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１ 次の文章を読んで、後の１から９までの各問いに答えなさい。 

 

 人にものを贈ることほど厳しいａシレンはない。品定めの時間がたっぷりある場合で

も、ふと思いついてその気になった場合でも、相手の趣味や習慣はもとより、住環境ま

で考慮したうえでまちがいなく喜んでもらえる品を選ぶなんて、ほとんど無理な話であ

る。定番と呼ばれるものの範囲内で、ごく儀礼的に済ませてしまいがちになるのは、致

し方ないことなのだ。 
 以前、ある祝い事の当事者となったとき、総計三十鉢を超える高価な蘭

らん

を贈られ、深

い感謝の念とはべつに、世のならわしがいかに人の想像力を蝕
むしば

んでいるかというひと

つの事例を見た気がして、ずいぶん苦しんだことがある。兎
うさぎ

小屋に等しい西洋長屋住

まいの身であると常々お伝えしていたにもかかわらず、あまり馴染
な じ

みのない花々をこれ

だけ一度に贈られては、どこにどう飾り、どう世話したらいいのか（  Ｘ  ）ほかな

かった。贈り主は、贈られる側が多対一として対処せざるをえないことに、思い到
いた

らな

かったのだろう。 
 自分が贈る側になればまた、①選んでいるときの気持ちに一抹の卑

いや

しさが混じるよう

な気がしてきて、これも耐えがたい。紹介や推薦を頼まれると、あたりさわりのないも

のでごまかしたと思われないよう、つい見栄を張りたくなって、自分の趣味嗜
し

好
こう

のレベ

ルを超えた言葉を選んでしまう。そうなると、もう相手を度外視した、贈る側の自己満

足と虚栄心の問題になってくる。 
 相手が欲しがっているもの、必要としているものを正直に尋ねてそれを手に入れれば

いいのかというと、そういうわけでもない。アクセサリーでも家具でも②電化製品でも

洋服でも、色やｂ銘柄まで細かく指定してもらって探しに行けば、さほど苦労はいらな

いはずである。新しく所帯を持つ人たちにしばしばおこなわれるのもこの種の実用に徹

したリストアップ式の調達だが、私が参加した折には、結局のところ資金提供をしたに

すぎない気がして、どうもすっきりしなかった。 
 そもそも、なにが欲しいのかを尋ねることじたいｃ野暮なのであり、選ぶ能力の欠如

を自慢しているに等しい。好みを聞いたうえで贈ったものが不評であれば、なおさら落

ち込みも激しくなる。贈りものをする際に必要なのは、やはり、自分にではなく、他者

に向けられた想像力なのだ。財力や知識や趣味のよさなど関係ない、ひとりの人間とし

注意 

* 答えは、全て、解答用紙の決められた欄に書き入れなさい。 
* 与えられたいくつかの事項のうちから答えを選ぶ場合は、記号で書きなさい。 
* 漢字は楷書、仮名遣いは現代仮名遣いで書きなさい。 
* 英語は、活字体または筆記体で書きなさい。 
* 問題用紙は４枚、解答用紙は２枚あります。 

て生きるうえでの基本的な想像力。それが、贈った側と贈られた側の、美しい心の合一

という奇跡を生む。 
 正岡子規の『墨汁一滴』に、「人に物を贈るとて実用的の物を贈るは賄賂に似て心よ

からぬ事あり。実用以外の物を贈りたるこそ贈りたる者は気安くして贈られたる者は興

深けれ」という一節がある。そんな事例が本当にあるのか。子規の身近には、たしかに

あった。 
 
   今年の年玉とて鼠

そ

骨
こつ

のもたらせしは何々ぞ。三寸の地球儀、大黒のはがきさし、

夷
えび

子
す

の絵はがき、千人児童の図、③八幡太郎一代記の絵草紙など。いとめづらし。

此
これ

を取り彼
かれ

をひろげて暫
しばら

くは見くらべ読みこころみなどするに贈りし人の趣味は

自
おのずか

らこの取り合せの中にあらはれて興尽くる事を知らず。 
 
 この日の記述は、「年玉を並べて置くや枕もと」と締めくくられているが、子規の弟

子として、資料や住居の保存に尽力した寒
さむ

川
かわ

鼠
そ

骨
こつ

が病床の師に贈った心づくしのお年玉

が「実用以外の物」であることは正しいとして、贈るほうも「気安く」なるかどうかは

先に触れたとおり疑わしい。ただ通常の事例と異なり、このふたりのあいだには、  
ｄアツい信頼関係とこまやかな愛情のやりとりがあった。 
 印象深いのは、④地球儀だ。上記の一節は明治 34 年、つまり⑤1901 年 1 月 28 日付。

子規はすでに 16 日付で、この地球儀を「二十世紀の年玉なりとて鼠骨の贈りくれたる

なり」と記し、大切にしていた。⑥ガラス張りの窓の向こうにしか外界を持たない男に、

二十世紀がはじまった年の記念として⑦宇宙を凝縮した眼球を与えるとは、なんと壮大

な思いつきだろうか。粗
そ

忽
こつ

者
もの

どころか、これは相手の興味関心を射貫
い ぬ

いた贈る人のみご

となお手本であって、鼠骨にはまさしく無用の用を実用に変換する資質と、他者に向か

う心のベクトルがあったのである。言葉の真の意味でなにかを人に贈るためには、地球

規模の想像力が必要だということなのかもしれない。 
                      （堀

ほり

江
え

敏
とし

幸
ゆき

『坂を見あげて』による。） 
（注）兎小屋＝小さな家のたとえ  合一＝一つに合わせること  寒川鼠骨＝子規門下の俳人  

三寸＝約９ｃｍ  粗忽者＝そそっかしい人  ベクトル＝数学的用語で力の大きさと向きを

表すもの 
 
１ 波線部ａからｄまでのカタカナは漢字に直し、漢字はその読みを答えなさい。 
 
２ 本文中の（  Ｘ  ）に入る慣用表現として最も適当なものを次のアからエまでの

中から１つ選び、記号で答えなさい。 
  ア 虚を突かれる    イ うつつを抜かす    ウ 途方に暮れる 
  エ お茶を濁す  
 

３ 本文中の下線部①「選んでいるときの気持ちに一抹の卑しさが混じる」とはどういう

ことか、説明しなさい。 
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４ 本文中の下線部②に関連して、

図１は高度経済成長期に「三種の

神器」や「３Ｃ」と呼ばれた家庭

用電化製品や自動車の普及率のグ

ラフである。そのうち、白黒テレ

ビのグラフはどれか。アからカま

での中から１つ選び、記号で答え

なさい。  
 
 
 
 
 

５ 本文中の下線部③の「八幡太郎」とは、次の年表の中の源頼朝の祖先である。武士の

政権の登場以降をまとめた次の年表をみて、後の(1)から(7)までの各問いに答えなさい。 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

時

代 
おもなできごと 

鎌

倉 

源頼朝が鎌倉に幕府を開く 

(ⅰ)元が襲来した 

室

町 

足利尊氏が京都に幕府を開く 

(ⅱ)勘合貿易が始まる 

応仁の乱が起きた 

  Ａ 

江

戸 

徳川家康が江戸に幕府を開く 

(ⅲ)幕府は貿易を統制し 

ポルトガル船の来航を禁止した 

井伊直弼が日米修好通商条約を結んだ 

明

治 

西南戦争が起きた 

大日本帝国憲法が発布された 

  Ｂ 

日清戦争が起きた 

  Ｃ 

日露戦争が起きた 

  Ｄ 

大正 (ⅳ)第一次世界大戦が起きた 
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図１ 家庭用電化製品や自動車の普及率 

％ 

年 

(1) 年表の鎌倉・室町時代の社会について述べた文として最も適当なものを、次のアか

らエまでの中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア 都と地方を結ぶ街道が整備され、都から派遣された国司などが利用していた。 
イ 株仲間を奨励して税をとり、銅や海産物を輸出して貿易の拡大をはかった。 
ウ 新田開発が進み、備中ぐわなどの農具の改良も進み、農業生産力が高まった。 
エ 寺社の門前などで商品を交換する場である市が定期的に開かれるようになった。 

 
(2) 資料ａは、年表の波線部(ⅰ)の時の元軍と武士が戦う様子を描いた絵巻の一部であ

る。この絵巻の名称を答えなさい。 
 

(3) 資料ｂは、年表の波線部(ⅱ)の時に使われた勘合とよばれる合い札である。なぜ勘

合が必要だったのか、その理由を答えなさい。 

 

(4) 資料ｃは、年表の波線部(ⅲ)の結果、長崎の出島で行われた貿易を描いている。こ

の時代にヨーロッパで唯一貿易が許された国はどこか。国名を答えなさい。 

 

(5) 年表のＡの時期に起こった世界の出来事として、最も適当なものを、次のアからエ

までの中から１つ選び、記号で答えなさい。        
ア コロンブスが西インド諸島に到達した。 

イ フランス革命が起こり、自由と平等をかかげる人権宣言が発表された。 

ウ イギリスが清（中国）を攻撃し、アヘン戦争が起こった。 

エ 中国では唐が滅び、宋が成立した。   

 
(6) 年表のＢ・Ｃ・Ｄに入る出来事として適当なものを次のアからエまでの中からそれ

ぞれ１つずつ選び、記号で答えなさい。 

ア 男子普通選挙が実現した。       イ 日英同盟が締結された。 

ウ 第一回帝国議会が開かれた。      エ 関税自主権を回復した。  

 

(7) 年表の波線部(ⅳ)の戦争後、国際紛争を平和的に解決するために作られた組織は何

か、答えなさい。 
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６ 本文中の下線部④について、図２ は滋賀県を

中心とした、ある図法による世界地図である。こ

れに関連して、次の(1)と(2)の各問いに答えなさ

い。 
 

(1) この図法の名称を答えなさい。 
 

(2) この地図上で、Ｅが指している大陸の名称を

答えなさい。 
 
 
 

７ 本文中の下線部⑤に関連して、1901 年に、ある施設が福岡県で操業を開始し、日本の

近代化を支えた。その施設の名称を答えなさい。 

 
８ 本文中の下線部⑥「ガラス張りの窓の向こうにしか外界を持たない男」とあるが、こ

れは正岡子規のどのような状態について述べたものか。その説明として最も適切なもの

を、次のアからエまでの中から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア 正岡子規が弟子たちに対してよそよそしく距離をとる付き合い方をしていたとい

う状態。 
  イ 正岡子規が俳人として事物や世界に対する人並はずれた観察眼を持っていたとい

う状態。 
  ウ 正岡子規が地球儀を贈られる以前から宇宙に対して強いあこがれを抱いていたと

いう状態。 
  エ 正岡子規が病気のために外出することができず家に閉じこもりがちであったとい

う状態。 
 
９ 本文中の下線部⑦「宇宙を凝縮した眼球」とあるが、ここで筆者が「地球儀」を「眼

球」にたとえているのはどうしてか、説明しなさい。 
 

 
 
 
 
 
 
 

図２ Ｅ 
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次の英文を読んで、後の１から５までの各問いに答えなさい。 

Questions are the best way to think about things deeply and find better solutions.  
Children learn by asking questions.  Students learn by asking questions.  Good 
companies understand what people need by asking questions.  It is the simplest 
and the best way of learning.  However, some people stop asking questions.  They 
may believe that  ①【 have / everything / they / they / to know / already know 】.  
Or they may think that they will look weak if they ask questions.  However, if you 
are able to ask questions, it means you are strong and smart. 

Great leaders always ask questions because they know that they do not have all 
the answers.  When Greg Dyke became Director-General of the BBC, he visited a lot 
of different cities to see and talk with his staff there.  His staff thought that he was 
going to tell them what to do, but he didn’t.  He sat at a table with his staff and 
asked them a question, “What is one thing I should do to make things better for 
you?”  Then he listened.  After that, he asked another question, “What is one thing 
I should do to make things better for our viewers and listeners?”  He knew that he 
could learn more from his workers than they could from him.  The workers had 
many wonderful ideas and they were happy to share them.  They were also very 
happy because their new boss asked them questions and listened to their ideas.  
They began to respect him as their boss. 

All the great scientists asked questions, too.  Isaac Newton asked, “Why does an 
apple fall from a tree?” and “Why does the moon stay in the sky?”  Albert Einstein 
asked, “What will the universe look like if I travel through it as fast as light?”  By 
asking these kinds of questions, they were able to take the first step to reach their 
goals. 

Asking questions can give people the answers they need to move forward in life.  
If you have a dream, for example, you have to start looking at it practically.  A 
dream is called a “dream” because it is something better than the things you have 
now.  To reach or get something better, you have to ②(      ). 

Asking questions can also create happy feelings.  Most of us don’t try to 
understand what creates that feeling when we are happy.  However, when you start 
to ask yourself this deep question, you find that you create your own feelings.  
Then, you will start to feel happy more often. 

Start by asking simple but important questions about your life: 
― ③Why do we learn English? 
― Should I go to college or get a job after I finish high school? 

Then start asking yourself deep questions: 

２ 

― What is my goal?  Do I do something every day to reach it? 
― What is the most important thing to me in life? 

If you start to ask deep questions like these more often, it will get easier to 
understand yourself and make life better. 
   The great philosophers keep asking deep questions about important things 
during their whole lives.  For example, they ask questions about life, love, and 
truth.  Usually, you can’t find perfect answers to these kinds of questions.  
However, it is important to keep asking such deep questions.  Questions are more 
important than answers.  Everything starts with questions. 
 
（注）deeply: 深く  simplest: simple（簡単な）の最上級    leader: 指導者 
Greg Dyke: グレッグ・ダイク（人名）    Director-General: 会長 
the BBC: 英国放送協会    staff: 職員    viewers and listeners: 視聴者  
respect: 尊敬する     boss: 上司     Isaac Newton: アイザック・ニュートン（人名） 
Albert Einstein: アルベルト・アインシュタイン（人名） the universe: 宇宙 goal: 目標    
forward: 前へ practically: 現実的に college: 大学 deep: 深い  philosopher: 哲学者 

１ ①【 】内の語を意味が通るよう並べかえなさい。 

２ ②(    )に入れるべき語句として、最も適切なものを次のアからエまでの中から１つ

選び、記号で答えなさい。 
ア learn new ways to think and find new solutions 
イ know the importance of good communication 
ウ change your situation and start everything again 
エ have a dream and decide what to do in the future 

 
３ 次の問いに対する答えを表している１文として、最も適切なものを本文中より選び、

始めと終わりの語をそれぞれ２語ずつ答えなさい。 

Why did Greg Dyke ask his workers some questions? 

４ 下線部③の問いに対し、あなた自身の考えを、２０語以上の英語で書きなさい。ただ

し、「 . 」や「 , 」、「 ? 」や「 ! 」などの符号は語数に入らない。また、英文は２文

以上になってもかまわない。 

５ 本文の内容と合うものを、次のアからキまでの中から２つ選び、記号で答えなさい。 
ア Some people ask questions to show that they are strong and smart. 
イ If you ask a lot of questions, it means you are weak. 
ウ Greg Dyke asked his workers what they wanted him to do. 
エ Greg Dyke taught his workers what to do, so they were happy. 
オ People respect scientists because they asked important questions. 
カ You should remember that other people or things around you make you happy. 
キ Asking deep questions can make yourself happy. 


