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問題一 
愛子さん、お元気ですか。  (1)  。高校を卒業して、大学に進学してから、ほとんど会

っていませんね。 
実は、再来週の日曜日、七月十日はわたしの誕生日なんです。みんなとひさしぶりに会

いたいので、誕生パーティーを開くことにしました。家族と一緒に住んでいるし、せまい
ので、近くのレストランを借りました。招待した人は、さなえさんやとも子さんなど、愛
子さんが知っている人ばかりです。 
会費を二千円  (2)  から、プレゼントなどのご心配はいりません。時間は六時からです。

場所は地図を入れておいたので、  (3)  ください。 
都合が  (4)  場合はお手数ですが、前の日までに私の携帯にお電話をお願いします。 
それでは、ぜひいらしてください。  (5)  。 

鈴木けいこ 

1.   (1)  に入る最も適当な言葉はどれですか。 
(A) ようこそ  (B) ごめんください 
(C) ごぶさたしています  (D) 失礼します 

2.   (2)  に入る最も適当な言葉はどれですか。 
(A) いただきます (B) くださいます (C) あげます (D) やります 

3.   (3)  に入る最も適当な言葉はどれですか。 
(A) なさって (B) 拝見して (C) おっしゃって (D) ご覧になって 

4.   (4)  に入る最も適当な言葉はどれですか。 
(A) 届かない (B) 悪い (C) 外れる (D) 不適な 

5.   (5)  に入る最も適当な言葉はどれですか。 
(A) お待ちしています (B) お待ちください 
(C) お待ちなさっています (D) お待たせしました 

6. この文章の内容とあっているのはどれですか。 
(A) パーティーにはプレゼントを持っていかなければなりません 
(B) パーティーはけい子さんの家でします 
(C) けい子さんがパーティーに招待した人は、まさえさんと、とも子さんだけです 
(D) パーティーを欠席する場合は、七月九日までにけい子さんに電話をしなければなり 
    ません 

問題二  
子どもたちの好きな食べ物の一位は「すし」で、意外に「ハンバーグ」や「カレーライ

ス」は人気がない。 

「くもん子ども研究所」（大阪市）が、近畿の小学四年生から高校三年生までの男女百十
三人を対象に「食スタイル」を (7) 調査     したところ、こんな結果が出た（複数回答）。 

一位の「すし」は４２％の子が「好き」と答え、以下「ステーキ」（３６％）、「ラーメン」
「さしみ」「ピザ」（各２４％）の順。好きな食べ物の代表格と思われていた「カレーライ
ス」は９％、「ハンバーグ」も４％と人気がなく、子どもたちの嗜好の変化がわかる。家族
そろっての外食なら、行きたい店は「日本料理・和食料理の店」が４７％でトップ。次い
で「フランス料理」（３５％）と続き、高級化が（8）うかがえる。「ファストフードの店」
や「ファミリーレストラン」は  (9)  も１３％と人気がない。 
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7. (7) 調査     の読み方は次のどれですか。 
(A) こうさ (B) ちゅうさ (C) ちょうさ (D) しらべる 

8. 高級化が（8）うかがえると同じ意味の「うかがう」は次のどれですか。 
(A) 有益なお話をうかがう (B) 先生のお宅にうかがう 
(C) ご意見をうかがう (D) 天下の大勢をうかがう 

9.   (9)  に入る最も適当な言葉はどれですか。 
(A) どちら (B) どの (C) なに (D) どんな 

10. 子どもに人気がないのはどれですか。 
(A) すし (B) ファストフード (C) 高級料理 (D) 日本料理 

11. この文章の内容と合わないものを、以下から最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) このような結果は予想通りでした  
(B) アンケート調査に「すし」がすきと答えた子どもが一番多かったです 
(C) 子どもたちが食べ物に対する好みは変わりました 
(D) ファミリーレストランより高級レストランのほうが子どもたちに喜ばれます 

問題三 
N 「アメリカでは、子供が悪いことをしたとき、お母さんでも子供をぶつことがあると
いうことを本で読んだんですが、本当ですか。」 

A 「アメリカのお母さんがみんなそうする （12） でしょうが、私も母におしりをぶ
たれたことがありますし、息子のおしりをぶつこともあります。日本ではしかるときに、
ぶたないのですか。」 

N 「ぶつ人もいないことはないでしょうが、少ないようですよ。最近ではお父さんでも
ぶつ人は少ないらしいです。うちの主人も娘をぶったことはありません。ぶたずにしか
るのが一番いいと考えているようです。」 

A  「子供のしつけは子供をもつ人 （13） 共通したむずかしい問題ですね。あなたが
子供のときは、どうでしたか。」 

N 「私も父にぶたれたことがあります。おしりじゃなくて、ほっぺたです。 （14） ほ
ど痛かったことを覚えていますよ。兄がしかれたときはもっとすごかったですよ。押入
れに入れられたり、夜家から出されて鍵を （15） しまったり、庭の柿の木にしばり
つけられたりしていました。兄は泣きながら謝りましたが、父はなかなか （16） と
はしませんでした。兄だけでなく、同時に母もひどくしかられました。」 

12.  （12） に入る最も適当なものは次のどれですか。 
(A) わけではない (B) わけあり (C) わけがわからない (D) わけがたたない 

13.  （13） に入る最も適当な語はどれですか。 
(A) は (B) から (C) に (D) と 

14.  （14） に入る最も適当な慣用句はどれですか。 
(A) 鼻であしらう (B) 目から火が出る (C) 口から涎が出る (D) 目から鱗が落ちる 

15.  （15） に入る最も適当なものはどれですか。 
(A) さされて (B) しまわれて (C) かけられて (D) にぎられて 

16.  （16） に入る最も適当な語はどれですか。 
(A) 許した (B) 許す (C) 許そう (D) 許せる 
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17. この文章の内容とあっているのはどれですか。  
(A) アメリカでは親は子供をぶたない  
(B) 子供の教育は難しい問題である 
(C) 日本では父親は子供をしかるかわりに、母親をしかる 
(D) 子供をぶってしかるのが一番いいと考えている 

問題四 
①最近、身辺の騒がしい政治家が多いようである。②日本では古来、不言実行が美徳と

されてきた。③文字通り、黙々と物事を成し遂げることをいう。④だが、最近は有言実行
という言葉があるようだ。⑤言ったことは必ず実行する。⑥そんな意味である。⑦周りに
公言し、成し遂げるために努力するのは、不言実行以上に自分にプレッシャーを与えるこ
とになるだろう。⑧実現への強い決意と不断の努力がなければできないことである。 
⑨だが、情けないことに、最近の日本の政治家には有言不実行な人が多いようである。

⑩選挙では「公共事業の見直しをいたします」「構造改革に取り組みます」「（20）けいき  
対策を実施いたします」そんな（21）うまいこと ばかり並べ立てながら、当選したとたん
選挙中の「有言」はどこかへ飛んでいってしまう。⑪それでは何のための公約だと言いた
くなる。⑫公約とは、有権者に対して「公に約束すること」である。⑬政治家は有言実行
をその（22）ポリシー としてほしいものだ。⑭有権者は公約を信じて投票するのだから。 

18. この文章の①～⑭の文の中から三文で流れよく要旨を説明するとしたら、次から一番適
当なものを一つ選びなさい。 
(A) ②⑨⑬ (B) ④⑤⑦ (C) ⑦⑨⑫ (D) ⑨⑬⑭  

19. この文章にふさわしいタイトルを(A)(B)(C)(D)の中から一番いいものを選びなさい。 
(A) 不言実行  (B) 有言実行  
(C) 政治家を信じよう (D) 有権者について 

20. ここにある（20）けいき  の漢字は次のどれですか。最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) 経企 (B) 刑期 (C) 契機 (D) 景気 

21. ここにある（21）うまいことの「うまい」と同じ意味となるのは次のどれですか。 
(A) 味がよい (B) 甘味 (C) 好都合 (D) ばかである 

22. （22）ポリシーとはどういう意味ですか。 
(A) 方針 (B) 気持ち (C) 準備 (D) 努力 

問題五 
日付で記憶される出来事がある。何年か後でも、その日どこにいて何をしていたかという話

になる。多くの人が３・２０で記憶する地下鉄サリン事件は、明日で発生から１０年になる。 
あの朝は、東京郊外の家をいつもより遅れて出た。前日に（23）出張   から帰り、荷解

きしたものを整理していたからだ。都心の駅で外に出たところでヘリコプターが舞うのを見、
新聞社に着いて事件を知った。 
いつも通りか、やや早めに出ていれば、どこかで事件に巻き込まれた可能性はある。テレビ

画面に映った横たわる人は、自分だったかもしれない。都心に通う人は、そんな思いを共にし
ただろう。 
翌春、元教祖の初公判があった。判決の時期について「今世紀中は無理ではないか」と

社内の会議で述べた。その遠さに周りが少しどよめいたようだった。その後、教団の本拠

地だった山梨県の上九一色村へ行き、サティアンと呼ばれた巨大な建屋の群れを見た。富

士山のふもとに、これだけ異様なものが立ち並んでいたのに、なぜ犯行を許してしまった

のかと（24）悔やまれた。 
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一昨年と昨年、元教祖の裁判を短時間だが傍聴した。黙して、時に口をもぐもぐしたり、

あくびをかみころしたりしている。検察の論告も裁判官の言い渡しも傍聴席の痛切な思い

も、はぐらかされているようだった。 
オウムは国の中に国を造ろうとたくらんだ。標的は日本という国家だった。市民は、 

いわばその身代わりにされた。無差別テロの再発防止だけではなく、被害者や遺族へ

の（25）手厚い 支えもまた、３・２０が問い続ける課題だ。 

23. （23）出張   の読み方はどれですか。 
(A) しゅちょう (B) しゅじょう (C) しゅっじょう (D) しゅっちょう 

24. （24）悔やまれたと同じ使い方の言葉は次のどれですか。 
(A) 駅へは５分で行かれる  
(B) 先生、本当にそう思われますか 
(C) 故郷が懐かしく思い出される  
(D) 叔母様からそのようにおっしゃられて、困ったでしょう 

25. （25）手厚い の意味は次のどれですか。 
(A) 温和な (B) 丁重な (C) 愛が深い (D) おおざっぱな 

26. この文章の内容と合うものを、以下から最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) 地下鉄サリン事件は発生してからもう１０年を迎える 
(B) 事件の判決は２０世紀のうちに下された 
(C) このような事件には普通の人が巻き込まれた可能性はまずない 
(D) ３・２０が問い続ける課題は無差別テロの再発防止のみだ 

問題六 
台湾独立阻止を目指す「反国家分裂法」が (27) になった今年の全国人民代表大会（全

人代＝国会）。開幕の５日、巨大な人民大会堂ホールを見下ろす３階の記者席には台湾から

１００人を超える報道陣が駆けつけ、活動報告を読み上げる温家宝首相に注目した。 
  その台湾メディアに緊急連絡が回ったのは４日午後。「２時間後に胡錦濤国家主席が台湾

問題で重大講話を発表する。取材を許可する」。 
全人代事務局 (28) 通達だった。 

  (29) 集められたのは中国と台湾の記者だけ。「台湾人民に希望を求め続ける方針は決し

て変えない」「台湾独立、分裂活動に決して妥協しない」など「四つの意見」を、台湾向け

に大々的に報道させる目的が明白だった。 
中国当局は取材合戦が激しく、センセーショナルに伝える傾向が強い(30) 台湾メディアの

特徴を知っている。台北から来た女性記者がつぶやいた。「(31) 私たちって結局、中国の統一

宣伝工作に全面(32) 協力しているのよね」 

27.  (27) に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 
(A) しょうてん (B) ちょうてん (C) うちょうてん (D) こういってん 

28.  (28)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 
(A) への (B) からの (C) との (D) にの 
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29.  なぜ「(29) 集められたのは中国と台湾の記者だけ」なのか。最も適当なものを一つ選
びなさい。 
(A) 中国と台湾以外は知る必要がないから 
(B) 中国と台湾には伝えにくいから 
(C) 中国と台湾にとくに伝えたいから 
(D) 中国と台湾にも伝えたいから 

30. (30) 台湾メディアの特徴というのは、この場合どういう意味か。最も適当なものを一
つ選びなさい。 
(A) 美しい特殊効果映像をつかって報道する傾向がある 
(B) 真実だけを冷静に報道する傾向がある 
(C) 現地取材をしっかり行って報道する傾向がある 
(D) 派手で印象的に報道する傾向がある 

31. (31) 私たちとあるが、次のどれか。最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) 全国人民代表大会の代表たち (B) 中国当局 
(C) 中国のメディア  (D) 台湾のメディア 

32. (32) 協力しているとあるが、この場合どういう意味か。最も適当なものを一つ選びな
さい。 
(A) 中国のメディアが台湾の宣伝工作に協力している 
(B) 中国当局が台湾の取材合戦に協力している 
(C) 台湾のメディアが中国の宣伝工作に協力している 
(D) 女性記者だけが統一工作に協力している 

問題七 
子どもたちは、色を自由に表現したり思いのままに絵を描くことによって、知らず知ら

ずストレスを解消している。私が開く「子どものアトリエ・アートランド」には、何か心
理的な問題を抱えた子どもたちばかりが通っているのかと思われがちです。 (33) 、中
には学校を休みがちの子どもや学習障害を抱えている子どもも見かけられます。しかし、
ほとんどは学校生活や日常生活を元気に送っている子どもたちです。(中略) 

絵などの創作活動は不安の解消やストレスの発散、  (34)  いい気晴らしになります。
そして、(35) そのことが実は知的活動を促す脳内環境をもたらすのです。気分を安定させ
ることで、集中力が高まり潜在能力を発揮できるからです。 
最近も(36) そのような効果を感じさせられるようなエピソードに出会いました。かつて

アトリエに通って来ていたある子どもの母親から興味深い後日談を聞く機会があったので
す。もともと、小学生のころから工作が得意な男の子だったのですが、その子が高校入試
の前日、突然、粘土細工を始めたというのです。母親は、一瞬、(37)この大切な時に何を
はじめたのだろうと訝（いぶか）ったそうですが、すぐにピンときたのです。粘土細工を
することで、その子が精神安定を図っているということに……。子ども時代、アトリエで
工作を楽しんでいたその子の潜在意識は、何かを手で作ることが、心を安定させ集中力を
高めることを知っていたのです。「入試はみごと成功でした」と母親はにっこり笑っていま
した。 

33.   (33)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 
(A) それゆえ (B) そもそも (C) ただし (D) たしかに 

34.   (34) に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 
(A) 逆に (B) つまり (C) けっして (D) でも 

35. (35) そのこととは、何ですか。最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) 学習障害 (B) 学校生活 (C) 創作活動 (D) 日常生活 
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36. (36) そのような効果というのは、この場合どういう意味か。最も適当なものを一つ選
びなさい。 
(A) ストレスが発散できると、潜在能力を発揮できる  
(B) 集中力を高めるために、知的活動をよくするといい 
(C) 絵を描くと、いい気晴らしになる  
(D) 色を自由に表現したりできると、ストレス解消になる 

37. (37) この大切な時 とあるが、次のどれか。最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) 明後日が入試の日 (B) 高校入試の日 
(C) アトリエをやめる日 (D) 明日が入学テストの日 

38. この文章の内容と合わないものを、以下から最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) 絵を描くことによって、知らず知らずのうちにストレスを解消できる 
(B) 手で何かを作ることによって、心を安定させ集中力を高められる 
(C) 創作活動は、知的活動を促す脳内環境をもたらすのだ 
(D) アトリエに通えば、かならず入試に合格できる 

問題八 
自分の将来に明るい(39) 希望   を抱いている日本の高校生は全体の２４％にとどまり、

米国と中国の３か国中、最低だったことが１５日、文部科学省所管の教育研究機関の調査

で(40) 分かった  。 

将来に備えてしっかり準備しようという(41)米・中に対し、日本は「今が楽しければ」

という享楽志向が強く、学校以外では勉強しないという割合も際だって高かった。(中略) 

将来への備えについて尋ねた (42) 、米・中とも「今からしっかり勉強しておくべき」

が多かったが、日本は「若い時は将来のことを思い悩むより、その時を大いに楽しむべき」

が半数を超えた。「今一番したい事」も米・中と比べて、「好きなように遊んで暮らす」、「何

もしないでのんびり過ごす」が目立ち、「日本の若者が『いかに生きるか』について、明確

な理念を持っていないことを示す結果」（同研究所）となった。 

39. (39) 希望   の読み方は、次のどれですか。 
(A) きたい (B) のぞむ (C) きほう (D) きぼう 

40.  (40) 分かったとは、何がわかったのですか。最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) 日本の高校生のほとんどは将来に明るい希望を抱いている 
(B) アメリカと中国の高校生は日本の高校生ほど将来に希望を抱いていない 
(C) ３か国中、最も将来に希望がないと考えているのは日本の学生である 
(D) アメリカと中国の高校生は自分の将来は明るいと思っている 

41.  (41) 米・中に対し、日本が表している内容と合うものを、以下から最も適当なものを一
つ選びなさい。 
(A) 米･中は享楽主義が多く、日本は学外で勉強しない人が多い 
(B) 日本は将来を考えない人が少なく、米･中は勉強する人が少ない 
(C) 日本は今が楽しければいいと考える学生が多く、米･中は将来が大切と考える学生 
    が多い 
(D) 学校以外で勉強している人は日本は多いが、米･中は少ない 
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語文類(二) 專業科目(一) 

42.  (42) に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 
(A) ので (B) ところ (C) のに (D) けれど 

43. この文章の内容と合うものを、以下から最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) 米・中の高校生の多くは享楽志向が強く学校以外では勉強しない 
(B) 日本の高校生全体の７６％は自分の将来が明るいと考えている  
(C) 米・中の高校生の多くは将来のために備えるべきだと考えている 
(D) 日本の若者は勉強に明確な理念を持っている 

問題九 

吾
わが

輩
はい

は猫である。名前はまだ無い。(中略) 

吾輩は人間と同居して彼等を観察  (44) 、彼等は我
わが

儘
まま

なものだと断言せざるを得ないよ

うになった。ことに吾輩が時々同衾する小供（＝子供）のごときに至っては言語道断であ

る。自分の勝手な時は  (45) 人  を逆さにしたり、頭へ袋を  (46)  、ほうり出したり、

へっついの中へ押し込んだりする。しかも吾輩の方で少しでも(47) 手出しをしようものな

ら家内総がかりで追い廻して迫害を加える。この間もちょっと畳で爪をといだら細君が非

常に怒ってそれから容易に座敷へ(48) 入れない。台所の板の間で他（ひと）がふるえてい

ても一向平気なものである。吾輩の尊敬する筋向こうの(49) 白君などは逢う度毎に人間ほ

ど不人情なものはないと言っておらるる。白君は先日玉のような子猫を四
よん

疋
ぴき

産まれたので

ある。ところがそこの家の書生が三日目にそいつを裏の池へ持って行って四疋ながら棄て

て来たそうだ。白君は涙を流してその一部始終を話した上、どうしても我等猫族が親子の

愛をまったくして美しい家族的生活をするには人間と戦ってこれをせん滅せねばならぬと

いわれた。 

44.   (44)  に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 
(A) したらしたで (B) してれば (C) すればするほど (D) しればするだけ 

45.  (45) 人 とは、誰を指すのか。最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) 小供（＝子供） (B) 細君 (C) 白君 (D) 吾輩 

46.  (46) に入る最も適当な語を一つ選びなさい。 
(A) はいたり (B) きせたり (C) かぶせたり (D) ぬいだり 

47. (47) 手出しとは、誰に手出しすることか。最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) 小供（＝子供） (B) 細君 (C) 白君 (D) 吾輩 

48. (48) 入れないの読み方は、次のどれですか。最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) いられない (B) いれられない (C) はいられない (D) いれない 

49. (49) 白君 とあるが、この場合何を指すのか。最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) 母猫 (B) 子猫 (C) 母親 (D) 小供（＝子供） 

50. この文章の内容と合うものを、以下から最も適当なものを一つ選びなさい。 
(A) 猫は人間といつも戦っている (B) 吾輩は小供（＝子供）が大好きである 
(C) 白君は吾輩が不人情だと言っている (D) 人間は吾輩を大事にしない 
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