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前 　 言

«高等院校日语专业八级考试１０年真题与详解»是针对大学日语专业的学生所编写的

日语专业八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专业八级考

试,本书精心汇编了最近十年的考试真题,并进行了详细的解析.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２００９―２０１８年的真题,并对每一年的真题进行了详细的、拓展性的解析.
〇听解

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,还点明了对做题

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
点词汇进行了注音和解释.

〇文字词汇语法

文字词汇语法部分的解析对正确选项及各个错误选项进行了详细解释和说明.
词汇部分为考查的单词、短语等补充了日语的解释,并对重点的词汇、短语等补充了例

句.古典文法题目对句子的形式进行了详细的剖析.
〇读解

读解部分对１０篇短文章的主旨、重要内容、关键句进行了分析.对长文章进行了

整篇翻译,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

择答案.
〇完形填空

完形填空部分对整篇文章进行了翻译.对每道题目的解题思路及方法进行了分

析与指导.
〇翻译

翻译部分对题目中给出的文章提供了完整的译文,并对重点、难点的单词进行了

注音,方便学生查阅、学习.
〇作文

本书为每一年的作文题目提供了一篇范文,供学生参考.

本书不仅对专业八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八级考试.

２０１９年５月

樱花国际日语图书事业部
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大学日语专业八级考试简介

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 １~１０ 听力理解一、二 １０ ２０

二 １１~２０ 文 字 １０ １０

三 ２１~３０ 词 汇 １０ １０

四 ３１~５０ 语 法 ２０ ２０

五 ５１~６０ 文学与文化 １０ １０

六 ６１~８０ 阅读理解一、二 ２０ ２０

七 ８１~９０ 完形填空 １０ １０

２０分钟

９０分钟

第二部分
八 翻译 １ ２０

九 作 文 １ ３０
９０分钟

合 计 ９２ １５０ ２００分钟

二、考试各题型的具体内容介绍

(一)听力

１．考试要求

(１)能听懂交际场合中各种日语对话和讲话.
(２)能听懂政治、经济、文化、教育、科技等方面的一般日语报道.
(３)能听懂一般题材的日语电视剧台词.

２．出题形式和出题内容

(１)出题形式

听力部分共１０道题,由对话和短篇文章两部分组成,分为问题一和问题二.
问题一:这部分为对话题,长度多为１０句以内,语速为每分钟２００字左右.这部分题材涉

及范围较广,以日常生活方面的对话为主.
问题二:这部分为简短的陈述或报告,长度不超过１０句,语速为每分钟２００字左右.这部

分题材也是以反映生活中出现的问题为主.
(２)出题题型

a　顺序型

b 地点方位型

c 日期时间型
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d 数字计算型

e 选择倾向型

f 原因理由型

g 观点意见型

h 主旨归纳型

i 逆向否定型

(二)文字

１．考试要求

文字部分的出题范围基本上都是«高等院校日语专业高年级阶段教学大纲»规定的

词汇.
该大纲中,约有５５３０个汉字.要求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．考试要求

教学大纲以及八级考试大纲里要求的词汇能力要达到５０００个以上.总共包含了约５５００
个词汇.另外,还要求掌握常用的惯用语以及谚语等.

２．出题形式和出题内容

词汇部分从２００５年开始是１０道题目.出题形式是选择题目中画线部分单词、短语和惯用

语的正确意思,以及选择符合题目中给出的解释的惯用语、谚语等.

(四)语法

１．考试要求

八级考试语法部分要求掌握«高等院校日语专业高年级阶段教学大纲»中所规定的语法

句型.包括现代日语中仍然使用的古语的表达方式.与日常会话中使用的句型相比,八级考

试中的文法主要要求掌握正式的商务文书中必要的句型.

２．出题形式和出题内容

语法部分从２００５年开始是２０道题.其中有１５道题是对基本句型、敬语等的考查,有５道题

是对日语古典文法知识的考查.对助动词的考查是古典文法知识出题的重点.

(五)文学与文化

１．考试要求

文学与文化部分要求掌握古典以及近现代文学史上重要的作家及作品,以及掌握基本

的历史、文化知识.
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　　２．出题形式和出题内容

这部分共有１０道题,包括对文学家及其作品的考查,以及对文化知识的考查.

(六)阅读理解

１．考试要求

阅读理解部分要求能够阅读包含大量较难理解的复合句的文章,要求能够理解记叙文、
说明文、议论文、随笔等多种题材的文章.其中,短篇阅读理解主要考查对文章归纳总结的能

力,即把握文章主旨的能力.长篇阅读理解主要考查文章细节、句子的理解、作者观点等.

２．出题形式和出题内容

阅读理解部分分为阅读理解一和阅读理解二.
阅读理解一:有１０篇较短的文章,共１０道题目.
阅读理解二:一篇长文章,共１０道题目.
文章题材广泛,涉及社会、文化、文学作品等.

(七)完形填空

１．考试要求

这部分要求根据上下文的理解选择填入适当的词或短语,使文章完整、通顺.完形填空

主要考查逻辑推导能力,要求从整体上把握文章的行文思路以及句与句之间的逻辑关系.

２．出题形式和出题内容

这部分共１０道题,考查的对象包括指示代词、接续词、副词等.

(八)翻译

１．考试要求

这部分要求将一篇字数约为２５０字的中文的文章翻译成日语.

２．出题形式和出题内容

翻译部分的出题以汉译日为主,翻译的文体包括记叙文、说明文、议论文、文学作品等.

(九)作文

１．考试要求

要求写一篇４５０~５００字左右的文章.要求书写格式正确,文体统一,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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大学日本語専攻生八級能力試験問題(２０１８年)

(総合問題)
(試験時間:聴解を除いて９０分間)

注意:回答はすべて解答用紙に書くこと。

一、 聴解問題(２点×１０＝２０点)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

２．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

３．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

４．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

５．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

６．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

７．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

８．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

９．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１０．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

二、 次の文の下線をつけた部分はどれに当たるか、 それぞれA、B、C、Dの中から一つ

選んで、 解答用紙のその番号に印をつけなさい。 (１点×１０＝１０点)

１１．卒業式に、 学長からお祝いの言葉を賜りました。

Ａ　たてまつり Ｂ　たまわり Ｃ　たまり Ｄ　たわり

１２．ファッションの流行はあっという間に廃れるものだ。

Ａ　あきれる Ｂ　あばれる Ｃ　すたれる Ｄ　はいれる

１３．真夏だが、 時折吹く涼しい風は快いものだ。

Ａ　じおり Ｂ　じせつ Ｃ　ときおり Ｄ　ときせつ

１４．異文化の要素に触れると、 戸惑いを感じることが多い。

Ａ　とまどい Ｂ　どまとい Ｃ　とまとい Ｄ　どまどい

１５．部長は今年の思惑を熱く語った。

Ａ　おもいき Ｂ　おもわく Ｃ　しいき Ｄ　しかん

１６．この世界では、 ばくぜんとした不安を抱えている人が多い。

Ａ　莫然 Ｂ　暴然 Ｃ　爆然 Ｄ　漠然

１７．自分の家だと思って、 きがねなく過ごしてください。

Ａ　気兼ね Ｂ　期兼ね Ｃ　聞がね Ｄ　季兼ね

１８．難しい問題だが、 彼はそくざに解いてしまった。
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Ａ　率座に Ｂ　側座に Ｃ　速座に Ｄ　即座に

１９．ハンサムな彼の周りには、 いつもファンがむらがっている。

Ａ　群がって Ｂ　宗がって Ｃ　郡がって Ｄ　村がって

２０．新学期から始まる新生活に心がはずむ。

Ａ　眩む Ｂ　跳む Ｃ　躍む Ｄ　弾む

三、 次の各文の下線をつけたところの意味に合うものをそれぞれA、B、C、Dの中から

一つ選んで、 解答用紙のその番号に印をつけなさい。 (１点×１０＝１０点)

２１．男はコートの襟を立て、 厚い毛糸のマフラーを巻いている。

Ａ　細くて短い襟巻 Ｂ　細長い襟巻

Ｃ　太くて短い襟巻 Ｄ　太長い襟巻

２２．鉄筋三階建ての一階は大家が使い、 二階三階はそれぞれ四部屋ずつのアパートに

なっている。

Ａ　有名な人 Ｂ　皆さん Ｃ　貸家の持主 Ｄ　借家の持主

２３．名古屋支社在勤中つつがなく職務をまっとうできましたのは、 ひとえに皆様のご高

配の賜物と心より感謝いたしております。

Ａ　わずらわしい Ｂ　実績がない Ｃ　無事である Ｄ　平凡である

２４．困難にぶつかると、 すぐ他人にすがるような者は成功しない。

Ａ　譲る Ｂ　変わる Ｃ　学ぶ Ｄ　頼る

２５．毎年全国大会に出場している野球部には、 学校側も肩を入れているようだ。

Ａ　力を添える Ｂ　責任を取る Ｃ　心配をかける Ｄ　負担する

２６．自首してきた男の供述には、 どうも腑に落ちない点がある。

Ａ　納得できない Ｂ　納得できる Ｃ　想像できない Ｄ　想像できる

２７．杓子は耳掻きにならずというが、 大きな新聞広告を出すよりも、 街角で顔を見なが

らチラシを配った方がお客さんが来てくれる。

Ａ　大きいものは小さいものの代りにも用いることができることのたとえ

Ｂ　大きなものが必ずしも小さいものの代用にならないことのたとえ

Ｃ　形式だけのことはできるが実質的なことはできないことのたとえ

Ｄ　形だけは似ているが内容はだいぶ違っていることのたとえ

２８．恥ずかしさや興奮のために顔を赤くする。

Ａ　顔を直す Ｂ　顔を染める Ｃ　顔を拵える Ｄ　顔を貸す

２９．機転を利かせ過ぎた結果、 肝心なところでかえって手落ちが生じてしまうこと。

Ａ　気を利かせて間が抜ける Ｂ　気が気で病む

Ｃ　気が利きすぎて間が抜ける Ｄ　機に臨み変に応ず

３０．うわさが立つ以上、 何らかの事実があるはずだ。

Ａ　噂をすれば影がさす Ｂ　火を見たら火事と思え

Ｃ　人の噂も七十五日 Ｄ　火のない所に煙は立たぬ
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四、 次の文の(　　　　)に入る言葉はどれか、 それぞれA、B、C、Dの中から最も適当な

ものを一つ選んで、 解答用紙のその番号に印をつけなさい。 (１点×２０＝２０点)

３１．この問題について先生にいろいろ教えてもらった(　　　　)、 専門書などの参考文献

まで貸してもらった。

Ａ　上 Ｂ　時 Ｃ　元 Ｄ　折

３２．気を付けていれば、 あんな事故は起きなかった(　　　　)。
Ａ　わけだ Ｂ　ゆえだ Ｃ　はずだ Ｄ　ことだ

３３．これは反抗期にある子供ならだれでも起こる一時的な現象です。 そのうちよくなる

からご心配には(　　　　)。
Ａ　およびません Ｂ　かけません Ｃ　なりません Ｄ　さしつかえません

３４．試験を来週に(　　　　)図書館は毎日おそくまで学生でいっぱいです。

Ａ　いたって Ｂ　くわえて Ｃ　そくして Ｄ　ひかえて

３５．叱る(　　　　)褒める(　　　　)、 はっきりした態度を取らなければならない。

Ａ　やら～やら Ｂ　なり～なり Ｃ　とか～とか Ｄ　なんか～なんか

３６．この法律は市民(　　　　)、 外国人(　　　　)をとわず、 等しく適用される。

Ａ　なると～なると Ｂ　ざると～ざると

Ｃ　たると～たると Ｄ　あると～あると

３７．われわれはいつまでも変わる(　　　　)、 真の友人だ。

Ａ　ほどなく Ｂ　ことなく Ｃ　わけなく Ｄ　はずなく

３８．課長(　　　　)事態を把握していないのだから、 ヒラ社員によく分からないのも無

理はない。

Ａ　からには Ｂ　からして Ｃ　ぐらいなら Ｄ　どころか

３９．今回のコンパはまったくの自由参加だから、 べつに参加しようか(　　　　)などと

悩むことはない。

Ａ　するか Ｂ　するべきか Ｃ　すまいか Ｄ　せずには

４０．俳優になんか(　　　　)と両親にも言われたが、 夢は捨てられなかった。

Ａ　なれっこない Ｂ　なれってない Ｃ　できっこない Ｄ　できってない

４１．あんな話を信じてしまうとは我(　　　　)うかつだったと言わざるを得ない。

Ａ　だのに Ｂ　だから Ｃ　なので Ｄ　ながら

４２．山田さんご夫婦にはなにかに(　　　　)親切にしていただいています。

Ａ　かけ Ｂ　きり Ｃ　たて Ｄ　つけ

４３．拙いものですが、 先生のご感想を(　　　　)ませんか。

Ａ　きいてください Ｂ　おきかせください

Ｃ　おうかがいし Ｄ　おきかせいたし

４４．先生がお口添え(　　　　)おかげで、 就職の内定をとることができました。

Ａ　くださった Ｂ　になられた Ｃ　さしあげた Ｄ　いただいた

４５．お客様:すみませんが、 私いつ入会できますか。

係　員:お客様はいつでもご入会(　　　　)。
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Ａ　さしあげます Ｂ　します Ｃ　になります Ｄ　になれます

４６．人、 死を憎まば、 生を愛すべし。

Ａ　人が死を憎まなければ生を愛さなければならない。

Ｂ　人が死を憎むなら生を愛さなければならない。

Ｃ　人が死を憎むなら生を愛するがよい。

Ｄ　人が死を憎むから生を愛するがよい。

４７．朝に死に夕べに生まるる習ひ、 ただ水の泡にぞ似たりける。

Ａ　ただはかない水の泡に似ていることであるよ。

Ｂ　ただはかない水の泡に似ていたことであるよ。

Ｃ　ただはかない水の泡に似ていることである。

Ｄ　ただはかない水の泡に似たことである。

４８．主、 よく鳴くをば生けて、 鳴かざるをば殺しつ。

Ａ　よく鳴くほうのかりを生かしておいて鳴かないほうのかりを殺したりする。

Ｂ　よく鳴くほうのかりを生かしておいて鳴かないほうのかりを殺そうとする。

Ｃ　よく鳴くほうのかりを生かしておいて鳴かないほうのかりを殺したりした。

Ｄ　よく鳴くほうのかりを生かしておいて、 鳴かないほうのかりを殺した。

４９．これはもし鬼にやあらむ。

Ａ　これはもしかしたら鬼でもあろう。

Ｂ　これはもしかしたら鬼でもあろうか。

Ｃ　これはもしかしたら鬼ではあろうか。

Ｄ　これはもしかしたら鬼ではなかろうか。

５０．いみじくうつくしきちごのいちごなどくひたる。

Ａ　たいそう美しい幼児がいちごなんか食べている様子

Ｂ　たいそう美しい大人がいちごなんか食べている様子

Ｃ　たいそう愛らしい幼児がいちごなんか食べている様子

Ｄ　たいそう愛らしい大人がいちごなんか食べている様子

五、 次の各問の答えとして適するものをそれぞれA、B、C、Dの中から一つ選んで、 解答

用紙のその番号に印をつけなさい。 (１点×１０＝１０点)

５１．古今集の歌風はどんなものか。

Ａ　をかし Ｂ　ますらをぶり Ｃ　たおやめぶり Ｄ　もののあはれ

５２．もののあはれ論を言い出した学者は誰か。

Ａ　福沢諭吉 Ｂ　契沖 Ｃ　賀茂真淵 Ｄ　本居宣長

５３．万葉集に具現されたものはどれか。

Ａ　まこと Ｂ　をかし Ｃ　わび·さび Ｄ　幽玄

５４．小説竜馬がゆくの作者は誰か。

Ａ　村上春樹 Ｂ　大江健三郎 Ｃ　司馬遼太郎 Ｄ　陳瞬臣

５５．正岡子規と最も関係の深い雑誌はどれか。
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Ａ　明星 Ｂ　ホトトギス Ｃ　スバル Ｄ　多摩

５６．遣唐使の廃止はいつのことか。

Ａ　６３０年 Ｂ　７３０年 Ｃ　７９５年 Ｄ　８９４年
５７．日本の三大河川の一つである石狩川はどこにあるか。

Ａ　九州 Ｂ　新潟県 Ｃ　北海道 Ｄ　四国

５８．中日国交正常化はいつだったか。

Ａ　１９７２年８月 Ｂ　１９７２年９月 Ｂ　１９７８年８月 Ｄ　１９７８年９月

５９．日本三大名園の偕楽園はどこにあるか。

Ａ　水戸 Ｂ　東京 Ｃ　金沢 Ｄ　岡山

６０．活火山として有名な桜島はどこにあるか。

Ａ　北海道 Ｂ　長野県 Ｃ　熊本県 Ｄ　鹿児島県

六、 読解問題

問題一、 次の各文の内容と最も一致しているものをそれぞれA、B、C、Dの中から一つ

選んで、 解答用紙のその番号に印をつけなさい。 (１点×１０＝１０点)

【文章１】

　最近、 円高のせいで不況になったとか、 不況が長引いているのは円高のせいで輸出が

伸びないからだとか、 とかく円高が、 悪いことのように言われています。 しかし、 本当

にそうでしょうか？今日は、 そのあたりについて考えてみたいと思います。

　ものには必ず(　　①　　)があるように、 デメリットがあれば当然メリットもあるは

ずです。 例えば、 よく海外旅行をする人は、 円高である方がうれしいわけですね。 旅行

代金も安くなるし、 買い物もたくさんできます。 さらに、 円高のメリットは、 海外旅行

のできる一部の人達だけに限られるものではありません。 例えば……

６１．文中の(　　①　　)に入れるのに最も適当なものはどれか。

Ａ　裏と表 Ｂ　内と外 Ｃ　強と弱 Ｄ　遠と近

６２．この話のすぐあとに話される内容は何か。

Ａ　海外旅行をしない人にとっての円高のデメリット

Ｂ　海外旅行をしない人にとっての円高のメリット

Ｃ　海外旅行者にとっての円高のデメリット

Ｄ　海外旅行者にとっての円高のメリット

６３．この話の題として適当なのはどれか。

Ａ　円高のメリット Ｂ　日本の輸出と円高の関係

Ｃ　円高と海外旅行 Ｄ　日本の経済と円高の関係

【文章２】

　そこは、 ぼくが東京に来て初めて入った食べ物屋さんだった。 受験のために上京した

ぼくは、 ①そば屋に入るのさえこわがっていたのだ。 そして、 すきっ腹をかかえて、 やっ
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ととび込んだこの店で、 恐る恐る壁に書かれた品目を見上げ、 一番安いものを注文した

のだ。 あれから１１年が過ぎていた。 得た物も多い。 だがその間に失くしたものも大き

かった。

　えっ？こんなところに入るの？いやよ、 あたし
　硝子戸に手をかけたぼくに、 連れの女は露骨に不快な表情を向けてそういった。 その

女との結婚を考えていたぼくは、 急に心が冷めたように感じた。

　ぼくはかまわずに戸を引いた。 そのとき、 ぼくの脳裏に高校生の娘の顔が浮かんだ。

注文を受けた彼女は、 数分後に申し訳なさそうな目をして、 作られた料理をぼくの前に

置いたものだった。 それを見て、 ぼくは②全身に冷や汗をかいた。 玉ねぎの薄切りが出

ていたからだ。 オニオン(注１)スライス(注２)。 何かの飯だとぼくは思っていたのだ。

　いらっしゃいませ
　暖かい目をしたふくよかな③女性が１１年ぶりにぼくを迎えてくれた。

高橋三千綱心の風景より

注１:オニオン/玉ねぎ。

注２:スライス/薄く切ったもの。

６４．①そば屋に入るのさえこわがっていたのはなぜか。

Ａ　東京に来て初めて入った食べ物屋さんだったから

Ｂ　かまわずに食べ物屋さんの戸を引いたから

Ｃ　まだ高校生で貧乏でお金がなかったから

Ｄ　いつもすきっ腹をかかえてとび込むから

６５．②全身に冷や汗をかいたのはなぜか。

Ａ　注文を受けた高校生が申し訳なさそうな目をしたから

Ｂ　自分がまちがえて注文したことに気がついて、 あわてたから

Ｃ　自分の失敗を店の人に気づかれないようにしようと思ったから

Ｄ　注文したものをまちがえて持ってきた高校生をかわいそうに思ったから

６６．③女性はだれのことか。

Ａ　ぼくの脳裏にいつもその顔が浮かぶ高校生

Ｂ　不快な表情をぼくに向けた連れの女

Ｃ　１１年前にぼくが結婚を考えていた女

Ｄ　１１年前にぼくの注文を受けた高校生

【文章３】

　話し上手というものは、 しばしば自分だけが分かっている話をしがちなものだ。 別に

他意あってのことではないが、 自分が分かっていることは、 相手も分かっているのだ

と、 つい思いこんでしまうのだ。

　この前、 福岡へ行ったときといえば、 話し手には、 ○月×日に、 出張で佐藤さんと

林さんと行ったときのさまざまな情景が浮かんでいる。 ところが、 話を聞いている人

に、 そんなことがわかるはずがない。
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　この前、 出張で行ったときという話し方をすれば、 その場所が福岡だということ

を、 本人は知っているが、 それ以外の人は、 出張先が札幌なのか北京なのかサンフラン

スシスコなのかわからないのだ。

　①こういうことが原因で、 話がこんがらかることもよくある。 福岡へ出張したとき
といっても、 一方は去年の話をしているのに、 もう一方は、 先月のことを思い浮かべて

いたりする。 話の途中でそのことに気がついて、 なーんだ、 それ、 去年の話かなどと

いうことが、 よくあるではないか。

　雑談の内容を広げたり、 戻したりすることは、 ②話の道すじを通すことでもある。

　道すじが通らなければ、 先へ進まないからだ。

　話がどうもわかりにくいときには、 ５W１H のうち、 どれかの要素が欠けていると

(　　③　　)。 欠けている要素が複数のこともある。

６７．①こういうこととはどういうことか。

Ａ　さまざまな情景が浮かんでくるということ

Ｂ　話し手が他意あってのことではないということ

Ｃ　話し手が自分だけがわかっている話をしがちだということ

Ｄ　自分がわかっていることは、 相手もわかっているということ

６８．②話の道すじを通すとは何の意味か。

Ａ　聞き手に誤解されないように話す。

Ｂ　論理的でつじつまが合うように話す。

Ｃ　過去のことを思い浮かべながら話す。

Ｄ　敬語の使い方を間違えないように話す。

６９．文中の(　　③　　)に入れるのに最も適当なものはどれか。

Ａ　いっていいだろう Ｂ　いえないのだ

Ｃ　いうわけではない Ｄ　いってはいられないのだ

７０．この文章の題目は次のどれか。

Ａ　雑談の技術 Ｂ　話の筋道 Ｃ　雑談の内容 Ｄ　話し上手とは

問題二、 次の文章を読んで、 後の問いに答えなさい。 (１点×１０＝１０点)

　人は食べずに生きていけない。 そして食べるためには、 食べるものを作らなければな

らない。 狩猟民にしても採集民にしても、 獲物や採集物を、 料理もせずに食べるのはま

れであろう。 調理は、 人間生活におけるもっとも基礎的な行動であることは疑いない。

火がしばしば文明の象徴とされるのも、 恐らくそういう理由からであろう。

　ところが、 この調理という営みに、 奇妙なことが起こっている。 独身の人たちにかぎ

らず、 料理をしない人が増えてきたというのは、 正確な情報を持っていないけれども、

コンビニエンス·ストアやデパートの地下の食料品売り場、 あるいは夜の居酒屋などの

風景を見るかぎり、 ①どうもたしかな事実のようである。 昼休みともなると、 みずから

調理したお弁当を開ける人はさらに少なくなる。 ほとんどの人が社員食堂に行くか、 弁
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当を買いに行く。 パンやスナック菓子ですませる人も少なくない。

　他方で、 テレビをつければ、 朝から晩おそくまで、 料理番組やグルメ(注１)番組がずっと

並んでいる。 ワイドショー(注２)がめじろ押しの主婦の時間帯には、 料理番組がもともと

多い。 が、 最近は深夜十一時をまわってからの、 それもたっぷり時間をとった番組が増

えている。 料理のレシピ(注３)を伝えるというより、 あきらかに②ゲーム感覚のショーと

いった感じである。 それに、 ふだんとても手に入らないような食材を使っている。 つま

り視聴者があとで作るであろうことは計算に入っていない。 そしてそれで番組がなり

たっているということだ。

　❶作らないということは、 食事の料理過程を外部に委託するということだ。 調理を家

の外に出すということ、 そのことの意味は③想像以上に大きいように思う。

　❷たしかに、 昔は調理も公共の場で、 たとえば露地の共同炊事場で行われることが多

かった。 それは戦後の二十年くらいまでは普通の光景だった。 その後料理の仕事はマイ

ホームに内部化されたのだが、 ④現在ふたたびその過程が、 私たちからは見えない場

所に移動させられつつある。 それはちょうど、 かつて排泄が野外や共同便所でなされ、

その処理も私たちの面前でなされていたのに、 下水道の完備とともに排泄物処理が見え

ない過程になったのと同じことである。

　❸それとほぼ並行して、 病人の世話が病院へと外部化された。 出産や死という、 人生

でもっとものっぴきならない(注４)瞬間も家庭の外へと去った。 家で母親のうめき声を聴く

ことも、 赤ちゃんの吹き出すような泣き声も聴くことはなくなってしまった。 いや、 自

分の身体でさえ、 もはや自分でコントロールできず、 体調がすぐれないときには、 すぐ

に医院にかけつけるしまつだ。 自己治療、 相互治療の能力はほぼ枯渇した。 ⑤その点

で、 身体はもはや自分のものではない。

　❹⑥誕生や病や死は、 人間が有限でかつ無力な存在であることを思い知らされる出来

事である。 同じように、 排泄も、 自分がほかならぬ自然の一メンバーであることが思い

知らされる営みである。 そういう出来事、 そういう営みが、 戦後という社会のなかで

次々に外部化していった。 そして家庭内に残されたそういう種類の最後の営みが、 調理

だった。

　❺人は調理の過程で、 自分が生きるために他の命を破壊せざるを得ないということ、

そのときその生き物は渾身の力を振り絞って抗うということを、 身をもって学んだ。 ⑦

そして自分もまたそういう生き物の一つでしかないということも。 そういう体験の場所

が今じわりじわり消えかけている。 見えない場所に隠されつつある。 このことが私たち

の現実感覚にあたえる影響は、 けっして少なくないと思う。

鷲田清一普通をだれも教えてくれないより(少し書き換えあり)
注１．グルメ/食通、 美食家。

注２．ワイドショー/テレビの娯楽番組の一形態。

注３．レシピ/料理の作り方。

注４．のっぴきならない/引き下がることも、 避けることもできない。

７１．①どうもたしかな事実のようであると筆者の納得がいった判断を示しているが、 な
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ぜ筆者は納得したのか。

Ａ　たくさんの人が同じような話をしているから

Ｂ　正確な情報を持っている人が話してくれたから

Ｃ　自分がいろいろ調査して事実を突き止めたから

Ｄ　自分が観察したことによって裏付けられたから

７２．②ゲーム感覚のショーと今の料理番組を喩えているが、 このように喩えた筆者の意

図を説明した文は次のどれか。

Ａ　料理を楽しんでいるのは出演者だけだ。

Ｂ　遊びの気持ちでやっていて真剣みがない。

Ｃ　料理の仕方を教えることが目的ではない。

Ｄ　視聴率を上げるためにただ楽しくやっている。

７３．③想像以上に大きいとは、 どういうことか。

Ａ　食事という生命維持に重要なことを自分で管理できなくなる。

Ｂ　人間が生物の一つであることを忘れてしまう可能性がある。

Ｃ　料理をするという現実感覚を失うことにつながっている。

Ｄ　外食ばかりだと、 家計に対する負担が大きくなりすぎる。

７４．④現在ふたたびその過程が、 私たちからは見えない場所に移動させられつつあるは

調理の過程がどのようになり、 さらにどのようになりつつあるのかを説明したも

のである。 その流れを正しく書いたものは次のどれか。

Ａ　公共の場で一緒にやる → マイホームで料理を楽しむ → 知らない場所で料理さ

せる

Ｂ　自分で調理する → 料理番組を見ながらやる → コンビニや居酒屋で済ませる

Ｃ　皆で協力して料理する → 自分一人でやる → ほとんどはやらないで外食をする

Ｄ　公共の場で行われる → マイホームで行われる → 外部に委託されつつある

７５．❶から❺までの段落の中で、 下図のイとウのように並立関係にある連続した二つの

段落があるが、 それは次のどれか。

Ａ　❶と❷ Ｂ　❷と❸ Ｃ　❸と❹ Ｄ　❹と❺
７６．⑤その点で、 身体はもはや自分のものではないとあるが、 どうしてそのようなこと

がいえるかを最も適切に説明した文は次のどれか。

Ａ　人間の営みに関するすべての出来事が人間の見えないところで処理されてしま

い、 人間はただそれに任せればいいから

Ｂ　誕生や病や死など、 最も人間の営みに関わることでさえ、 自分たちで処理でき

ず、 外部に頼らざるをえなくなったから

Ｃ　昔は誕生も病気治療も、 そして老人の世話も家で家族がしていたが、 今はすべ

て外部の人に委託してやってもらえるようになったから
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Ｄ　誕生や病や死など、 人間自身に関わることは自分でやるのが最も望ましいが、

今はそれを外部に委託するのがあたりまえになったから

７７．⑥誕生や病や死と料理との共通点は何か。

Ａ　自然の前で自分も有限でかつ無力な存在であるということを認識する機会

Ｂ　人間として当然得られるはずの感動が外部化されることにより失われたもの

Ｃ　生活が便利になるに従い、 人間の負担が軽減された例

Ｄ　体調がすぐれないときに外部に助けを求められるもの

７８．⑦そして自分もまたそういう生き物の一つでしかないということもの後に省略され

た言葉は何か。

Ａ　じわりじわりときえかけている。

Ｂ　見えない場所に隠れつつある。

Ｃ　現実感覚に影響を与えている。

Ｄ　身をもって学んだ。

７９．この文章で筆者が主張したいのはどんなことか。

Ａ　排泄や誕生、 病、 死など、 人間が自分の生命にかかわることが、 次々に外部化さ

れているのは時代の流れによるものである。

Ｂ　料理をしない人が増えたのは、 経済や外食産業が発達したことによるので、 非

常に喜ばしいことだと考えるべきである。

Ｃ　料理の外部化は自分が自然の中の一つの存在にすぎないことを認識する機会を

失わせる重大なことである。

Ｄ　火を使って料理することは人類の文明の象徴であるので、 それから離れるのは

愚かなことである。

８０．次の四つの文のうち、 筆者が述べている内容と合っているものはどれか。

Ａ　調理は人間が生き物の一つでしかないことを体験する場であって、 家庭内に残

されたその種類の最後のものである。

Ｂ　調理は公共の場で行う共同作業であったが、 家庭でも調理を行わなくなると家

族の共同作業もなくなることになる。

Ｃ　調理が人間生活におけるもっとも基礎的な行動である。 そのことは現代人の食

生活やテレビ番組を見てもあきらかである。

Ｄ　調理は火を使わなくてもすむようにレシピが伝えられているため、 家庭内から

文明の象徴とされる火が消えようとしている。

七、 次の文章の(　　　　)にはどんな語が入るか、 後のA、B、C、Dから一番適当なもの

を一つ選んで、 解答用紙のその番号に印をつけなさい。 (１点×１０＝１０点)

　この数年来、 小畠村の閑間重松は姪の矢須子のことで心に負担を感じて来た。 数年来

でなくて、 (　　８１　　)云い知れぬ負担を感じなければならないような気持であった。

二重にも三重にも負目(注１)を引受けているようなものである。 理由は、 矢須子の縁が遠

いという簡単なような事情だが、 戦争末期、 矢須子は女子徴用で広島市の第二中学校奉
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仕隊の炊事部に勤務していたという噂を立てられて、 広島から四十何里東方の小畠村の

人たちは、 矢須子が原爆病患者だと云っている。 患者であることを重松夫妻が秘し隠し

ていると云っている。 (　　８２　　)縁遠い。 近所へ縁談の聞き合せに来る人も、 この噂

を聞いては(　　８３　　)逃げ腰(注２)になって話を切りあげてしまう。

　広島の第二中学校奉仕隊は、 あの八月六日の朝、 新大橋西詰かどこか広島市中心部の

或る橋の上で訓辞を受けているとき被爆した。 その瞬間、 生徒たちは全身に火傷をした

が、 引率教官は生徒一同に海ゆかば……の歌をピアニシモ(注３)で合唱させ、 歌い終った

(　　８４　　)解散を命じ、 教官は率先して折から満潮の川に身を投げた。 生徒一同も

それを見習った。 たった一人、 (　　８５　　)逃げ帰った生徒からその事実が伝わった。

(　　８６　　)その生徒も亡くなったと云う。

　これは小畠村出身の報国挺身隊員が広島から逃げ帰って伝えた話だと思われる。

(　　８７　　)矢須子が広島の第二中学校の奉仕隊の炊事部に勤務していたというのは事

実無根である。 (　　８８　　)炊事部に勤めていたとしても、 海ゆかば……を歌った現

場に炊事部の女子が出かけているはずはない。 矢須子は広島市外古市町の日本繊維株式

会社古市工場に勤務して、 富士田工場長の伝達係と受付係に任ぜられていた。 日本繊維

株式会社と第二中学とは何のつながりもないのである。

　矢須子は古市工場に入社して以来、 広島市千田町二丁目八六二の重松夫妻の寓居に同

宿し、 重松と同じく可部行の電車で同じ工場へ通っていた。 第二中学校にも奉仕隊にも

絶対に関係がない。 (　　８９　　)第二中学の卒業生の一人で北支に出征していた軍人

が、 慰問袋のことで矢須子に鄭重すぎる礼状をよこし、 それから暫くたって和歌を五首

か六首か書いてよこしたことがある。 (　　９０　　)矢須子が重松の家内に見せたので、

矢須子さん、 これは相聞歌(注４)というのでしょうと家内が、 年甲斐もなく(注５)顔を赤ら

めたのを重松は覚えている。

井伏鱒二黒い雨より(少し書き換えあり)
注１．負目/つらい目にあわせたりしたことについて負担に思う気持ち。

注２．逃げ腰/今にも逃げ出そうとする様子。

注３．ピアニシモ/きわめて弱く。

注４．相聞歌/恋の歌。

注５．年甲斐もなく/年齢にふさわしくなく愚かである。 いい年をして。

８１．Ａ　今後とも Ｂ　今度とも Ｃ　今回とも Ｄ　今日とも

８２．Ａ　そして Ｂ　だから Ｃ　なのに Ｄ　やがて

８３．Ａ　紛れもなく Ｂ　合点が行かず

Ｃ　都合がわるく Ｄ　一も二もなく

８４．Ａ　ところへ Ｂ　ところを Ｃ　ところで Ｄ　ところが

８５．Ａ　甘くも Ｂ　辛くも Ｃ　苦くも Ｄ　旨くも

８６．Ａ　やがて Ｂ　やっと Ｃ　よって Ｄ　ようやく

８７．Ａ　たとえば Ｂ　それでは Ｃ　それゆえ Ｄ　けれども

８８．Ａ　もしも Ｂ　たとえ Ｃ　もしや Ｄ　たとえば
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８９．Ａ　ただ Ｂ　ただち Ｃ　もと Ｄ　もともと

９０．Ａ　それで Ｂ　それが Ｃ　それを Ｄ　それに

翻訳、 作文問題
(試験時間:９０分間)

八、 次の中国語を日本語に訳し、 その訳文を解答用紙に書きなさい。 (２０点)

走着走着,后面有人和我说话了:
“喂,你到哪里?”
我回头一看,一个乡下老头,在我身后腰杆笔挺(腰をしゃんと伸ばす)地走着.“我来踏

青.”我说.
我略等一等,老头就与我并肩而行了.
“你是城里来的.”他不容置疑地判断,接着说下去,他好像在自言自语,“我刚从城里回

来.我昨天就去了,坐船去的.亲戚的运输船(運搬船),不要钱的.今天一大早回来,坐小公交

车,他们非要我交十二块钱,我一气,半路上下来了.”
我暗笑(にんまりする).他看看我的脸,认真地说:“这地方无有人来,没有旅游点,自

古就属于生僻之地(僻遠の地).”老头如此拿腔拿调,我忍不住放声大笑.他不理会我,继续

说下去.

九、 次の要領で解答用紙に作文をしなさい。 (３０点)

題　　目:人と自然

注意事項:１．文体は、 手紙文を除いて一律常体にすること。

２．文章は、４５０字以上、５００字以内におさめること。

(句読点も一字とする。 もし４５０字未満、 または５００字をオーバーした場合

は減点になる。 )

３．作文用紙には本文だけを書き、 題目は書かないこと。
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大学日本語専攻生八級能力試験問題(２０１７年)

(総合問題)
(試験時間:聴解を除いて９０分間)

注意:回答はすべて解答用紙に書くこと。

一、 聴解問題(２点×１０＝２０点)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

２．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

３．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

４．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

５．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

６．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

７．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

８．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

９．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１０．Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

二、 次の文の下線をつけた部分はどれに当たるか、 それぞれA、B、C、Dの中から一つ

選んで、 解答用紙のその番号に印をつけなさい。 (１点×１０＝１０点)

１１．なんとか支払いの目処がついた。

Ａ　まと Ｂ　まど Ｃ　めと Ｄ　めど

１２．敵を欺くにはまず味方から、 という表現があります。

Ａ　あざむ Ｂ　おもむ Ｃ　さば Ｄ　そむ

１３．前の岬には私の生まれた村がある。

Ａ　みたき Ｂ　みだき Ｃ　みさき Ｄ　みざき

１４．時代はやがて彼の行為を裁くだろう。

Ａ　あば Ｂ　さば Ｃ　たた Ｄ　はだ

１５．市教育委員会は給食費の滞納にたいして法的措置を申し立てた。

Ａ　たいのう Ｂ　ちのう Ｃ　だいのう Ｄ　ちいのう

１６．受付はしめきりました。

Ａ　絞め切り Ｂ　占め切り Ｃ　締め切り Ｄ　染め切り

１７．人工衛星との通信がとだえてしまった。

Ａ　戸立え Ｂ　戸絶え Ｃ　途断え Ｄ　途絶え

１８．長い歴史を持つゆいしょある旅館に泊まった。
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Ａ　由緒 Ｂ　由所 Ｃ　由署 Ｄ　由書

１９．ふせっせいな生活を続け、 とうとう病気になってしまった。

Ａ　不節生 Ｂ　不摂生 Ｃ　不潔生 Ｄ　不切生

２０．会社は経営ふしんに陥った。

Ａ　不審 Ｂ　不信 Ｃ　不振 Ｄ　不心

三、 次の各文の下線をつけたところの意味に合うものをそれぞれA、B、C、Dの中から

一つ選んで、 解答用紙のその番号に印をつけなさい。 (１点×１０＝１０点)

２１．正直いって、 字は達筆でないが、 田中さんの性格そのままに墨で一字一字丁寧に書

かれている。

Ａ　文字を下手に書くさま Ｂ　文字を小さく書くさま

Ｃ　文字を上手に書くさま Ｄ　文字を正しく書くさま

２２．４０種類ほどのケーキはどれもボリュームがあり、 価格設定も低めだ。

Ａ　音量 Ｂ　物の量 Ｃ　物の高さ Ｄ　音の高さ

２３．手紙の内容はほとんど忘れてしまったが、 思うに、 高校生活の相当たわいない話を

あきもせず書いていたのであろう。

Ａ　何とも言えない Ｂ　まとまりがある

Ｃ　面白そうな Ｄ　くだらない

２４．この曲を聴くと時々涙ぐむ。

Ａ　涙がなくなる Ｂ　泣いてしまう Ｃ　泣きそうになるＤ　泣きそうにない

２５．せっかくいいことを思い立ったのなら、 善は急げで早速始めた方がいい。

Ａ　よいことはためらわずすぐに行え Ｂ　よいことは急いではいけない

Ｃ 優しさに付け込んではいけない Ｄ　よい忠告の言葉は聞きづらい

２６．以前、 あるテレビ局のアナウンサーをしていたＴさんは、 七十歳を過ぎましたがい

までも毎日二、 三十分は練習をしているとのことです。 まさに、 初心忘るべから

ずです。

Ａ　習い始めのころの謙虚で真剣な気持ちを忘れていい

Ｂ　習い始めのころの謙虚で真剣な気持ちを失いかねない

Ｃ　学びはじめたころの、 謙虚で緊張した気持ちを失うな

Ｄ　学びはじめたころの、 謙虚で緊張した気持ちを覚えるな

２７．遅刻したのが怪我の功名で、 事故に遭わずにすんだ。

Ａ　とんでもないことのために怪我をする

Ｂ　しそこないがかえって手柄になる

Ｃ　何かの功名のために怪我をしよう

Ｄ　わざと怪我をして手柄になる

２８．才能がすぐれ頭角を現わす者はとかく人にねたまれ、 じゃまされるものだ。

Ａ　出る杭は打たれる Ｂ　出る幕ではない

Ｃ　出るところに出る Ｄ　出ると負け
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２９．努力や援助がわずかで効果が上げられないこと。

Ａ　薪を抱きて火を救う Ｂ　馬の耳に念仏

Ｃ　火を以て火を救う Ｄ　焼け石に水

３０．親密すぎて節度を超えればかえって不和のもととなるから、 親しい間柄でも礼儀だ

けは守るようにせよ。

Ａ　親しき中にも礼儀あり Ｂ　仲に立つ　

Ｃ　遠くて近きは男女の仲 Ｄ　仲に入る

四、 次の文の(　　　　)に入る言葉はどれか、 それぞれA、B、C、Dの中から最も適当な

ものを一つ選んで、 解答用紙のその番号に印をつけなさい。 (１点×２０＝２０点)

３１．うちの弟(　　　　)、 わがままでどうしようもない。

Ａ　とはなれば Ｂ　ときたら Ｃ　とはいえ Ｄ　はおろか

３２．高価な百科事典を買ったものの、 読ま(　　　　)で、 本棚に飾ってあるだけだ。

Ａ　ずじまい Ｂ　ずしまい Ｃ　ぬじまい Ｄ　ねしまい

３３．この間見た映画はつまらないと(　　　　)。
Ａ　かぎりのようだった Ｂ　きまわりなかった

Ｃ　いったらなかった Ｄ　ちがいなかった

３４．一年前から綿密に準備してきたからには失敗(　　　　)と思うが、 心配が残って

いる。

Ａ　するはずがない Ｂ　するかもしれない

Ｃ　せざるをえない Ｄ　せずにはいられない

３５．いまさらどんなに後悔した(　　　　)、 失敗を元に戻すことはできない。

Ａ　ところが Ｂ　ところで Ｃ　はずだが Ｄ　はずでも

３６．両親の急病は一人っ子の彼に帰国を(　　　　)。
Ａ　せざるをえなかった Ｂ　せざるをしなかった

Ｃ　余儀なくさせた Ｄ　余儀なくされた　

３７．海外勤務を経験したこと(　　　　)、 異文化には興味を持つようになった。

Ａ　が Ｂ　で Ｃ　に Ｄ　は

３８．先週は甥の家でごちそうしてもらった(　　　　)、 家まで車で送ってもらった。

Ａ　所 Ｂ　間 Ｃ　折 Ｄ　上

３９．私は列車の窓から見る(　　　　)移り行く景色を見ていた。

Ａ　ことなく Ｂ　だけなく Ｃ　ともなく Ｄ　はずなく

４０．病気だったら休めばいい(　　　　)、 無理をして、 会社で倒れてしまった。

Ａ　ものぞ Ｂ　ものと Ｃ　ものに Ｄ　ものを

４１．コピー機が急に(　　　　)、 直すのに一時間もかかった。

Ａ　動かれなくなって Ｂ　動かなくなって

Ｃ　動かせなくなって Ｄ　動けなくなって

４２．むやみに山を削ったり森林を切ったり海を埋めたりするような行動は、 愚鈍で無知
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の(　　　　)。
Ａ　至りだ Ｂ　限りだ Ｃ　極みだ Ｄ　足りだ

４３．こんな成績では進学は(　　　　)卒業だって危ないよ。

Ａ　おろか Ｂ　たしか Ｃ　なにか Ｄ　わずか

４４．昨日、 高校時代の先生を京都のお寺に(　　　　)。
Ａ　案内いたしました Ｂ　案内されました

Ｃ　ご案内なさいました Ｄ　ご案内になりました

４５．先日仕事で大阪に(　　　　)か。

Ａ　参りました Ｂ　お伺いしました

Ｃ　伺いました Ｄ　いらっしゃいました

４６．さる時よりなむ、 よばひとは言ひける。

Ａ　さる時より、 実は夜這いと言ったほうがよい。

Ｂ　さる時から、 実は夜這いと言わないほうがよい。

Ｃ　そのような時から、 実は夜這いと言ったそうだ。

Ｄ　そのような時から、 実は夜這いと言いそうだった。

４７．もろもろの辺地などを加へていはば、 際限もあるべからず。

Ａ　きっと限りない数にならないであろう。

Ｂ　きっと限りない数になるであろう。

Ｃ　必ずしもたくさんになるとは限らない。

Ｄ　必ずしもたくさんになるであろう。

４８．いかにめでたう、 をかしかりけむ。

Ａ　どんなに素晴らしく、 おかしいことだろう。

Ｂ　どんなに素晴らしく、 趣き深いことだろう。

Ｃ　どんなに素晴らしく、 おかしいことだっただろう。

Ｄ　どんなに素晴らしく、 趣き深いことだっただろう。

４９．風吹けば、 え出で立たず。

Ａ　風が吹くので、 港を出ることができない。

Ｂ　風が吹くので、 港を出ることもできない。

Ｃ　風が吹けば、 港を出ることができない。

Ｄ　風が吹けば、 港を出ることもできない。

５０．花さそふ　嵐の庭の　雪ならで　ふりゆくものは　わが身なりけり。

Ａ　嵐の吹く庭の花吹雪とあって

Ｂ　嵐の吹く庭の花吹雪となって

Ｃ　嵐の吹く庭の花吹雪ではあって

Ｄ　嵐の吹く庭の花吹雪ではなくて

五、 次の各問の答えとして適するものをそれぞれA、B、C、Dの中から一つ選んで、 解答

用紙のその番号に印をつけなさい。 (１点×１０＝１０点)
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５１．万葉集の三大部立てとは雑歌と挽歌と、 もう一つは何か。

Ａ　離別 Ｂ　相聞 Ｃ　哀傷 Ｄ　羇旅

５２．記紀歌謡は日本書紀ともう一つの作品に収められている古代歌謡だが、 そのもう

一つの作品はどれか。

Ａ　古事記 Ｂ　風土記 Ｃ　日本後記 Ｄ　万葉代匠記

５３．枕草子に関係するものとして正しいと思われるものはどれか。

Ａ　わび·さび Ｂ　もののあはれ Ｃ　幽玄 Ｄ　をかし

５４．南朝の正統性を主張するために書いた史論はどれか。

Ａ　風土記 Ｂ　太平記 Ｃ　神皇正統記 Ｄ　古事記

５５．鴎外と没理想論争をした作家は誰か。

Ａ　坪内逍遥 Ｂ　二葉亭四迷 Ｃ　夏目漱石 Ｄ　志賀直哉

５６．鎌倉新仏教である浄土宗を開いたのは誰か。

Ａ　法然 Ｂ　親鸞 Ｃ　一遍 Ｄ　栄西

５７．江戸幕府を開いたのは誰か。

Ａ　足利義満 Ｂ　徳川家康 Ｃ　豊臣秀吉 Ｄ　聖徳太子

５８．明治維新は何年より行われた諸政治改革か。

Ａ　１７６６年 Ｂ　１７６８年 Ｃ　１８６６年 Ｄ　１８６８年

５９．菅原道真を祭神とする神社はどれか。

Ａ　平安神宮 Ｂ　伊勢神宮 Ｃ　明治神宮 Ｄ　天満宮

６０．琵琶湖はどこに位置するか。

Ａ　愛知県 Ｂ　京都府 Ｃ　滋賀県 Ｄ　静岡県

六、 読解問題

問題一、 次の各文の内容と最も一致しているものをそれぞれA、B、C、Dの中から一つ

選んで、 解答用紙のその番号に印をつけなさい。 (１点×１０＝１０点)

６１．　鼻は口の上に建てられた門衛小屋のようなものである。 生命の親の大事な消化器

の中へ侵入しようとするものをいちいち戸口で点検し、 そうして少しでも胡散臭い

ものは、 即座に嗅ぎつけて拒絶するのである。 人間の文化が進むにしたがって、 この

門衛の肝心な役目はどうかすると忘れられ勝ちで、 ただ小屋の建築の見てくれの美

観だけが問題になるようであるが、 それでもまだこの門衛の失職する心配は当分な

さそうである。 感官を無視する科学者も、 時には匂いで物質を識別する。

Ａ　匂いでものを識別するという鼻の役割は、 これからもなくならないだろう。

Ｂ　鼻の役割は、 体の中に悪いものを入れないようにするということである。

Ｃ　現代人は、 鼻の本来の役割より、 形の美しさばかりを気にしている。

Ｄ　科学者たちと同じように、 我々も鼻の役割を大切にするべきである。

６２．　現代人は大衆の中の一人ではなく、 名前がある個人として認められると、 自分の

存在が尊重されたと自尊心が満たされ、 私は大切にされていると、 喜びを感じる。

お客様を名前で呼びましょうと教育している店が多い。 筆者はレジでクレジット
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払いをしたときに、 ○○様、 いつもお買い上げありがとうございますといわれる

と、 その店の上得意になったようで、 ちょっと優越感を感じる。 接客をしてくれた、

私は名前を知らない応対者から自分の名前を呼ばれると、 急に親近感がわき、 相手

にやさしい気持ちを持つようになる。

Ａ　店員に名前で呼ばれると、 その人がやさしい人だと感じられる。

Ｂ　店員に名前で呼ばれると、 その人に対して友達のような親しさを感じる。

Ｃ　店員に名前で呼ばれると、 上の人間から注意や指導を受けているように感

じる。

Ｄ　店員に名前で呼ばれると、 大切な客として特別な扱いを受けている感じが

する。

６３．　量るだけといっても量りっぱなしにするのではない。 励みにするために朝晩の体重

をグラフにつけるのだ。 急激な変化がなくても少しずつ減っていくのが楽しみで減

量できるそうだ。 もし前日より増加した場合は食事会というように言い訳を書

く。 すると増えた原因がはっきりするので体重増加が納得できる。 量るだけダイエッ

トが成功するのは次第に減量していく様子が目に見えるからだ。 そしてケーキを食

べるより痩せたいという欲望が勝るようになる。 太っても理由がわかるのでストレ

スがないことも続く理由だろう。

Ａ　量るだけのダイエットの長所は、 短期間で減量できることである。

Ｂ　量るだけのダイエットの長所は、 何もしないで痩せられることである。

Ｃ　量るだけのダイエットの長所は、 簡単だしストレスがないことである。

Ｄ　量るだけのダイエットの長所は、 グラフをつけるだけでいいことである。

６４．　優れた短編小説の第一条件は、 書き出しのよさにあるのではないでしょうか。 こ

の羅生門の書き出しも、 忘れがたい魅力を放っている。 古めかしい用語が多くて

一見堅苦しいようだが、 声に出して読んでみるとすんなり耳に入ってくる。 決して

ややこしいことを表現しているわけではない。 一切の無駄を排し、 研ぎ澄まされた

最小限の言葉で、 鮮やかな情景を浮かび上がらせている。 文章はキラキラと装飾さ

れているから美しいのではなく、 むしろ飾りがないから美しいのだということを改

めて感じる。

Ａ　筆者は、 余計な装飾のない文章が魅力的だと言っている。

Ｂ　筆者は、 声に出して読みやすい文章が魅力的だと言っている。

Ｃ　筆者は、 風景が目に浮かぶような文章が魅力的だと言っている。

Ｄ　筆者は、 わかりやすく親しみやすい文章が魅力的だと言っている。

６５．　花屋に並んでいる美しい花は、 私たちの目を楽しませてくれるが、 道端に咲く雑

草はどうでしょう。 人の目を楽しませることができない無用なものなのでしょうか。

田んぼなどの土手に生えている雑草は、 見た目は地味でも力強く根を張って土をつ

かみ、 土手が崩れないようにしている。 観賞用にもならないと言って、 雑草を取り除

いてしまったら、 土手は崩れやすくなり、 田んぼの保水力も弱まってしまう。 植物が

有用かどうかは、 見た目からはわからないのではないでしょうか。

Ａ　雑草は景観のために、 取り除いてしまうのはよくない。
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Ｂ　雑草はなくてもよさそうに見えても、 重要な役割がある。

Ｃ　雑草はきれいな花と同様、 人の目を楽しませることができる。

Ｄ　雑草は田んぼの水を吸ってしまうので、 取り除いた方がいい。

６６．　進化とは、 生物が時間とともに変化していくことであって、 その変化は必ずし

も進歩であるとは限らない。 第一、 進歩という言葉には、 悪いものから良いも

のへという価値観が入っているが、 何が良くて何が悪いのだろう？下等動物·高
等動物という言い方は、 細菌のように、 体の体制が単純で神経系も簡単な作りをし

ているものを下等と言い、 サルのように、 体が複雑で神経系がよく発達している

ものを高等とする価値観に基づいている。 そして、 この考えではもちろん、 もっと

も高等で優れた存在が人間ということになる。

Ａ　生物が変化することは常に進化かつ進歩を意味する。

Ｂ　時間をかけた変化は進化であり、 進歩ではない。

Ｃ　進化したからといって、 進歩したとは言えない。

Ｄ　進歩するためには進化が必要だ。

６７．　日本では、２０１２年７月１日から飲食店での生レバーの販売が禁止された。 ある食中

毒事件を契機に、 生肉に対する規制が一気に強化されたのだ。 しかし、 危険すなわ

ち規制·禁止でいいのだろうか。 衛生管理の技術の向上に伴い、 現代の消費者は店で

提供されるものはすべて安全だと思い込み、 食べ物に関する知識が少なく、 食に対

して完全に受け身になりつつある。 安全面をメーカーや飲食店に委ねる消費者と、

リスクを恐れる行政が意識を改めない限り、 いつか生卵や刺身が食卓から消える日

が来るかもしれない。

Ａ　安易な規制·禁止より、 飲食店に衛生管理を徹底させることが重要だ。

Ｂ　食の安全を守るには、 消費者が食への意識を高めることも必要である。

Ｃ　食の安全を重視するのであれば、 他の生食への規制も視野に入れるべきだ。

Ｄ　販売禁止の決定は消費者の自由意志を奪うものであり、 疑問を感じざるを得

ない。

６８．　物体は激しく動けば、 それだけ摩擦が大きくなる。 人間だって、 激しく動くと熱を

持つのだ。 端から見れば、 輝いている人間のことが、 きっと羨ましく見えるのだろ

う。 だけど、 輝いている本人は熱くてたまらないのだ。 星だって、 何千光年という遠

くの地球から見れば、 美しく輝く存在だ。 いいなあ、 あの星みたいに輝きたい人
はそういうかもしれないけど、 その星はたまったもんじゃない。 何億度という熱で燃

えている。 しかも、 燃え尽きるまで、 そうやって輝いてなくちゃいけない。 これは真

面目に、 けっこう辛いことなのだ。 カッコつけているわけじゃない。 自分がそうなっ

てみて、 実感としてそう感じる。

Ａ　成功した人間は輝いて見えるが、 本人は辛く苦しい思いをし続けている。

Ｂ　輝いて見える星のように、 人もいずれは燃え尽きてしまう運命にある。

Ｃ　人は星のように輝いて初めて、 生きることへの情熱が実感できる。

Ｄ　人間も物体と同じで、 激しい運動をすれば摩擦で体が熱くなる。

６９．　快適なトイレがある一方、 世界の２４億人にまだ衛生的なトイレがない。 不衛生な
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トイレは病気の原因になる。 ユニセフによると年間２００万人の５歳未満の子供たちが

安全な水や衛生的なトイレがないために下痢性疾患で死亡しているそうだ。 学校に

トイレがないために女の子が恥ずかしくて学校に行けないという話もある。 衛生的

なトイレの普及を進めるために多機能トイレの価格に寄付金１００円ほどを加算して

売ったらよいのではないだろうか。 １００円払うことを躊躇する消費者はいないだろ

う。 それで多くの地域に衛生的なトイレができたら素晴らしいと思うのだが。

Ａ　世界のトイレ事情で一番問題になっているのは、 学校にトイレがないことである。

Ｂ　世界のトイレ事情で一番問題になっているのは、 衛生的なトイレがほとんどな

いことである。

Ｃ　世界のトイレ事情で一番問題になっているのは、 衛生的なトイレが不足してい

ることである。

Ｄ　世界のトイレ事情で一番問題になっているのは、 トイレが原因で２００万人死んで

いることである。

７０．　コーヒーは限られた発展途上国で生産されているのに、 消費されるのは欧米など

の先進諸国がほとんどである。 そのうえ、 価格はニューヨーク商品取引所の先物取

引で基本的に決定され、 小規模栽培が多い現地生産者は価格形成において無力に等

しいという。 こういう投機的で不公平な価格メカニズムが、 先進国消費者の無知と

無関心に支えられ、 発展途上国の社会生活を著しく歪めているというのが本書の基

本的な認識である。

Ａ　先進国と現地のフェアレートでコーヒーの価格が決まる。

Ｂ　消費量の最も多い地方のコーヒー価格が自動的に国際価格になる。

Ｃ　現地生産者と国際的な業者の取引でコーヒーの基本的な価格が決まる。

Ｄ　ニューヨーク商品取引所の先物取引でコーヒー価格が基本的に決定される。

問題二、 次の文章を読んで、 後の問いに答えなさい。 (１点×１０＝１０点)

　わたしは①自分のしていることを、 何がかしこいことであり、 何がおろかなことか、

それを今考えているが、 よく分からない。 恥ずかしいことであるが、 自分の能力に対し

て、 少し仕事を引き受けすぎているので、 いつもそれで苦労している。 これは実のとこ

ろ、 はっきり言っておろかなことで、 自分に満足できないものを書いてしまっては後悔

している。 ところが、 それほどはっきりとわかっていることでありながら、 ②仕事を引

き受ける最初の私の考えはいつも逆なのだ。

　それは少々自分にとって負担が大きすぎるように思われても、 むしろ進んでそんな仕

事を引き受け、 自分で苦しみ、 しかもその仕事を仕上げるのはこころよい。 こころよい

だけではなく、 精神は、 その③限界のうちだけで使っていると、 新しい動き方をしなく

なる。 これは体と同じことで、 なるべく楽をしようとする根性はよろしくない。 だから

わたしは、 自分から苦しい仕事を進んでしようと思ったことをかしこいことと思ったわ

けだ。 ④自分のうちにはりを持たせておくためには、 ゆとりを作らないほうがかえって

いい。 そう思ったわけである。
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　ところが、 そこには限界がやはりあって、 できるはずのものが出来上がらず、 他人に

も次々と迷惑をかけ、 そういう具合のわるい思いの中で、 わたしはいよいよあせり、 気

持ちがこころよく仕事へむいてくれない。 結局これは、 もう繰り返し繰り返し経験して

いることなので、 よく分かっている、 おろかな話である。 ⑤その程度のことを他人にむ

かって言う段になると、 わたしはなかなか整然とした理屈を言う。 たとえば、 疲れてい

るときに無理に仕事なり勉強なりをしても、 ぜんぜん、 能率が上がらない。 まず十分に

休んで、 すがすがしい気分になってから始めるべきだ。 それがかしこいことだと言って

教える。 そんなことぐらい誰だって知っているはずなのに、 それを承知の上で、 無理な

頑張りを見せているから、 私は忠告をする気になる。 たぶん自分だって同じことをして

いるのだろうが、 ⑥それが分からなくなる。

　このかしこさとおろかさについて、 フランスのモラリスト(人間を鋭く観察する人)
の、 ラ·ロシュフコオは、 次のように言っている。

　他人に対してかしこくあることは、 自分自身に対してかしこくあるよりも易しい。 
人と人との関係は、 ぐあいのいい時にはじつに清らかで、 善意に満ちている。 だから、

一方が他人のしていることに対して、 それはばからしい、 そんなことをしないで、 もっ

とこうしたらよいだろうと親切にそのおろかさを指摘すると、 一方はそれをいやなこと

だと思いながらも、 感謝さえする気になる。 けれども少し具合が悪くなると、 そうはゆ

かない。 余計なお世話をやかないでくれ、 それよりも君自身はどうなのだ。 自分のこと

をたなにあげて……。 ⑦自分のことをたなにあげてということばが、 わたしには今、 特

別にこたえる。 ふだんでも自信など持っていると自分で思うことはめったにないのであ

るが、 それが時々、 一層だめになってくる。 おまえ自身はどうなのだ、 おまえの言うこ

とを自分でできると思うのか……そう言われているようである。 無責任なことを言って

いるつもりはない。 けれども、 ⑧そうなるとすべて自分で言ったり書いたりしているこ

とが、 何かいつわりのことに思われてやりきれない。

７１．①自分のしていることはどんなことを指しているのか。

Ａ　何がかしこいか、 何がおろかか、 それを今考えていること

Ｂ　自分の能力が足りないことに対して恥ずかしく感じていること

Ｃ　自分に満足できないものを書いてしまっては後悔していること

Ｄ　自分の能力以上に仕事を引き受けすぎていつも苦労していること

７２．②仕事を引き受ける最初の私の考えはいつも逆なのだとあるが、 筆者の最初の考え

はどんなものか。

Ａ　仕事を引き受けすぎるとちょっときつく感じるが、 頑張ればうまくできると

思う。

Ｂ　仕事を引き受けすぎて苦労している自分にはとても満足できるに違いない。

Ｃ　仕事を引き受けるに際して自分の能力などを考慮して決定すべきだ。

Ｄ　仕事を引き受けて努力すれば満足できそうな結果が得られる。

７３．③限界のうちだけで使っていると、 新しい動き方をしなくなるは、 次のどの諺の意

味にあたるか。
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