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語文類(二) 專業科目(一) 

問題一 
言うまでもなく、言語の主たる機能の一つは、情報を伝達することである。（ 1 ） 、話し
手・聞き手の情報保持状態は、言語コミュニケーション（  2  ）の在り方を規定する重要な条
件（  3  ）となる。とりわけ、聞き手の有する情報にどう配慮しつつコミュニケーションを図
るかということは、効率的なコミュニケーション成立のために、極めて重要な問題（  4  ）で
ある。平叙文・疑問文といった文型の問題は言うまでもなく、さまざまな文末形式の用法も、

そうした観点（  5  ）から見ていく必要があろう。 

1. （ 1 ）に入る言葉はどれですか。 
(A) しかし (B) 要するに (C) そこで (D) また 

2. 「コミュニケーション」（  2  ）とは、どういう意味ですか。 
(A) 意思疎通 (B) 報導 (C) 通信 (D) 意思表示 

3. 「重要な条件」（  3  ）とはどれですか。 
(A) 情報を伝達すること 
(B) 効率的なコミュニケーションをすること 
(C) 聞き手に丁寧に話すこと 
(D) 話し手・聞き手の情報保持状態 

4. 「効率的なコミュニケ―ション成立のために、極めて重要な問題」（  4  ）とはどれです
か。 
(A) 情報を正しく伝達すること 
(B) 聞き手の有する情報に配慮しつつコミュニケーションを図ること 
(C) 話し手の立場に立って話すこと 
(D) あらゆる情報を出来るだけたくさん伝えること 

5. 「そうした観点」（  5  ）とはどれですか。 
(A) 聞き手に丁寧に話すこと 
(B) 正しい情報を伝えること 
(C) 聞き手に一方的に話すこと 
(D) 聞き手の有する情報に配慮しつつコミュニケーションを図ること 

問題二 
近代文学史における時代区分の問題は、ふたつの側面を持つ。ひとつは日本文学史の一時代

としての「近代」の起点をどこ（  1  ）求めるかという問題であり、他のひとつは近代文学の
ダイナミックス（  2  ）に即して、史的展開の過程をどのように構造化するかという問題であ
る。前者については、西欧文明の直接の影響下に入った明治維新前後に、近代文学の始発をみ

る説が最も有力であり、また妥当でもある。日本文学における近代と反近代の連続した流れの 
（  3  ）として、西欧文明のインパクト（  4  ）は不可欠の要件だった。 

6. 文中の（  1  ）に入る最も適当なものを選びなさい。 
(A) に (B) には (C) で (D) では 
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7. 「ダイナミックス」（  2  ）とは、どういう意味ですか。 
(A) 特色 (B) 原動力 (C) 本質 (D) 個性 

8. （  3  ）の中にあてはまる言葉はどれですか。 
(A) 構造 (B) 歴史 (C) 起点 (D) 過程 

9. 「インパクト」（  4  ）という言葉の使い方が間違っているものを選びなさい。 
(A) 米国がけん引を務める世界経済の土台を崩しかねないインパクトを持つ。 
(B) 次期総裁は世間にインパクトがある人材がいい。 
(C) 与野党のミニ分裂と保守新党結成は、小泉政権を取り巻く政治構図を直ちに変える 
   インパクトはない。 
(D)「われわれは非常に落胆している」とインパクトの色を隠せなかった。 

10. この文章の内容と合わないものはどれですか。 
(A) 日本の近代ないし近代文学の上限について、異なった見解もある。 
(B) 作者は、明治維新に近代文学の発端をおく説に従う。 
(C) 明治中期以後の、自我の確立と人間性の尊重をめざした文学を近代文学という。 
(D) 日本の近代文学は西洋文化の影響を受けて発展したものである。  

問題三 
現在、世論（  1  ）は地球環境問題に関心を持っているが、公害問題は世界的に未解決のま
まである。公害問題は直接一般市民をおそう病気の原因として始まったが、その後、地球温暖

化の問題にまで発展してきている。環境保護政策が充分に行われていない発展途上国にその

（  2  ）被害が及んでいるのである。豊かな国家は自国の環境を保護するために、貧しい国々
に汚染物質を売りつけている。（  3  ） 、先進国では公害が少しずつ解消する傾向があっても、

発展途上国では現在（  4  ）が発生してきているのである。 

11. 世論（  1  ）の意味はどれですか。 
(A) 個人的な考え (B) 世間の人の考え (C) 批判的な考え (D) 世間の評価 

12. 「その」（  2  ）は何を指していますか。 
(A) 国家 (B) 公害 (C) 病気 (D) 世論 

13. （  3  ）にあてはまる言葉はどれですか。 
(A) 従って (B) しかし (C) また (D) そして 

14. （  4  ）にあてはまる言葉はどれですか。 
(A) 環境保護 (B) 地球温暖化 (C) 汚染物質 (D) 公害 

15. この文章の内容と合わないものはどれですか。 
(A) 公害問題は直接一般市民をおそう病気の原因である。 
(B) 先進国では公害が解消しつつあるが、発展途上国では公害が発生してきている。 
(C) 公害問題は地球温暖化の問題である。 
(D) 世論は地球環境問題に関心を持っている。  
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問題四 
自分の書いたWeb文書を、世界中の人に読んでもらいたいと誰しもが思う。もしその文書が
英語で書かれていたらそれ（  1  ）は可能である。（  2  ）文書が日本語で書かれていたら、
海外のパソコンのWebブラウザではその（  3  ）文書は文字化けして読めない。海外の訪問
先で借用したインターネット端末では、日本語である自分自身が書いたものでも読めない。

（  4  ）、日本のインターネット端末では、たとえば中国語のWeb文書は文字化けして読めな
い。中国語に限らず英語以外の言語の文書は同様の事情にある。通常、ある国のWebブラウザ
はその国の文字と英語文字の文書が読めるようにしてあるが、 他国の文字には対応しておらず、
文字化けが起こる（  5  ）。Webブラウザが他国の文字フォントをもっていないからである。 

16. 「それ」（  1  ）とは、何を指しますか。 
(A) 文字化けすること  (B) 世界中の人に読んでもらうこと 
(C) 日本語で書くこと  (D) 英語で書くこと 

17. （  2  ）に入る言葉はどれですか。 
(A) そして (B) つまり (C) けれども (D) また 

18. 「その」（  3  ）とは、何を指しますか。 
(A) 日本語の文書  (B) 英語の文書  
(C) 中国語の文書  (D) 自分の書いた文書 

19. （  4  ）に入る言葉をどれですか。 
(A) ただし (B) 逆に  (C) つまり (D) 同様に 

20. 「文字化けが起こる（  5  ）」のはなぜですか。 
(A) 正しい日本語で書かれていないから。 
(B) 英語で書いていないから。 
(C) その国が日本語の文字フォントだけをもっていないから。 
(D) 多くの国のWebブラウザは、英語と自国の文字以外には対応していないから。 

 

問題五 
日本の政治は、小泉政権の構造改革が十分に進まないまま 2年を迎える。新しい年の初めか
ら、田中外相更迭（  1  ）問題に端を発し、政局は大混乱に陥った。鈴木宗男スキャンダル
（  2  ）や辻元清美辞職騒動などが相次いだ。（  3  ）、加藤紘一・辻元清美・田中真紀子な
ど議員辞職者は 4人を超え、鈴木宗男逮捕と（  4  ）スキャンダル国会となった。 

21. 「更迭」（  1  ）とは、どういう意味ですか。 
(A) 辞めること  (B) 地位や職務をかえること 
(C) 地位に就くこと  (D) 自分で仕事をかわること 

22. ｢スキャンダル｣（  2  ）と意味の似た言葉を選びなさい。 
(A) 腐敗 (B) 不祥事 (C) 失脚 (D) 堕落 
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23. （  3  ）にあてはまる言葉はどれですか。 
(A) たとえば (B) しかしながら (C) けれども (D) 結局のところ  

24. （  4  ）にはどんな言葉があてはまりますか。 
(A) なる (B) して (C) する (D) いう 

25. この文章は、何のことを中心に書いていますか。 
(A) 田中外相の更迭  (B) 小泉政権の構造改革  
(C) 政党の動向  (D) 閣僚の失態 

問題六  
年より若く見える人（ 1 ）は、実際に、その肉体も若いのか。体力はあるのか。 
ちょっと気になる疑問だが（ 2 ）、ほんとうに、この調査（ 3 ）をやった医者がいた。
北九州に住むその人（ 4 ）から、わたしは直接聞いたのだが、答えは、その通り（ 5 ）、
であった。 

26. 「年より若く見える人」（ 1 ）とあるが、この場合の「見える」と同じ使い方をしてい
るのはどれですか。 
(A) 教室の窓から桜の木が見える。 
(B) 実例は文献に幾例も見える。 
(C) 山田先生がまもなく見えるでしょう。 
(D) 彼は褒められても嬉しくないと見える。 

27. 「ちょっと気になる疑問だが」（ 2 ）とあるが、その疑問を持っている人は誰ですか。 
(A) 筆者  (B) 医者  
(C) 年より若く見える人 (D) 北九州に住む人 

28. 「この調査」（ 3 ）とは、どういう調査ですか。 
(A) 医者の肉体と体力についての調査 
(B) 肉体と体力の関係についての調査 
(C) 年齢と肉体の関係についての調査 
(D) 北九州に住む人の肉体や体力についての調査 

29. 「その人」（ 4 ）は、ここでは誰のことを指しているのですか。 
(A) 医者  (B) 筆者  
(C) 年より若く見える人 (D) 北九州に住む人 

30. 「その通り」（ 5 ）とあるが、それは誰が誰に対しての答えですか。 
(A) 筆者が医師に対しての答え 
(B) 医者が筆者に対しての答え 
(C) 筆者が年より若く見える人に対しての答え 
(D) 医者が年より若く見える人に対しての答え 
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問題七 
朝の陽射しが至る所に長い影を落とす初冬の町（ 1 ）、彼女は白い息を吐きながら歩いた。
やがて（ 2 ）一軒のアパートの前まで来ると、彼女は二階の一室を見上げた。朝日の当たら
ない窓にはカーテンが引かれ、ひっそりと静まり返っている。 
恋しい人は、まだ眠っているのだろうか。それとも昨夜は帰らなかったのか。何度電話をか

けても、彼は出なかった（ 3 ）。そして彼女は眠れない一夜を過ごした。いつでもいると
（ 4 ）、そう言ってほしい人なのに（ 5 ）、彼はいつも彼女を不安にし、そして平気な顔
をしている。 

31. （ 1 ）に入る最も適当な言葉はどれですか。 
(A) から (B) が (C) を (D) は 

32. 「やがて」（ 2 ）に最も意味が近いものはどれですか。 
(A) ようやく (B) とうとう (C) やっと (D) まもなく 

33. 「彼は出なかった（ 3 ）」とあるが、この場合の「出なかった」と同じ使い方をしてい
るのはどれですか。 
(A) 教室を出なかった (B) 授業に出なかった 
(C) 月が出なかった (D) 風呂から出なかった 

34. 「いつでもいると」（ 4 ）とあるが、それは誰が誰に言ってほしい言葉ですか。 
(A) 筆者が彼女に (B) 彼が彼女に (C) 彼女が彼に (D) 彼が筆者に 

35. 「そう言ってほしい人なのに」（ 5 ）とあるが、ここでの「人」とは、誰のことを指し
ているのですか。 
(A) 彼 (B) 彼女 (C) 筆者 (D) 読者 

問題八 
台湾が外国人労働者受け入れを法制化したのが一九九一年のこと。 所得向上で賃金が上昇し、
労働意欲が低下したため、台湾は（ 1 ）に陥り、労働集約型の産業は海外移転を加速した。
（ 2 ）台湾は 、産業の空洞化を避けるため外国人労働者の導入を認めざるを得なく（ 3 ）
なったのである。当初、業種は「３Ｋ」（  4  ）に限られていたが、そのうち（ 5 ）家庭で
のベビーシッターや介護などの需要が高まった。 

36. （ 1 ）に入る最も適当な言葉はどれですか。 
(A) 資金不足 (B) 人手不足 (C) 用地不足 (D) 仕事不足 

37. （ 2 ）に入る最も適当な言葉はどれですか。 
(A) そこで (B) さらに (C) それでも (D) ところで 

38. 「認めざるを得なく」（ 3 ）に最も意味が近いものはどれですか。 
(A) 認めたほうがいい (B) 認めなくてもいい 
(C) 認めてはならない (D) 認めなくてはならない 
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39. 文章中の「３Ｋ」（ 4 ）とは、どういう意味ですか。 
(A) 危険、嫌い、厳しい (B) 危険、汚い、きつい 
(C) 傷つく、汚い、厳しい (D) 傷つく、嫌い、きつい 

40. 文章中の「そのうち」（ 5 ）に最も意味が近いものはどれですか。 
(A) 近いうち (B) この間 (C) また今度 (D) これから 

問題九 
台湾には「（ 1 ）」という諺があるように、「大きな会社で平社員でいるより、小さい会社
でもいいから社長になりたい」と考えている人が多い。彼らにとって他人の会社に就職するの

は、将来の独立を念頭に置いた修行のため。社長の方も十分承知だから、社員教育に金をかけ

ず（ 2 ）、客を引き抜かれたりしないよう（ 3 ）、常に社員の動向に目を光らせている
（ 4 ）。 

41. 文章全体を読んで、（ 1 ）に入れるのに、最も適当な諺を選びなさい。 
(A) 虎穴に入らずんば、虎子を得ず (B) 竜頭蛇尾 
(C) 鶏口となるも、牛後となるなかれ (D) 備え有れば憂いなし 

42. 文章中の「社員教育に金をかけず」（ 2 ）とは、どういう意味ですか。 
(A) 社員教育にお金を使わなくてもいいこと 
(B) 社員教育にお金を使うこと 
(C) 社員教育にお金を使わなければならないこと 
(D) 社員教育にお金を使わないこと 

43. 文章中の「客を引き抜かれたりしないよう」（ 3 ）に最も意味の近いものはどれですか。 
(A) 客を取られたりしないよう (B) 客を騙されたりしないよう 
(C) 客を換えられたりしないよう (D) 客を断ったりしないよう 

44. 文章中の「常に社員の動向に目を光らせている」（ 4 ）に最も意味の近いものはどれで
すか。 
(A) 社長は常に社員の動向に興奮していること 
(B) 社長は常に社員の動向に目をきらきらさせていること 
(C) 社長は常に社員の動向を警戒していること 
(D) 社長は常に社員の動向を心配していること 

45. この文章の内容で、最も適当なものはどれですか。 
(A) 台湾では大きな会社に就職したいと考えている人が多い。 
(B) 台湾では小さな会社でもいいから、社長になりたいと考えている人が多い。 
(C) 台湾では小さな会社でもいいから、社員になりたいと考えている人が多い。 
(D) 台湾では普通の会社の社長になりたくないと考えている人が多い。 

 

【背面尚有試題】 
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問題十 
 読書術で言えば、少数のテキストを選んで精読する読み方も必要だが、「文字を追って読む」

読み方では、読書のスピードが落ちる。できるだけ速く、ページをめくりながら「このページ

には何が書いてあるか」だけを把握して次に進む。そうしているうちに（ 1 ）「目がそこに
釘づけになる」ところに至ったら、そこを詳しく読めばいい。速読の講習も、この原則を出な

い。 
 「目が釘づけ」になるためには、それまでに（ 2 ）なるたけ多く本を読み、興味と関心の 
範囲を広く取っておく必要がある。そうなれば、頭の中に情報の網の目ができ、それ（ 3 ） 
は加速度的に広がる。「読書が創造につながる」のは、この段階（ 4 ）からなのである。 

46. 文章中の「そうしているうちに」（ 1 ）とは、何を意味するか、最も適当なものを選び
なさい。 
(A)「目がそこに釘づけになる」ところに至ること 
(B) 少数のテキストを選んで精読すること 
(C)「文字を追って読む」読み方を練習すること 
(D) ページ内の大体の内容だけを把握して、速く次に進むこと 

47. 文章中の「それまでに」（ 2 ）とは、何を意味するか、最も適当なものを選びなさい。 
(A)「文字を追って読む」読み方ができるようになるまでに 
(B) テキストを選んで精読する読み方ができるようになるまでに 
(C)「目が釘づけになる」ところに至るまでに 
(D) 頭の中に情報の網の目ができるようになるまでに 

48. 文章中の「それは加速度的に広がる」の「それ」（ 3 ）とは、何を意味するか、最も 
合わないものはどれですか。 
(A)「目が釘付け」になること (B) 精読する読み方 
(C) 情報の網の目  (D) 興味と関心の範囲 

49. 文章中の「この段階」（ 4 ）とは、何を意味するか、最も適当なものを選びなさい。 
(A) 頭の中に情報の網の目ができる段階 
(B) 読書が創造につながる段階 
(C)「このページには何が書いてあるか」を把握する段階 
(D)「目が釘づけ」になる段階 

50. この文章の内容で、最も適当ではないものはどれですか。 
(A)「少数」のテキストを選んで精読する読書術が必要であること。 
(B) いかに書物に書かれてある重点を把握するかということ。 
(C) 読書スピードをあげるために、「文字を追って読む」読書術が必要であること。 
(D) いかに多くの本を読み、興味と関心の範囲を広く取っておくかということ。 

 

【以下空白】 


