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一個最適當的分案，然後在分案卡上同一題分請請位置方格內，用 2B 鉛
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問題一 
かつて留学中にその存在を教えられて以来､シソーラスは､英語を書くときの不可欠な道

具となっている｡ 
シソーラスは､「類語辞典」とか「分類語彙集」などと訳されているが､日本人には（  １  ）

馴染みのない存在である｡文章を書いていて､適切な言葉が思い浮かばないとき､これを用

いる｡たとえば､「著しく」という意味のために「very」という単語ばかり続くのを避けたい

とき､シソーラスを（ ２ ）と､類語が１ページ近くにわたって出てくる｡しかも英和､和

英､英英辞典では分からない微妙な意味の違いが正確に分類されているので､これまで間違

った用語法をしていたのを発見することがある｡英語で、もっともポピュラー（ ３ ）シ

ソーラスである『ロジェ』のペーパーバックばん（４）は､空港の売店で売っているほど普

及している｡ 

1. （１）に入る最も適当な言葉はどれですか｡ 
(A) ちかくに (B) せいかくに (C) あまり (D) やっと 

2. （２）に入る最も適当な言葉はどれですか｡ 
(A) 引く (B) 押す (C) 書く (D) 選ぶ 

3. （３）に入る最も適当な言葉はどれですか｡ 
(A) な (B) に (C) の (D) と 

4. （４）を漢字にしなさい｡ 
(A) 板 (B) 版 (C) 番 (D) 判 

5. シソーラスの説明で､最も適当なものはどれですか｡ 
(A) シソーラスは､日本人なら誰でも知っています 
(B) シソーラスは､単語が正確に分類されています 
(C) シソーラスは､英語を書くことです 
(D) シソーラスは､空港でしか買えません 

問題二 
私がヒマラヤへ民族（６）調査におもむいて集めたデータの場合では､もういちど追加デ

ータを集めに現地へおもむける見込みは（ ７ ）｡そこで泣い（８－１）笑っ（８－２）､

手もとに集まっただけのデータで研究を深めねばならない｡現状把握ラウンドを（ ９ ）

あとでは､いやでも本質追究へとすすんでいく｡しかし､研修会などで現状把握ラウンドの

とき十分探検していないと､次の本質追究ラウンドに踏み込んでも依然として前のラウン

ド続きのように､現状についての素材提供ばかりやる人びと（１０）がある｡ 

6. （６）の読み方とおなじものはどれですか｡ 
(A) 民間 (B) 民話 (C) 民俗 (D) 民主 

7. （７）に入る最も適当な言葉はどれですか｡ 
(A) あつい (B) うすい (C) かたい (D) やわらかい 
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8. （８－１）（８－２）に入る最も適当な言葉はどれですか｡ 
(A) たり (B) ても (C) たら (D) ては 

9. （９）に入る最も適当な言葉はどれですか｡ 
(A) さしあげた (B) やった (C) くれた (D) もらった 

10. 素材提供ばかりやる人びと（１０）とはどんな人ですか｡次の中から選びなさい｡ 
(A) ヒマラヤの人だけ                 (B) 本質だけを追究する人 
(C) 研修会だけ参加する人              (D) 現状を把握するだけの人 

問題三 
バブルが（ １１ ）不景気風が吹き､男たちが浮かぬ顔をしているのを尻目に､女性の

元気のよさがことのほか目立つようだ｡翻訳という仕事では､男女の能力の違いなどあるは

ずもないのだが､これまでは圧倒的に男の翻訳者の方が多かった｡それが､最近では女性の

進出がいちじるしい｡（ １２ ）私が教えている翻訳学校のクラスでは､定員十五人のう

ち､女性が十一人､男性は（ １３ ）四人である｡ 

11. （１１）に入る最も適当な言葉はどれですか｡ 
(A) ふくらんで (B) みつかって  (C) はじけて  (D) はじまって 

12. （１２）に入る最も適当な言葉はどれですか｡ 
(A) ちかづいて (B) ちなみに  (C) ちなんで      (D) ちかくに 

13. （１３）に入る最も適当な言葉はどれですか｡ 
(A) たった           (B) だけ           (C) しか          (D) たしかに 

14. この文章の内容で最も適当なものはどれですか｡ 
(A) 翻訳者は､女性の方が少なかったです 
(B) 翻訳では､女性の方が能力があります 
(C) 翻訳学校の定員は十一人です 
(D) 翻訳者では､最近男性の進出がいちじるしいです 

15. この文章の男女の説明で最も適当なものはどれですか｡ 
(A) 男性も女性も元気です 
(B) 男性は元気がありませんが､女性は元気です 
(C) 男性は元気ですが､女性は元気がありません 
(D) 男性も女性も元気がありません 

問題四 
僕は新宿駅の有料トイレまで緑を連れて行って小銭を（ １６ ）中に入れ､売店で夕刊

を買って､それを読みながら彼女が出てくるのを待った｡でも､緑は（ １７ ）出てこなか

った｡十五分たって僕が心配になってちょっと様子を見（ １８ ）行ってみようかと思う

頃にやっと彼女が外に出てきた｡顔色がいくぶん（ １９ ）っぽくなっていた｡ 
「ごめんね｡座ったままうとうと眠っちゃたの」と緑は言った｡ 
「気分はどう？」と僕はコートを着せて（ ２０ ）訊ねた｡ 
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16. （１６）に入る最も適当な言葉を入れなさい｡ 
(A) でて          (B) さしあげて (C) はらって     (D) もらって 

17. （１７）に入る最も適当な言葉を入れなさい｡ 
(A) なかなか  (B) やっと (C) いつも  (D) あまり 

18. （１８）に入る最も適当な言葉を入れなさい｡ 
(A) て           (B) た (C) ず           (D) に 

19. （１９）に入る最も適当な言葉はどれですか｡ 
(A) 白  (B) 黒 (C) 黄色  (D) 緑 

20. （２０）に入る最も適当な言葉どれですか｡ 
(A) もらいながら   (B) やりながら (C) くれながら  (D) しながら 

問題五 
言葉を行使する能力といった場合､その内容はいくつかに分けられる｡受容的能力として

の聴取・判読､能動的能力としての発話・書写の各能力である｡従来､人間以外の他の動物に

はこのうちのどの能力も備わっていないとされてきたのだが､それは､あくまでも人間が使

っている言葉を基軸としていたからである｡それでも､各種の動物実験などからは､人間的

言語についても書写以外の能力が動物にも認められることがわかっている｡犬や猫（２１）

を飼っている方（ ２２ ）ご存じのように､それらの動物が人間の言葉を､信号としてだ

が､聞き取ることができる｡また､よく訓練された盲導犬は人間の使用する文字＝記号を理

解することができる｡もちろん､これらのことは､与えられた条件に対し（ ２３ ）反応を

示すという結果から､そう理解しているものと類推されたにすぎないことは言うまでもな

い｡ 

21. 「犬」「猫」（２１）のどちらも当てはまらないものは､次のうちどれですか｡ 
(A)（ ）も木から落ちる  (B)（ ）も歩けば棒にあたる  
(C)（ ）かわいがり  (D)（ ）も三日飼えば恩を忘れず 

22. （２２）に入る最も適当な言葉はどれですか｡ 
(A) だけ  (B) のみ  (C) なら  (D) にも 

23. （２３）に入る最も適当な言葉はどれですか｡ 
(A) いがいの  (B) たしか  (C) あたえた  (D) いっていの 

24. 次の文章で､本文の内容とあっているものはどれですか｡ 
(A) 猫だけ文字が判読できます 
(B) 言葉の受容的能力は発話・書写の各能力です 
(C) 犬しか人間の言葉を聴取できません 
(D) 言葉の能力は大きく分けると２種類です 

25. 動物がもっていないと思われる言葉の能力はどれですか｡ 
(A) よむ能力  (B) かく能力  (C) はなす能力  (D) きく能力 
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問題六 
よろこぶことは人間の体にとてもいいことだ､とよく言われます｡よろこびというのは自

然治癒力を高める､細胞を活性化する､人間は前向きに生きていかなきゃいけない､という

ことがよく言われます｡だから､笑うということもとても大事だと言われているんです｡ 
（ ２６ ）､NHKで先日､放送していたルポルタージュを見ますと､アメリカの大学の実験

で､深く悲しむこともまた､よろこぶことと同じように人間の細胞を活性化させて自然治癒

力を高めるということがはっきりと確認されているんです｡ 
  悲しむことは体に悪いというふうに思いがちなんです（２７）が､そうではありません｡

人間はよろこぶことでいきいきすると（ ２８ ）に､深くほんとうに悲しむこともまた､そ

の人の命に､いきいきした活性化を促進し､治癒力を高めるということがあるのではないか

（２９）｡ 
そうしますと､ひとのために悲しむこともひとのためならず（３０）で､それはその人に

も返ってくることなんです｡ 

26. (２６)に入る最も適当な語は次のどれですか｡ 
(A) もちろん   (B) それに (C) ところが  (D) そのため 

27. (２７)に最も意味が近いものは次のどれですか｡ 
(A) 思う傾向があります (B) 思わざるを得ません  
(C) 思っても構いません (D) 思うことはないでしょう 

28. (２８)に入る最も適当な語は次のどれですか｡ 
(A) 同時        (B) 反対       (C) 一層         (D) 偶然 

29. (２９)に最も意味が近いものは次のどれですか｡ 
(A) ある可能性はないだろう   (B) あるではないか 
(C) あるのだろうか   (D) あるのではなかろうか 

30. (３０)の表現は､「情けは人のためならず」ということわざにも使われていますが､どんな意

味ですか｡ 
(A) 相手のために有益なものだ   (B) 相手のためだけに有益なのではない 
(C) 相手のために益がなく､有害だ   (D) 相手のために有益ならそれでいい 

問題七 

≪若者からインタビューを受けた体験についての随筆より≫ 

ところが彼は１００パーセント没頭（３１）しているのである｡今､この瞬間､目の前でし

ゃべっている私と同調している｡それがわかる｡わあ､若いって（ ３２ ）ことだなあと思っ

た｡ 
若者としゃべっていると､こういう経験（３３）をよくする｡ 

彼らは本当に没頭できるのである｡この瞬間に相手とシンクロできる（３４）｡そして影響

を受けてしまう｡否応（３５）もないほど｡ 
  そういう時､私は自分の中から逆に何かを引き出されているように感じる｡ 
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31. (３１)の読み方は次のどれですか｡ 
(A) もっとう     (B) もつどう         (C) ぼっとう    (D) ぼつどう 

32. (３２)に入る最も適当な語は次のどれですか｡ 
(A) ひどい     (B) 妙な              (C) 馬鹿な       (D) すごい 

33. こういう経験(３３)とはどういう経験ですか｡ 
(A) 話している相手が話に没頭して､すべてを忘れてしまうこと 
(B) 話している相手が自分に同調しているのを感じること 
(C) 話している相手の気持ちがよくわかること 
(D) 話している相手が自分を喜ばせるためにわざと同調していると､それがわかって 

しまうこと 

34. シンクロできる(３４)に最も意味が近いものは次のどれですか｡ 
(A) 影響し合える (B) 経験を分かち合える 
(C) 同調できる (D) 没頭できる 

35. (３５)の読み方は次のどれですか｡ 
(A) ぴいん      (B) いなこたえ (C) いなおう     (D) いやおう 

問題八 

ママはイスラエルにいったとき､向うの学生に､「国民総生産は（ ３６ ）日本の方が高い

水準に達しているけど､一人当りの国民所得はイスラエルの方がかなり多いよ」と少し得意

そうにいわれたときの､複雑な気持が忘れられません｡ 
住宅問題（37－１）､水の問題（37－２）､あの若くてちっぽけな国の方が国民一般の生

活に関しては､はるかに行き届いていました｡日本の社会は“アンバランス”が溢れていま

す｡驚異の先進性と目をつむりたくなるような（３８）後進性が同居しています｡その先進

性は常に国家の経済面であり､その後進性は常に国家を支えている平凡な市民の日常生活

面です｡ 
日本人はおとなしすぎるとママは思います｡もっと怒っていいはずです（３９）｡ただで

たらめに怒るのではありません｡怒るべきことに怒り､それを持っていくべきところへ正し

く持っていくのです｡論理的､組織的に｡ 

36.  (３６)に入る最も適当な語は次のどれですか｡ 
(A) たとえば  (B) もし  (C) もしかすると (D) たしかに 

37. (37－１)と(37－２)には同じ語が入りますが､ここに入れることができないものはどれです

か｡ 
(A) も          (B) にも    (C) でも           (D)にしても 

38. 目をつむりたくなるような(３８)とはどんな意味ですか｡ 
(A) 無視できないほど顕著な  
(B) 激しく驚いて何も見えなくなるような 
(C) 見たくないと感じるような  
(D) 自分の目が信じられないほど素晴らしい 
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39. なぜ筆者（ママ）は､日本人はもっと怒っていいはず（３９）だと思うのですか｡ 
(A) 日本は国民所得でイスラエルに負けてしまったから 
(B) 日本人は無口で感情を表わすのが苦手だから 
(C) 日本は他国に比べて国民総生産の水準がまだ十分に上がっていないから 
(D) 日本は､国家の経済が発展していても市民生活の質は十分ではないから 

40. 次のうち､文章の内容と明らかに合わないものはどれですか｡  
(A) 筆者（ママ）は､イスラエルの学生に言われた言葉の印象が忘れられない 
(B) 水に関する問題は､日本よりイスラエルの方が深刻である 
(C) 日本の社会には､先進性と後進性の両方が見られる 
(D) 筆者（ママ）は､市民の生活上の権利について関心を持っている 

問題九 
「互いに思っていることは全部オープンに（４１）伝えて､意見の相違があったら率直に

議論を戦わせて､合意に達すればいいので､その結果､合意に達しなければ仕方がないさ｡そ

れでも､オープンに言いあったほうが､腹にためるよりはずうっと（＊）いい」というのが

アメリカ人の意見（４２）｡しかし､この意見にはにわかに賛同しがたい（４３）人もいる｡ 
意見の違いがあったらオープンに話し合って､調整しあえると信じる人がいる一方で､オ

ープンに議論しあってはことがこじれるだけで､まとまるものも（ ４４ ）｡むしろ根回し

をじっくりして､裏で調整したほうが良いと考える人もいる｡ 
＊註：「ずうっと」は「ずっと」を強調した表記です｡ 

41. オープンに(４１)と最も意味が近い言葉をひらがなで表記するとどうなりますか｡ 
(A) いいあらそわないで  (B) おしつけないで 
(C) さししめさないで  (D) つつみかくさないで 

42. この文章での「アメリカ人の意見」(４２)として､最も適当なものは次のどれですか｡ 
(A) 最後に合意に達するなら､それまでの手段はどうでもいい 
(B) たとえ最後に合意に達しなくても､はっきり意見を表明した方がいい 
(C) 合意に達するためには､その前に必ず議論を戦わせる必要がある 
(D) 合意に達しないせいで不満をためる人がないように､徹底的な議論が必要だ 

43. 前後の文脈を考えると､にわかに賛同しがたい（４３）はどういう意味ですか｡ 
(A) 急には賛成できない  
(B) 突然､賛成することが難しくなってしまう 
(C) すぐに賛成したくなる  
(D) とっさに賛成しようとしてしまう 

44. (４４)に入る最も適当なものは次のどれですか｡ 
(A) まとまらない   (B) まとまりたい   
(C) まとめられる   (D) まとめさせる 

 

45. この文章の筆者の立場に最も近いものは次のどれですか｡ 
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(A) 筆者はアメリカ人の意見に全面的に賛成している 
(B) 筆者はアメリカ人の意見に強く反論している 
(C) 筆者はアメリカ人と日本人のコミュニケーションの違いを嘆いている 
(D) 筆者は自分自身の意見は直接表わさないで､中立的な立場で書いている 

問題十 
 世界経済の発展・成長を振り返ってみると､その特徴の一つは､生産や雇用において（４６）

（ ４７ ）部門よりサービス部門の比重が高まる（４８）という､いわゆる経済のサービス化が

長期にわたって進んできたことである｡経済のサービス化は先進地域で特に顕著で､先進各国

の経済を財とサービスの２部門に分けて検討してみると､サービス部門の比重は､生産と雇用

において 70～80％（ ４９ ）及ぶ｡ 

46. おいて(４６)と同じ用法の「おいて」が使われているのは次のどれですか｡ 
(A) 課長に連絡しておいても無断欠勤だと思われたらしいです 
(B) 皿はそのテーブルの中央においてほしいとのことです 
(C) この仕事を任せられるのは田中さんをおいて他にはないでしょう 
(D) 台湾において最も期待されるのは IT産業の発展です 

47. (４７)に入る最も適当な語は次のどれですか｡ 
(A) 経済      (B) 財           (C) 生産      (D) 雇用 

48. 高まる(４８)と同じ意味の言葉は次のどれですか｡ 
(A) 高める    (B) 高ぶる     (C) 高くなる  (D) 高くする  

49. (４９)に入る最も適当な語は次のどれですか｡ 
(A) から     (B) さえ        (C) にも       (D) へは 

50. この文章の主旨として､最も適当なものは次のどれですか｡ 
(A) 世界経済の中で､先進国を中心にサービスが占める比重が増えてきた 
(B) 先進国の経済の特徴は､サービス部門が充実していることである 
(C) 世界経済の中で､先進国の雇用は全生産部門の 70～80％に過ぎない 
(D) 先進国にとっては､物の生産よりもサービスの方が重要である 


