化に備えて、 できるだけ資産価値の下がりにくそうな住

居を選んだほうがよい。

4　年を取るにつれて住居の好みも変わってくるため、 その時々の考えに合わせて

住居を選択したほうがよい。

(2) 【2012年12月真题】

　私は、 「どうしたらわかりやすく伝えられるか」ということを常に考えています。

　その一方で、 「話を単純化しすぎてはいけない」ということも胆
きも

に銘
めい

じています(注1)。

　この兼ね合いが、 結構難しいのです。 扱うテーマに関して勉強を積み重ね、 知識が増

えるほど、 難しくなります。

　生半可(注2)にしか知らないときのほうが、 簡単にざっくり(注3)単純化できたりします。

でも、 そのために結果として、 全体像が見えずに歪
ゆが

んだ像を示したり、 事実とニュアン

スが違ってきてしまったりすることにもつながります。 これはとても①怖いことです。

　それを防ぐには、 どうしたらいいか。 (中略)

　まず、 調べたいことを勉強して、 誰かに話してみます。 簡単に話ができたら、 要注

意。 学部生レベルである可能性が高いからです。 そこで満足せずに、 さらに深い勉強を

してみましょう。 すると、 あら不思議。 急に話が難しくなります。 これが大学院生レ

ベルです。 いわば②「わかりやすい説明」に至るスランプのようなものです。

　そこで挫折せず、 さらに勉強を深め、 「この話のキモ(注4)は何なのか」を考え抜きま

しょう。 すると、 ある日突然、 自分でも驚くほど、 わかりやすい説明ができていること

N1真题体验 & 解析 　
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に気づくはずです。 あなたは、 その分野で、 晴れて「指導教授」の立場まで成長したので

す。 学部生レベルの人の説明の間違いを訂正してあげることもできるようになったこと

でしょう。

　最初の単純化で満足せず、 さらに高みを目指すとスランプに陥る。 そこを突破する

と、 「わかりやすい説明」が可能になる。 このプロセスが、 キモなのです。

(池上彰『〈わかりやすさ〉の勉強法』による)

(注1)胆
きも

に銘
めい

じる:決して忘れないようにする

(注2)生半可:中途半端

(注3)ざっくり:大まかに、 粗く

(注4)キモ:最も大事なところ

53 　①怖いこととは何か。

1　不十分な知識で話を単純化したため、 内容が正確でなくなること

2　話があいまいになり、 情報を断片的にしか伝えられなくなること

3　事実に関する知識が不十分なせいで、 話が単純化しづらいこと

4　扱うテーマに関して知識が増えるほど、 説明が難しくなること

54 　②「わかりやすい説明」に至るスランプとあるが、 どのような状態か。

1　知識が増えたにもかかわらず、 深みのある説明ができない状態

2　知識が増えたために、 かえってわかりやすい説明ができない状態

3　簡単なことにもかかわらず、 どう説明すればいいかわからない状態

4　話を簡単にしすぎるために、 かえって説明を理解してもらえない状態

55 　筆者は、 スランプを突破するにはどうすればいいと述べているか。

1　簡単にあきらめずに、 なぜスランプになったかをよく考える。

2　あきらめずに知識をさらに深め、 本質は何かを徹底的に考える。

3　単純化できた話を振り返り、 わかりやすい説明とは何かを考え抜く。

4　十分に知識を深めたうえで、 単純化するにはどうすればいいか考える。

(3) 【2013年7月真题】

　現在、 不安定化する社会におけるさまざまなリスクが個人を直撃しています。 かつて

であれば個人の属する集団や組織が、 リスクを受け止めるのを支えてくれました。 とこ

ろが、 いまではそのような支えを期待することは難しくなっています。 現代における不

平等は個人単位で現れるのです。 しかもその場合、 不安や不満を抱えた人々は、 同じよ

うな立場に置かれ、 似たような思いをもった人々と連帯することが①けっして容易では

　 N1真题体验 & 解析



13　　　

ありません。 外から見れば、 どれほど共通の傾向が見られる問題でも、 一人ひとりの個

人にはどうしても〈私〉の問題に見えてしまうからです。

　(中略)

　平等化社会を生きる個人は、 それぞれが自分の〈私〉の意識をもっています。 その意

味でいえば、 誰一人、 他者の意のままにその存在を否定されるほど弱くありません。 も

し、 社会が自分の存在を認めないのなら、 逆に、 自分もそのような社会を認めないとい

うのが、 現代における個人の典型的な自意識といえるでしょう。 反面、 ②そのような個

人は自分一人で自己完結できるほどには強くありません。 自分が「同類」のうちの一人に

過ぎないことを痛いほど自覚している平等化社会の個人は、 それゆえに他者をつねに意

識せざるをえないのです。

　そうだとすれば、 一人ひとりに固有な〈私〉にこだわりつつ、 それでも自らの不完全

性を日々感じている個人にとって、 自分の自分らしさを確認するためにも他者が必要な

はずです。 その場合の他者とは、 自分の身の回りにいて、 相互に承認を与え合うような

他者ばかりでなく、 自らに位置と役割を与えてくれる社会もまた、 重要な他者にほかな

りません。

(宇野重規『〈私〉時代のデモクラシー』による)

56 　①けっして容易ではありませんとあるが、 なぜか。

1　人は社会に存在するリスクに直撃されるから

2　個人の不安や不満には共通点がないから

3　個人はそれぞれの集団に縛られるから

4　本人だけの問題だと思えるから

57 　②そのような個人とはどのような個人か。

1　自分の存在を認めない社会は認めようとしない人

2　自分を圧迫する社会に立ち向かおうとする人

3　自分の意識を社会に向けようとしない人

4　自分を認めない社会に生きている人

58 　平等化社会を生きる〈私〉にとって他者とは何か。

1　自分の不完全さを感じさせられる社会や周囲の人々

2　相互に助け合わなければならないことを教えてくれる人々

3　お互いを認め合える人々や自分に役割を与えてくれる社会

4　一人ひとりが平等であることを意識させてくれる社会

N1真题体验 & 解析 　
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問題10　次の文章を読んで、 後の問いに対する答えとして最もよいものを、1·2·3·4か

ら一つ選びなさい。

【2011年7月真题】

　我が身が生涯に望み、 知りうることは、 世界中を旅行しようと、 何をしようと、 小さ

い。 あきれるくらい小さいのだが、 この小ささに耐えていかなければ、 学問はただの大
おお

風
ぶ

呂
ろ

敷
しき

(注1)になる。 言葉の風
ふ

呂
ろ

敷
しき

はいくらでも広げられるから、 そうやっているうちに

自分は世界的に考えている、 そのなかに世界のすべてを包める、 ①そんな錯覚に捕らえ

られる。 木でいい家を建てる大工とか、 米や野菜を立派に育てる農
のう

夫
ふ

とかは、 そういう

ことにはならない。 世界的に木を削ったり、 世界標準の稲を育てたりはできないから、

彼らはみな、 自分の仕事において賢明である。 我が身ひとつの能力でできることを知り

抜いている。 学問をすること、 書物に学ぶことは、 ほんとうは②これと少しも変わりは

ない。 なぜなら、 そうしたことはみな、 我が身ひとつが天地の間でしっかりと生きるこ

とだからだ。

　人は世界的にものを考えることなどはできない。 それは錯覚であり、 空想であり、 愚

かな思い上がりである。 ただし、 天地に向かって我が身を開いていることならできる。

我が身ひとつでものを考え、 ものを作っているほどの人間なら、 それがどういう意味合

いのことかは、 もちろん知っている。 人は誰でも自分の気質を背負って生まれる。 学問

する人にとって、 この気質は、 農
のう

夫
ふ

に与えられる土壌のようなものである。 土壌は天地

に開かれていなければ、 ひからびて(注2)不毛になる。

　与えられたこの土を耕し、 水を引き、 苗を植える。 苗がみずから育つのを、 毎日助け

る。 苗とともに、 自分のなかで何かが育つのを感じながら。 学問や思想もまた、 人の気

質に植えられた苗のように育つしかないのではないか。 子供は、 勉強して自分の気質と

いう土を耕し、 水を引き、 もらった苗を、 書物の言葉を植えるのである。 それは、 子供

自身が何とかやってみるほかはなく、 そうやってこそ、 子供は学ばれる書物とともに育

つことができる。 子供が勉強をするのは、 自分の気質という土壌から、 やがて実る精神

の作物を育てるためである。 「教養」とは、 元来この作物を指して言うのであって、 物
もの

識
し

り(注3)たちの大
おお

風
ぶ

呂
ろ

敷
しき

を指して言うのではない。

(前田英樹『独学の精神』による)

(注1)大
おお

風
ぶ

呂
ろ

敷
しき

:実際より大きく見せたり言ったりすること

(注2)ひからびて:乾ききって

(注3)物
もの

識
し

り:物事をよく知っている人

59 　①そんな錯覚に捕らえられるとはどういう意味か。

　 N1真题体验 & 解析
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1　自分は何でも知っていて世界を相手にできると思う。

2　言葉でどんなことでも伝えられるような気になる。

3　学問から得られることには限界がないと感じてしまう。

4　人間が世界から学べることはいかに大きいことかと思う。

60 　②これとは何を指すか。

1　自分にできることを把握したうえで仕事をすること

2　自分が世界のために何ができるかを考えて仕事に励むこと

3　できる限り多くの知識を得て自分の仕事に役立たせること

4　人のためにできることは何かを考えたうえで仕事をすること

61 　この文章では、 学問をするということをどのような例を使って説明しているか。

1　与えられた土を耕し、 よい苗を選んで植える。

2　与えられた土を耕し、 よい作物になるように苗を育てる。

3　与えられた土壌を改善するために耕し続ける。

4　与えられた土壌を改善しながら世界標準の作物を育てる。

62 　筆者は「教養」をどのようなものだと考えているか。

1　新たな気質を見いだすことができる学問や思想

2　人それぞれの気質の中で 育
はぐく

まれた学問や思想

3　生きていくうえで必要な専門的な知識

4　書物や学問から得られた多くの知識

問題11　次のAとBの文章を読んで、 後の問いに対する答えとして最もよいものを、1·2
·3·4から一つ選びなさい。

【2012年7月真题】

A

　生態系保
ほ

全
ぜん

(注1)では、 そこに生息する(注2)生物のことを考慮するが、 生態系を構成す

るすべての生物を等しく扱うことはできない。 なぜなら、 一部の生物を守ろうとする

と、 必ず不利益を被る生物が生じるからである。 すなわち、 われわれ人間が何をして

も、 それによって利益を得る生物と不利益を受けるものが生じることになる。 そうな

ると、 生態系を保
ほ

全
ぜん

する目的で、 何らかの活動をするということは、 一部の生物種に

利益を与えるということになる。

　(中略)

N1真题体验 & 解析 　
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唯一われわれが言えることは、 われわれが人類であるから、 「地球生態系は人類が健

全に生きていくためにある」ということである。 すなわち、 「生態系は人類のため」なの

である。 言い換えれば、 人類に利益を与えてくれる生態系を保
ほ

全
ぜん

すべきなのである。

(花里孝幸『自然はそんなにヤワじゃない―誤解だらけの生態系』による)

B

　保
ほ

全
ぜん

生物学(注3)の核となる概念である生物多様性は種の存続によって維持される。

したがって、 保
ほ

全
ぜん

生物学では、 希少種や減少過程にある個体群の保
ほ

全
ぜん

に関する知識と

方法が一つの重要な課題である。

　(中略)

　しかし、 個別の種をそれぞれ保護することは非常に困難である。 一つの生態系を

とっても、 微生物から植物、 昆虫、 哺
ほ

乳
にゅう

動物など多くの種が生存しているが、 それら

の全
すべ

ての生態を把握して保護することは不可能に近い。 さらに、 未分類の種や種レベ

ル以下の遺伝的多様性は、 個別の種を保護する方法では逆に保護されなくなってしま

う恐れがある。 そこで、 多様な生物の相互関係を含む自然をそのまま保
ほ

全
ぜん

することが

重要になってくる。 つまり、 生態系を保
ほ

全
ぜん

することで、 そこに含まれる全
すべ

ての生物を

保護するという考え方である。

(高柳敦「琵琶湖研究所所報」1996年第15号による)

(注1)保
ほ

全
ぜん

:ここでは、 守ること

(注2)生息する:生きる

(注3)保
ほ

全
ぜん

生物学:生態学の研究分野のひとつ

63 　生態系を構成する生物の保護について、 AとBの文章で共通して述べられているこ

とは何か。

1　多様な生物を含む自然全体を保護することが重要である。

2　多様な生物種を一様に保護していくことは非常に難しい。

3　生物種を分類して保護することは生物間の差別につながる。

4　人類に利益を与える生物を保護するべきである。

64 　保護すべき対象について、 AとBはどのように考えているか。

1　Aは地球生態系を、 Bは遺伝的多様性のある種を保護すべきだと考えている。

2　Aは生態系の全生物を、Bは希少価値のある生物を保護すべきだと考えている。

3　Aは人類に利益を与える生物種を、Bは個別の種を保護すべきだと考えている。

4　Aは人類のためになる生態系を、Bは生態系全体を保護すべきだと考えている。

　 N1真题体验 & 解析
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問題12　次の文章を読んで、 後の問いに対する答えとして最もよいものを、1·2·3·4か

ら一つ選びなさい。

【2013年7月真题】

　私もかつて一個の子供であったが、 親との「対話」など別にのぞまなかったように思

う。 もし親の方が「対話」をしかけてきたら、 照れくさいような、 歯の浮くような(注1)気
き

持
もち

がしただろう。 少なくとも、 中学生のあたりからは、 そうであった。 私は特別反抗的

な子供ではなかったが、 親と「対話」などしたって、 本当の話はできない、 とごく自然に

承知していたように思う。

　といって、 親とのつながりを、 まったくのぞんでいなかったわけではない。 しかし、 そ

れは「対話」などという正面きったもの(注2)ではなく、 言葉としてはほとんど意味をなさ

ないような交流があれば、 充分だった。 つまり、 家の中で顔を合わせて、 黙って顔をそ

むけられては、 どこかで寂しいような見捨てられたような気
き

持
もち

がしたが、 「お」「やってる

か」ぐらいのやりとりがあれば、 ①気
き

持
もち

は安定していたのである。

　それ以上親が気をつかって「このごろ音楽はどんなもんがはやっているんだ？」などと

聞いてきたら、 無理してるなあ、 と思うし、 そんな必要ないのになあ、 と思うし、 答え

るのがすごく億
おっ

劫
くう

だったろう、 と思う。

　親とは通じない部分を、 どんどん持つことによって、 子供は自分の世界をつくってい

くのである。 不分明な(注3)ところが多いから、 といって親が不安におちいることはない、

と思う。 「なにを考えているか、 なにをしているか分
わか

らない」部分が増えていくことで、

子供は成長しているのだ。 そこへ、 いちいち親が首をつっこみ「一緒に悩み、 一緒に考え

よう」などとすることは、 子供にとっては、 ひどくわずらわしいことだし、 親が加わるこ

とで当面の局面はいい方向へ転換するとしても、 ②長い目で見れば、 あまりいい影響を

残さない、 というように思う。

　(中略)

　では、 どうしたらいいか、 というと、 原則的には親は子供の内面については、 ほうっ

ておくしかないのだ。 理解しようとしたり、 いわんや(注4)共感しようとしたり一緒に悩

もうとしたりしてもむだなのだと思う。

　子供との距離が、 刻々ひらいていくことに堪えるしかないのだ。 そして、 その距離を

リアルにとらえている親は、 子供にとって魅力的だと思う。

　そうした親は、 子供を理解しようとしたり、 一緒に悩もうとしたりしない。 そういう

ことができないことの悲しさ、 寂しさ、 情けなさを胸におさめて、 子供と対する。 いわ

ば「他人」として対する。 「親切な他人」として対する。 そして、 その節度を保てるという

ことが、 子供への愛情になっている。 というような親でありたい。 と少なくとも私は

思っている。

(山田太一『誰かへの手紙のように』による)

N1真题体验 & 解析 　
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