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受験番号  

 
※この問題は本来出題した中からの抜粋です。問題番号が連動していませんがご了承ください。 

 
＜国 語＞ 
1．次の文章は、三枝昻之著「夏は来ぬ」(青磁社)の一節です。この文章を読んで設問に答えなさい。 

 

水洟や鼻の先だけ暮れ残る 

 

東大英文科在学中から小説を書き始めた（ ア ）は、大正四年の『①ラショウモン』、五年の『鼻』などで夏目漱石に認められ、活動

を（ イ ）化させた。芸術②シジョウ主義、新理智主義の小説家などと評されるが、（ Ⅰ ）小説よりもはるかに早く、少年期から俳

句に親しんでいた。 
 「わが③ハイカイ修業」によれば、Ａ尋常小学校四年のとき五七五と並べ始め、中学ではＢ正岡子規の俳論を読み、一高時代はのちの小

説家で級友の久米正雄と句作を競った。卒業後は④タカハマキョシのもとで「ホトトギス」に投句しているから、（ イ ）的な俳句活動

と言っていい。 
 掲出句は鼻から水洟

ばな

が垂れている場面である。季語は「 ａ 」で季節は「 ｂ 」。鼻水が出ているのだから「鼻の先」はわかるが、

それがなぜ「暮れ残る」なのか。風邪気味で気分が暗く、（ Ⅱ ）垂れ落ちそうな鼻先だけが見えてくる。表現だけからはそんな内容と

読めるが、この句には「Ｃ自嘲」とＤ詞書がある。（ Ⅲ ）風邪気味の句ではなく、主題は自分への（ ウ ）。 
 この句、大正九年または十年の作といわれる。小説家としてデビューし、（ Ⅳ ）⑤ブンダンを代表する作家となったが、この時期に

曲がり角を迎え⑥クノウしていた。そんなデータと詞書を掲出句に重ねると、「鼻の先だけ暮れ残る」からは、薄ぼんやりとして先行きの

見えない自画像への不安と（ ウ ）が滲み出る。 
（１）この文章はある作家が詠んだ掲出句について解説したものです。（ア）に入る掲出句の作者名を漢字で書きなさい。 

    
（２）文中①～⑥の下線部分のカタカナを漢字で書きなさい。  

    
（３）文中Ａ～Ｄの下線部の読みを書きなさい。 
 
（４）文中に二カ所ある（ イ ）には同じ言葉が入ります。下から選びなさい。 

  ①一般   ②普遍   ③消極   ④本格   ⑤実用 
 

（５）文中「 ａ 」「 ｂ 」に入る季語、季節を答えなさい。  
  

（６）文中（ Ⅰ ）～（ Ⅳ ）に入る言葉を次からそれぞれ選びなさい。同じ言葉が複数のカッコに入ることはありませ

ん。 
①今にも  ②たちまち  ③実は  ④つまり 

    
（７）文中に二カ所ある（ ウ ）には同じ言葉が入ります。下から選びなさい。 

① はげまし   ②にくしみ   ③よろこび   ④たのしみ  ⑤あわれみ 
  

（８）文中の「ホトトギス」では、山梨県旧境川村出身の俳人が「芋の露連山影を正しうす」などの句を発表しました。この

俳人の名前を漢字で書きなさい。 
 
２.次の漢字の読み仮名をひらがなで書きなさい。 

（１）奔走   （２）批准   （３）為替  （４）更迭   （５）扶養 
（６）中枢   （７）定款   （８）漸次  （９）和やか  （10）欺く 

 
３.次の文中の下船部分のカタカナを、各文章に応じて漢字で書きなさい。 

（１）カネヅカいが荒くて心配だ      （２）プライバシーをオカす 
（３）近ごろブッソウな話題が多い     （４）カンゲン楽団の演奏を楽しむ 
（５）リーグセイハを狙う         （６）通常とは異なるチカク変動を観測した 
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（７）社会ホショウ費の増加が続く     （８）今年で町村ガッペイから１０年目 
４.□内を漢字で埋めて四字熟語を完成させなさい。 

（１）夏□冬扇 
（２）出□進退 
（３）天地□明 
（４）勧善□悪  
（５）切磋琢□ 

 
８．部首に「忄」が入った漢字を６つ書きなさい。（６つ書けて得点とする） 

 
 
＜一般教養＞ 
９．次の文章は、国や山梨の政治について記したものです。文章を読んで次の問いに答えなさい。 

 憲法論議が盛んになっていますが、憲法は国会について、「（ Ａ ）の最高機関」と定めています。衆議院と参議院で構

成する国会のうち、衆議院の選挙は小選挙区比例代表並立制によって行われます。直近の２０１２年の衆議院選挙では

（ Ｂ ）人が選出され、このうち小選挙区から（ Ｃ ）人、比例代表から（ Ｄ ）人でした。近年は選挙のたびに、

「（ Ｅ ）」が問題となり、衆院小選挙区の「（ Ｅ ）」を是正するため、昨年６月に、山梨など５県の小選挙区の定数を減

らすなどして選挙区を見直す（ Ｆ ）改定を盛り込んだ法律が成立しました。これによって小選挙区の議員定数は（ Ｇ ）

人となりました。 

（１）文中の空欄Ａ～Ｇを埋めなさい。 

 

（２）選挙区の見直しで山梨県の小選挙区数はいくつになったか、答えなさい。 

 

（３）参議院の議員定数を次の①～④の中から選び、番号で答えなさい。 

①４８０   ②３００   ③２４２   ④２６２ 

 

（４）現在、参議院の副議長を山梨県選出の議員が務めている。名前を書きなさい。 

 

（５）歴代首相の中に、少年時代を山梨県で暮らした人物がいる。次の①～④の中から選び、番号で答えなさい。 

①中曽根康弘   ②石橋湛山    ③吉田茂   ④池田勇人 

 

１０．次の文章を読み、（    ）に当てはまる語句を書きなさい。 

（１）国連教育科学文化機関（ユネスコ）が２０１３年６月に開いた世界遺産委員会で、富士山を世界（   ）遺産に

登録することを決めた。                                                  

（２）日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられている公的年金は国民年金、（   ）、共済年金の３種類

がある。               

（３）三陸沖で発生したマグニチュ－ド９.０の東北地方太平洋沖地震により引き起こされた大災害。最大震度 7 の強い

揺れと国内観測史上最大の津波を伴い、東北・関東地方を中心とする広い範囲に甚大な被害をもたらした東日本大

震災が発生したのは（   ）年（   ）月（   ）日。                      

（４）日常のレベルをはるかに超えた事故、自然災害、暴力、あるいは戦争などに起因した過剰なストレスに対する精神

的・身体的反応の諸症状をさす疾病をＰＴＳＤ、心的外傷後（   ）障害と呼ぶ。                 

（５）２０１４年２月に山梨県を襲った豪雪は農家に大きな被害をもたらした。特に相次いだ（   ）の倒壊は、果樹

王国にとっては大きな痛手となった。 

                        

１１．今年４月から消費税率が引き上げられた。消費税に関連する以下の a～lの□を埋めなさい。 

（１）５％だった消費税率が４月から８％に引き上げられたが、a□□□□年１０月には b□％とするよう２段階の引き上

げが予定されている。 
（２）ただし予定通り引き上げるかは、経済情勢を見ながら判断することになっており、その際には実質 c□□□□□

（GDP）の成長率が重要な判断材料となる。 
（３）所得税などの直接税に対し、消費税は d□□□と言われ、所得などにかかわらず広く負担することになる。そのた
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め実質的な税負担が、低所得者の方が高所得者よりも重くなるという e□□性がある。そこで税率の再引き上げを

する場合には、生活必需品などに対する f□□□□の導入が焦点となる。 
（４）消費税率の引き上げは、g□□□□と税の h□□□□として決められ、引き上げ分は医療や年金、子育てなど g□□

□□の充実に使われることになっている。 
（５）消費税は i□□内閣の下で１９８９年４月に j□％で導入され、９７年に k□□内閣の下で５％に引き上げられた。

現在の８％に引き上げる法律は、２０１２年に l□□内閣の下で成立した。 
 
１４． 下の文章は芥川賞と直木賞に関するものです。空欄の氏名や作品名、施設名を漢字で埋めなさい。 

（１） 第 150回芥川賞と直木賞の選考会が今年 1月に開かれ、芥川賞は小山田浩子さんの 「(  Ａ  )」に、直木賞

は(  Ｂ  )まかてさんの「恋歌(れんか)」と、姫野カオルコさんの 「 (  Ｃ  ) の犬 」の２作に決まった。 

（２）日本文学振興会は今年 1 月、直木賞の選考委員を務めていた作家の渡辺淳一さんと、同じく選考委員で、現在 は

山梨県立 (   Ｄ  ) の館長を務めている作家の (   Ｅ  ) さんが、直木賞の選考委員を退任したと発表し

た。 

 
１５.各設問に対する正しい解答を選び、番号で答えなさい。 

（１）国土地理院の山岳標高の改定により、全国３位タイの３１９０メートルとなった山の名称は。 

①北岳   ②間ノ岳   ③八ヶ岳   ④農鳥岳   

 

（２）一般家庭や事務所から排出された家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有

効利用を推進するための家電リサイクル。同法に含まれない家電製品は。 

①エアコン   ②テレビ   ③冷蔵庫   ④電子レンジ   
 
（３）１９６６年に静岡県の一家４人が殺害、放火された「袴田事件」の第２次再審請求審で、静岡地裁は２０１４年３月２７日、

死刑が確定した元プロボクサー袴田巌（いわお）さんの再審開始を決定した。併せて刑の執行と拘置の停止（釈放）を決め

た。死刑囚が再審決定と同時に釈放されるのは。 

① 初めて   ②２例目   ③３例目   ④４例目   
 

（４）２０１２年１２月に中央自動車道の笹子トンネルの天井版が崩落し、多数の死傷者が出る事故が起きました。山梨県内を走

る中央自動車道を管理運営するのは。 

①国土交通省  ②日本道路公団  ③中日本高速道路  ④山梨県 
 
（５） ２０１４年２月２８日、種子島宇宙センターから新型の気象観測衛星を搭載して打ち上げられたロケットの名称は。 

①Ｈ２Ａ    ②Ｈ2Ｏ    ③Ｈ２Ｂ   ④Ｈ３Ｃ     

 

（６）日本人で初めて米国でプロ野球選手になったとされる山梨県出身者の名前は。 

①村上雅則  ②三神吾朗   ③堀内恒夫  ④矢頭高雄 
 
（７）サッカーJ1のヴァンフォーレ甲府の現在の監督は誰か。 

①大木武  ②城福浩   ③海野一幸  ④佐久間悟   
 
（８）２０１６年夏季五輪が開催される都市は。 

① ブエノスアイレス  ②マドリード  ③平昌  ④リオデジャネイロ 
 

（９）ソチ冬季五輪で日本選手団が獲得した金メダルの数は。 

①０個   ②１個   ③２個   ④３個   
 

（10）太宰治の小説「富嶽百景」の一文「富士には月見草がよく似合ふ」の碑が建っている山梨県内の峠の名前は。 
①御坂峠   ②大石峠   ③雁坂峠  ④三ツ峠 
 

（11）山梨県のドクターヘリを運航している病院は。 

http://www.asahi.com/topics/word/%E5%86%8D%E5%AF%A9%E8%AB%8B%E6%B1%82.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E5%9C%B0%E8%A3%81.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E8%A2%B4%E7%94%B0%E5%B7%8C.html
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①山梨大医学部付属病院  ②山梨県立中央病院  ③国立病院機構甲府病院  ④山梨赤十字病院 
 
（12）イスラム教の戒律に従って豚肉やアルコールを使わずに調理した食事の総称は。 

①マハール食   ②スリム食   ③ベジタブル食   ④ハラール食 
 

（13）山梨の宝飾業者が連携して製造販売している宝飾品のオリジナルブランド名は。 

① Ｋｏｏ－ｆｕ   ②Ｃｏｏ－ｆｕ   ③Ｋａｉ－ｆｕ   ④Ｃａｍｐ－ｕｓ 
 

（14）昨年、発売から６０年を迎え、年間１０００万本を売り上げる皮膚用〝万能薬〟とは。 

①オロナミンＣ   ②メンソレータム   ③オロナインＨ軟膏   ④ムヒＳ 
 

（15）JR東海が営業開始を目指すリニア中央新幹線で、東京・品川－名古屋間の所要時間はどれくらいとされているか。 

    ①６０分    ②９０分   ③４０分   ④２０分 
 
１６．Ａ君、Ｂ君、Ｃ君の３人がジャンケンを１回する時、次の確率を求めなさい。 

 （１）Ａ君１人だけが勝つ確率 

  （２）Ａ君が勝つ確率（他の人も一緒に勝つ場合も含む） 

 

 

１８．ある会社の本年度の従業員数は１３３５人で、昨年と比べ男性は３％増加し、女性は４％減少したため、総数では１０

人増えたことになるという。昨年度の男性、女性の従業員数をそれぞれ求めなさい。 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


