
＜数学解説＞
〔1〕（小問群－文字式の計算，因数分解，標本調査，確率，相似，三平方の定理）
問1 （－ ）

3

×□÷（－ ）＝2x7y4 － ×□×（－ ）＝2x7y4 ×□＝2x7y4

□＝2x7y4× ＝

問2 x2＋2xy－2x－2y＋1＝（x2－2x＋1）＋（2xy－2y）＝（x－1）2＋2y（x－1） x－1＝Aとおくと，

A2＋2Ay＝A（A＋2y） Aを元に戻すと，（x－1）{（x－1）＋2y}＝（x－1）（x＋2y－1）

〔別解〕 x2＋2xy－2x－2y＋1＝x2＋（2y－2）x－（2y－1） 積が－2y＋1となるのは，（－1）と

（2y－1）であり，（－1）＋（2y－1）＝2y－2だから，{x＋（－1）}{x＋（2y－1）}＝（x－1）（x＋2y－1）

問3 白玉a個，黒玉b個から白玉を取り出す確率が だから， ＝ よって，5a＝a＋b

4a＝b…①　　白玉をさらに10個入れて取り出すときの確率が だから， ＝

15a＋150＝7a＋7b＋70 8a－7b＝－80…②　　①を②に代入して，－20a＝－80 a＝4（個）

問4 △ABHと△CAHにおいて，∠AHB＝∠CHA＝90°，∠ABH＝90°－

∠BAH＝∠CAH 2組の角がそれぞれ等しいので，△ABH∽△CAH

よって，AB：CA＝BH：AH＝a：2a＝BH：（a－1） BH＝

また，AB：CA＝AH：CH a：2a＝（a－1）：CH CH＝2a－2

よって，BC＝ ＋2a－2＝ △ABCで三平方の定理を用いると，a2＋（2a）2＝（ ）
2

5a2＝ 5a2－50a＋25＝0 a2－10a＝－5 a2－10a＋25＝20 （a－5）2＝

20 a－5＝±2√‾5 a＝5±2√‾5 ところで，AH＝a－1＞0だから，a＞1 5－2√‾5 につ

いては，√‾4 ＜√‾5 ＜√‾9 だから，2＜√‾5 ＜3 －6＜－2√‾5 ＜－4 －1＜5－2√‾5 ＜1 よっ

て，a＜1となり不適当である。よって，a＝5＋2√‾5 

〔2〕（関数・グラフ－その他の関数，変化の割合，直線の式）
問1 P（t）のy座標が－ となるとき，3t－6＝－ 6t－12＝－3 6t＝9 t＝ 3
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解 答 と 解 説
《平成28年度の配点は解答用紙に掲載してあります。》

〔1〕問1 問2 （x－1）（x＋2y－1） 問3 a＝4 問4 a＝5＋2√‾5 

〔2〕問1 t＝ 問2 a＝ 問3 a＝3

〔3〕問1 y＝√‾3 x＋6 問2 S＝18 問3 a－b＝6√‾2 

〔4〕問1 ＝ 問2 S＝2a2 問3 V＝ a3√‾3
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＜数学解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》
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問2 y軸に平行な直線の式はx＝k（kは定数）と表される。よって，2a2－4a＝2（a＋1）2－4（a＋1）

2a2－4a＝2a2＋4a＋2－4a－4 －4a＝－2 a＝ ＝

問3 平行な直線の傾きは等しい。2点（0，－6），（30，9）を通る直線の傾きは， ＝

2点P（a－1），P（a）を通る直線の傾きは，yの増加量が，（3a－6）－{3（a－1）－6}＝3 xの増加
量が（2a2－4a）－{2（a－1）2－4（a－1）}＝2a2－4a－（2a2－4a＋2－4a＋4）＝4a－6 よって，直

線の傾きは， したがって， ＝ 4a－6＝6 a＝3

〔3〕（関数・グラフと図形－直線の方程式，円の性質，三平方の定理，三角形の面積，式の値）
問1 ∠PDO＝60°なので，△PDOは内角の大きさが30°，60°，90°の直角三角形である。よって，

DO：PO＝1：√‾3 したがって，直線褄の傾きは√‾3 点P（0，6）だから，直線褄の切片は6

よって，直線褄の式は，y＝√‾3 x＋6

問2 ∠APH＝∠OPI＝30° 点Aからy軸に垂線AHを引くと，

△PAHは内角の大きさが30°，60°，90°の直角三角形となる。

よって，AP：AH＝2：1 AH＝3 △OAPの底辺をOP，高

さをAHとすると，△OAP＝ ×6×3＝9 △OBPと△OAP

はそれぞれの三角形の底辺をBP，APとみたとき，BP＝APで

高さが共通だから面積が等しい。よって，S＝△OAP＋△OBP

＝18

問3 直径に対する円周角は90°なので，△OABの面積は ×OA

×OBで求めることができる。よって， ab＝18 ab＝36…①　　また，△OABで三平方の

定理を用いると，OA2＋OB2＝AB2 a2＋b2＝144…②　　ところで，（a－b）2＝a2－2ab＋b2だ

から，①，②を代入して，（a－b）2＝a2＋b2－2ab＝144－2×36＝72 a－b＞なので，a－b＝
√‾72＝6√‾2 

〔4〕（空間図形－三平方の定理，合同，表面積，体積）
問1 AB＝OC＝a，OA＝OB＝AC＝BC＝b，AM＝BM＝ a

△OABは二等辺三角形であり，点MはABの中点だから，OM⊥AB

△OAMで三平方の定理を用いると，OM2＝OA2－AM2 OM＝

√‾‾‾b2－
‾a2‾…①　　△OABと△CABは三辺の長さがそれぞれ等し

いので合同だから，OM＝CM △OMCは頂角が60°の二等辺三

角形なので正三角形である。よって，OM＝OC＝a…②　　①，②

から，√‾‾‾b2－
‾a2‾＝a 両辺をそれぞれ2乗して，b2－ a2＝a2 4b2＝5a2 両辺を4a2で

割ると， ＝

問2 △OAB，△CAB，△AOC，△OBCは3辺がそれぞれ等しいので合同である。OM＝OC＝aだか

ら，△OAB＝ ×a×a＝ a2 したがって，S＝ a2×4＝2a2

問3 四面体O－ABCは面OMCについて対称である。よって，点Oから面ABCに垂線OHを引くと，

点HはCM上にある。△OMCは正三角形なので，OHの長さは1辺の長さの となるから，OH＝
√‾3
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a また，△ABC＝△OBC＝ a2 よって，四面体O－ABCの体積Vは， × a2×

a＝ a3

＜英語解説＞
（長文読解問題・エッセイ：内容吟味，語句選択補充，指示語，語句解釈，語句整序，発音，英

文和訳）

（全訳） 私は，日本に来る前に ‘beverage’ という単語を発したことが一度もなかったと思う。
もちろんその語は知っている―が，私はかつてそれを使ったことがないと思う。しかし日本では，

英語を話す人々はその単語をよく使っているように思われた。最初，それは単にジャパニーズ・イ

ングリッシュに関する不自然なことの1つに過ぎないのだと思っていた―しかし私が［1］間違えてい

た―私のアメリカ人の友人がすぐに知らせてくれたのだが，それはアメリカ英語だったのだ。そ

の頃から私はこの単語についていくつか誤解をしていて，アそれらの誤解がひとまとまりになって

興味深い変遷をたどっている。

私がまず驚いたのは，今言ったように，実際に人々がその単語を使うということで，私は常にそ

の語［2］のことをあまりに形式張っていてもうほとんどイ使われていないと思っていたのだ。イギリ

スでは ‘beverage’ という単語は，メニューでさえもあまり使われることがない。その単語は何か
を売りたいときや，もっと多いのがおそらくおかしな話を書くときなど，何かを書くときに使われ

たり，もっと［3］一般的な ‘drink’という単語に比べてもっと形式張っていてわくわくさせる感じを
与えるために使われたりする。ひとたび ‘beverage’ という単語を使うのは冗談でも間違いでもな
いという考え［4］に慣れると，次にまた別の［5］驚きを与えられた― ‘beverage’ という単語には
‘drink’［6］よりももっと明確な意味があり，それが「アルコール分のない冷たい飲み物」という意
味であると言われたのだ。私は ‘beverage’ という単語が（冷たいものでも熱いものでも）「飲む」
という意味のラテン語の bibere という単語に由来することを知っていたので，これは何かの間違
いに違いないと思った。しかし，［7］そうではなかった。私が（再び）アメリカ人の友人たちに尋ね
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★ワンポイントアドバイス★

〔1〕の問2は，ともかく式の変形を考える。〔1〕の問4，〔3〕，〔4〕は，内角が30°，

60°，90°の直角三角形の辺の比を利用。〔2〕の問1は，y座標を使う。〔3〕の問3は，

まず（a－b）2を求める。

問1 〔1〕（e） 〔2〕（a） 〔3〕（c） 〔4〕（a） 〔5〕（b）

問2 ［1］（e） ［2］（b） ［3］（a） ［4］（d） ［5］（d） ［6］（d）

［7］（e） ［8］（a） ［9］（b） ［10］（a） ［11］（b） ［12］（e）

［13］（c） ［14］（a） ［15］（c）

問3 〔1〕（b） 〔2〕（d） 〔3〕（b） 〔4〕（c） 〔5〕（d） 〔6〕（e）

〔7〕（e） 〔8〕 英語を話す人々はその単語をよく使っているように思われた

Ⅰ

＜英語解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



ると，彼らは（再び）私が愚かな人間であるかのように私を見て，「それはもちろんアルコール分の

ない冷たい飲み物を表すために使われる単語だよ。［8］ところできみはどこの惑星で育ったの？」

と言った。さて，人は毎日何かを学ぶものだと思うが，私は少なくとも，イギリスで ‘beverage’
という単語を使ったとすれば，それはきっとどんな種類の飲み物をも意味するだろうと思っていた。

最近まで，そこで議論は終わっていた。この頃私は，テレビに出て話すアメリカ人が，イギリ

スに比べてはるかに形式張った感じのする単語を好んで選ぶことに気づいた。‘go back’［9］の代わ
りに ‘return’ と言ったり，‘look［10］for’ の代わりに ‘seek’ と言ったり，‘help’ の代わりに
‘facilitate’ などと言ったりするのだ。私は，合衆国に住むイギリス人におけるこのことの効果に
も気づいた－彼らは日常の話の中でより形式張った単語を選ぶようになり始めたのだ。とても興味

深いことだ。私は最近，イギリスの会話で使われる英語のコンピュータの1,000万語のデータバン

クを調べたが，‘beverage’ の例は1つも出てこなかった―［11］しかしアメリカ英語を調べると－た

くさんの例がヒットしたのだ。そして［12］驚くべきことに，オアメリカの例に出てきた例文の多く

が温かい飲み物，そしてアルコール飲料についてさえ言っているものだったのだ。あきらかに状況

が変わったのだ。‘beverage’ のような単語が会社名や広告で使われるのは当然のことだ―なんと
言ってもラテン語系の単語は，古英語に由来する ‘drink’ のような単語と比べると［13］格好よく聞
こえるから。しかし興味深いことに，アメリカ英語を使う人たちにより形式張った単語である

‘beverage’ を選ばせた流行は今もなお続いている。また，アメリカ英語を使う人たちはますます
ラテン語由来の単語，あるいは ‘go back’ と ‘return’ のように2語の表現と同じ意味で1語の単語

を選ぶ傾向にある。

単語がどのように使われているかについて考えれば，言語の変化はもちろん全く普通で自然なこ

とであるが，カ目の前でそれが起こるのを見ることはわくわくするものである。人々がなぜこうし

たラテン語由来の形式張った単語の方を好むのか，私にはわからないが，アメリカ英語とイギリス

英語［14］の間の違いが，単に ‘film’ と言うべきか ‘［15］movie’ と言うべきか，‘hi’ と言うべきか
‘hello’ と言うべきかということを覚えるよりもはるかにはっきりしないものであることを知るの
は興味深い。

問1 〔1〕 日本に来る前，筆者は ‘beverage’ という単語を言ったことがなかった。第1段落第1文

の内容と合う。（a）は「‘beverage’ という単語はイギリス英語だと思っていた」，（b）は「唇から

飲料を飲んだ」，（c）は「誰かが ‘beverage’ という単語を言うのを聞いた」，（d）は「誰かに飲料

を渡した」という意味。 〔2〕 筆者は最初，‘beverage’ という単語は日本でおかしな使い方を
されているのだと思った。第1段落第4文を参照。筆者自身は ‘beverage’ という単語を使ったこ
とがなかったが，日本でよく使われるのを聞いて，それがジャパニーズ・イングリッシュによる

おかしな使い方だと思っていた。（b）は「‘beverage’ という単語は日本で形式張った言い方とし
て使われている」，（c）は「多くの日本人は ‘beverage’ という単語を正しく使っている」，（d）は

「アメリカの人たちだけが ‘beverage’ という単語を使う」，（e）は「人々はジャパニーズ・イン

グリッシュを使うべきではない」という意味。 〔3〕 筆者は最初，‘beverage’ という単語が実
際に使われていたので驚いた。第2段落第1文を参照。筆者が驚いたのは，イギリス人である自分

が使わない ‘beverage’ という単語を，日本人やアメリカ人が実際に使っていることだった。
（a）は「イギリスの人々は ‘beverage’ という単語をあまり使わなかった」，（b）は「人々は

‘beverage’ という単語を冗談として使った」，（d）は「‘beverage’ という単語は会社名でさえも
使われなかった」，（e）は「‘beverage’という単語はとても形式張っていた」という意味。
〔4〕 筆者は最近，アメリカの人々はイギリスの人々よりもしばしば形式張った単語を使うこと

に気づいた。第3段落第2文の内容に合う。（b）は「イギリスの人々は2語から成る表現を決して使
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わない」，（c）は「合衆国の誰もが ‘return’ の代わりに ‘go back’ を使う」，（d）は「彼の友人の

ますます多くが合衆国に住み始めるようになった」，（e）は「‘beverage’ という単語はイギリスで
使われることはない」という意味。 〔5〕 本文によれば，ラテン語由来の単語は形式張って聞

こえ，アメリカ人にとてもよく使われている。第3段落最終文にあるように，本文では beverage
という語を例に挙げて，アメリカ人のラテン語由来の単語や表現を好んで使う傾向について述べ

ている。（a）は「多くの人々は ‘drink’ という単語は古英語に由来すると思っているが，実はラ
テン語由来である」，（c）は「今ではますます多くのイギリス人がアメリカ英語を使うようになっ

ている」，（d）は「今ではますます多くのイギリス人が自分の名前に ‘beverage’ という単語を使
うようになっている」，（e）は「‘beverage’ という単語はかつては『アルコール分のない冷たい
飲み物』という意味で，『温かい飲み物』とか『アルコール飲料』のことではなかった」という

意味。（e）は，筆者のアメリカ人の友人が ‘beverage’ という単語は「アルコール分のない冷た
い飲み物」だと説明し，その後，最近では「温かい飲み物」とか「アルコール飲料」の意味でも使

われていることが書かれているが，イギリス人である筆者の感覚では，イギリスでは ‘beverage’
と言えば飲み物全般を指すのに用いられると述べられている（第2段落最終文）。

問2 全訳参照。 ［1］ 空所の後で，‘beverage’ という単語についての認識が違っていたことが
書かれているので，「自分が間違えていた」という意味になるようにwrongを入れる。
［2］ think of ～ as … で「～のことを…と思う［考える］」という意味を表す。 ［3］ 筆者は

‘beverage’ という単語は一般的に使われる単語ではないと思っていた。それと対照的に，同じ
意味で使われる一般的な単語が ‘drink’ であると述べている。 ［4］ get used to ～ で「～に
慣れる」という意味を表す。 ［5］ ‘beverage’ という単語についての誤解が解けて，それに慣
れた後で，その単語のことでまた新たに驚くことがあったという流れ。 ［6］ 空所の直前に比

較級 more specific があるので than が入る。 ［7］ 前文の「何かの間違いに違いないと思っ

た」を受けて，「そう（＝間違い）ではなかった」と言っている。前文で be動詞を使っているので
同じ be動詞を使う。 ［8］ 空所の前後で話題が変わっていることに着目する。by the way で
「ところで」という意味を表す。［9］ アメリカ人が形式張った表現を好む例を挙げている箇所。

「‘go back’ と言う代わりに［言わないで］‘return’ と言う」という意味になるように instead of
～「～の代わりに」を入れる。 ［10］ ‘seek’ という単語と同じ意味の2語の表現が入る。seek
は「～を探す」という意味の語。 ［11］ ‘beverage’ の使用例について，空所を含む箇所の前
後で正反対の内容が書かれている。 ［12］ 筆者はアメリカ人の友人から ‘beverage’ という単
語が「アルコール分のない冷たい飲み物」だという説明を受けた後，今度はそれが「温かい飲み

物」とか「アルコール飲料」の意味でも使われていることを知り，「驚くべき」ことだと感じた。

［13］ 本文の内容から，ラテン語由来の語はどのような感じに聞こえるかを考える。foolish は
「愚かな」，natural は「自然な」，surprising は「驚くべき」，unusual は「普通でない」という
意味。 ［14］ difference between ～ and … で「～と…の間の違い」という意味を表す。
［15］ ‘film’と同じ意味の語が入る。この場合の filmは「映画」の意味で使われている。
問3 〔1〕 筆者の ‘beverage’ という単語についてのいくつかの誤解のために，その後興味深いこ
とが続いたことを述べているので，（b）「いくつかの誤解」が適切。（a）は「筆者のアメリカ人の

友人たち」，（c）は「普通でないこと」，（d）は「筆者の唇」，（e）は「最近」という意味。

〔2〕 直後に「イギリスでは ‘beverage’ という単語は，メニューでさえもあまり使われること
がない」とあることを参考に，‘beverage’ という単語について，直前の too formal「あまりに
形形式張っている」と矛盾しない意味を考える。（d）の「もはや使われていない」が適切。no
longer は「もはや～ない」という意味。（a）は「しばしば使われている」，（b）は「日常的に使われ
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ている」，（c）は「今日使われている」，（e）は「当時使われていた」という意味。

〔3〕 筆者はアメリカ人の友人に，‘beverage’という単語が「アルコール分のない冷たい飲み物」
という意味であると教えられたが，筆者はその単語が「（冷たいものでも熱いものでも）飲む」と

いう意味のラテン語が語源であることを知っていたので，「アルコール分のなくて冷たい」と限

定された意味であることを間違いだと思ったのである。したがって，（b）「‘Beverage’ という
単語は「アルコールが入っていない冷たい飲み物」という意味だ」が適切。（a）は「‘Beverage’
という単語はラテン語の bibere という単語に由来する」，（c）は「‘Beverage’ という単語は多
くの人々に使われている」，（d）は「‘Beverage’ という単語は普通おかしな話の中で使われる」，
（e）は「‘Beverage’ という単語は「熱い飲み物または冷たい飲み物」という意味である」とい
う意味。

〔4〕 下線部の直後に，筆者がイギリス人とアメリカ人それぞれの会話のデータを調べたことが

書かれているので，「興味深い」のは，‘beverage’ という単語の使用についてイギリス人とアメ
リカ人の違いに関することだと考えられる。この内容に合うのは，下線部の直前にある「合衆国

に住むイギリス人がより形式張った単語を選ぶようになり始めた」ことである。したがって，（c）

「筆者の合衆国にいるイギリス人の友人たちがより形式張った単語を使うようになった」が適切。

（a）は「会社は ‘beverage’という単語を全く使っていない」，（b）は「アメリカの人々は ‘beverage’
という単語を使うことが好きではなかった」，（d）は「人々は ‘beverage’ という単語の使い方に
ついて話すのをやめた」，（e）は「‘beverage’ という単語はインターネット上では決して使われ
なかった」という意味。

〔5〕 many of the examples ～ the American sample までが主語で，which ～ the
American sample が the examples を修飾している。were は talking の直前に入れて過去進
行形の文にする。

〔6〕（It is exciting）to see it happen right in front of（your eyes.）〈It is～ to＋動詞の原
形〉「…することは～だ」の構文。see itの itは直前にある language change「言語の変化」を
指す。〈see＋目的語＋動詞の原形〉で「～が…･するのを見る」という意味を表す。
〔7〕（a） spoke の下線部は [ou] の発音。他はすべて [4\] の発音。 （b） beverage の下線部
は [e] の発音。他はすべて [i\] の発音。 （c） doubt の下線部は [au] の発音で，b は発音され

ない。他はすべて [ou]の発音。 （d） Englandの下線部は [i]の発音。他はすべて [i\]の発音。
（e） 下線部の発音はすべて [6\R]の発音

〔8〕 全訳を参照。people が主語で，who spoke English が people を修飾している。〈seem
to ＋動詞の原形〉で「～のように思われる」という意味を表す。the word は直前の文の ‘bev-
erage’を指す。
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★ワンポイントアドバイス★

の問1は本文の話の流れの順に内容を問う問題。先に設問に目を通して問われて

いることをざっとつかみ，本文を読み進めながら問われていることがどこに書か

れているかを見つけ，順に解答していくと効率よく対応できる。

Ⅰ



＜国語解説＞
（論説文－内容吟味，文脈把握，脱語補充，漢字の書き取り）

問1 「この本」（『日本語の森を歩いて』）は，アントワーヌ・キュリオリの言語学の見方・考え方を

もとにして，日本語について考察するものである。「ですから，ここで」で始まる段落に「日本

語について考えていこうとしているわれわれの目標は」に着目し，筆者が何を目標としている，

つまり「この本の狙い」は何であるかを把握するとよい。

問2 「人間の言語というものは，人間が話し，語るという行為＝出来事を中心にして形成される」

という内容が空欄に入る。それは「簡単にいえば」で始まる段落の最後に，自分自身の存在を組

み込んで構築していくものと改めて説明されているものである。

問3 A 発話をしている主体が言語の中心であるという文脈から考える。 B 直前に「それ自体

としては実質的な関係規定がなく」とあるので，「せいぜい，しいていえば」という意味の語を

入れる。 C 「人間存在そのものが住みつき，場所を得ている」ことを強調する語を入れる。

D 「それを学ぼうとする外国人」のうち，「言語学者として……学んだもの」を取り出して強調

していることに着目する。

問4 「たとえば『わたし』という」で始まる段落の「『わたし』と発話している主体への関係づけ

そのもののうちにある」に着目し，「わたし」と「あなた」を対照して捉え，そこから「わたし」

の特徴をまとめる。

問5 「たとえば『わたし』という」で始まる段落に「『あなた』の関係づけが成立するためには，

発話している主体抜きでは可能ではない」とあることから考える。

問6 「つまり，それぞれ」で始まる段落に，人間の言語というものには，言語の要素があり，なん

らかの規則があることが述べられ，「それをわれわれが……というのではない」とまとめている。

問7 直後の段落において「助けて！」の具体例を挙げて，自分の発話する言表を反省的に対象化

することは困難であるとあり，これが傍線部と同内容である。

問8 外国人にとって「未知の規則に支配された」ものであることを具体的に述べる部分を「母語」

をキーワードにして探す。

問9 ① 「包含」は，中に含み持つこと。具体的な事物ではなく，抽象的なことがらに用いること

が多い。 ② 「刻」の音読みは「コク」，熟語は「刻印」「深刻」など。 ③ 「鍵」は，ここで

は物事の解決に役立つ重要な手がかりのこと。 ④ 「帰属」は，ある団体や組織などにつき従

うこと。 ⑤ 「盲点」は，人が案外気づかないところのこと。

一
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問1 日本語の正　　問2 関係の網　　問3 A ウ　　B エ　　C ア　　D イ

問4 （例）「わたし」を中心として言語が関係づけられているということ。（29字）

問5 ウ　　問6 自分の外にある道具　　問7 反省的に対象化する　　問8 自分の母語

による関係網の形成の枠のなかにうまくおさまらないものがあると感じる（から）（38字）

問9 ①　包含　　②　刻（み） ③　鍵　　④　帰属　　⑤　盲点

問1 ウ　　問2 擬　　問3 A ア　　B イ　　C ア　　問4 （1） ありわらのなりひ

ら　 （2） イ　　問5 a を　　b と　　問6 （例） ただの詞に比べて姿があるもの。

（15字） 問7 ①　しえん　　②　あらかじ（め） ③　いこん　　④　ぼんよう

⑤　ゆ（り）

二

一

＜国語解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



（論説文－内容吟味，脱語補充，漢字の読み，文学史）

問1 「当然ながら読者の意識が……運命に関わる」「読者がこの歌に……言い難い」などの部分か

ら，歌の表現（言い回し）よりも，事件のために自死しなければならなかった内匠頭の心中に思い

を寄せることを読み取る。

問2 花を人間に見立てるのは擬人法である。ここでは自分を花に見立てるので，その逆の擬花法

と表現している。

問3 A 「桜のイメージ」とあるので，歌に詠まれている「花」のことである。 B 「構成される

〈死〉についての観念」とあるので，歌の表面には直接詠まれていない，抽象的概念である。

C 「風・花・散る」などは，歌に詠まれている言葉，またはそれとほぼ同意表現である。

問4 （1）「業平」の読み方に注意する。平安時代前期の歌人で，六歌仙の一人。 （2）『伊勢物

語』は，在原業平を主人公とする歌物語とされる。他の作品の主人公は，アがかぐや姫，ウが平

貞文（定文），エが光源氏。

問5 aは「その内容を確実に理解しようとして」，bは「その言い回しの方」であることから考え

る。

問6 「歌と『ただの詞』とを区別するものは《姿》の有無である」をもとに簡潔にまとめるとよい。

問7 ① 「私怨」は，個人的なうらみのこと。 ② 「予」の音読みは「ヨ」，熟語は「予期」「予

断」など。 ③ 「遺恨」は，忘れられないうらみのこと。 ④ 「凡庸」は，平凡ですぐれた点

がないこと。 ⑤ 「揺」の音読みは「ヨウ」，熟語は「動揺」など。

二
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★ワンポイントアドバイス★

論説文は話題を把握することが重要である。文章全体をすばやく見て，繰りかえ

し使用される語句を拾い出し「何について」「どのように」述べているのかを読み

取る練習をしておこう。


