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次の文 章を読 んであ との 設問に 答えな さい。

（ 殿村美 樹『ブ ームを つく る 人がみずから 動く仕組み』 より ）

Ｐ Ｒ業務 には 、メデ ィアと の連 動が欠 かせま せん 。ＰＲ はまず メディ アに向 けて 「プレ スリ リース 」とい う形 で情報
を発 信し、 その情 報をメ ディ アの手 でニュ ース として 人々に 伝え てもら うので す。つ まり 、メデ ィアが もつ テコの よう
に 利用す るのが ＰＲ による 情報 伝達の 手法で す。当 然、ま ず大 切にな るのは 「効 果的な プレ スリリ ースを 、どう やって
書く か？」 という ことで す。 特に、 タイト ルは 重要で す。基 本と して大 切なこ とは、 まず「 ５Ｗ １Ｈ」 を的 確に伝 える
こ とです 。これ はプ レスリ リー スにか ぎらず 、すべ ての文 字情 報の基 本とも 言え ること でし ょう。 文章を 書くと いう行
為は 、誰に とって も「す でに頭 の中 にある こと を文字 化する 」こ とです 。つま り、書 いてい る本 人にと って は、す でに
わ かって いるこ と。 これを 、そ の情報 をまだ 知らな い人に 向け て文字 化する 際に は、必 要な 事柄を つい書 き漏ら してし
まう ことが よくあ るので す。つ まり 「５Ｗ １Ｈ を正確 に伝え てい ない」 という 基本的 ミスは 、誰 もが犯 して しまう 危険
を もつも のです が、 そのミ スを 防ぐた めの心 構えが ありま す。 それは 「この 情報 を知っ ても らいた い！」 という 根本的
な目 的意識 を強く 持ち続 けるこ とで す。プ レス リリー スは、 メデ ィアに 向けて の提案 書です 。私 は「こ の情 報があ なた
の 書く記 事に役 立つ と思う 。読 者や視 聴者の ために なると 思う 」と、 いつも 強く 思いな がらプ レリ リース を作成 してい
ま す 。 そ し て 「 い ち ば ん 大 切 な 情 報 は 何 か 」 を つ ね に 念 頭 に 置 い て い ま す 。 ま た 、 プ レ ス リ リ ー ス とい う 特 定 の 目 的
を もつ文 章を書 く上 では、 ５Ｗ１ Ｈに 加えて 「ＹＴ Ｔ」と いう 要素も 重要と なり ます。 Ｙ昨日 、Ｔ 今日、 Ｔ明日 という
時間 軸に沿 って情 報の価 値を表 現す ること が求 められ ます。 つま り「情 報の物 語」を 簡潔に 伝え る必要 がある ので す。
間 違いな く人類 に利 便性を 提供す る新 商品の 発売と いう情 報を 発信す るのな ら、 その商 品の性 能と いう現 在的な 価値だ
けで なく、 それが 存在し なかっ た過 去はい かに不 便だ ったか 、さ らにそ の商品 が普及 した未 来が どれほ ど快適 にな るか
を 表現す るので す。 社会に とって の商 品価 値は、 このＹ ＴＴ を抜き にして は決 して決 められ ませ ん。
※ 作問の 都合上 、改 編・省 略した 箇所 があり ます 。
・ ＰＲ… 企業 体・官 公庁な どが 、それ らが 公共の 利益の ための 存在で ある ことを 広く大 衆に 知らせ る宣伝 。
・メ ディア …媒体 （仲 立ちを するも の ）・手 段。特 に、新 聞・ 雑誌・ テレビ ・ラジ オなど の媒 体。
・ プレス リリー ス… 報道機 関に向 けた 、情報 の提供 ・告 知・発 表のこ と。
・５ Ｗ１Ｈ …「い つ・ どこで ・だれ が・な にを・ なぜ ・どの よう に」と いう情 報伝 達のポ イント のこと 。
・ ＹＴＴ …Ｙ（ Yesterday
）、 Ｔ（ Today
）、 Ｔ（ Tomorrow
） 英語 の「昨 日、今 日、 明日」 の頭 文字。

問 》

語注

《 設

・ＰＲ

・ 情報の 物語

・メ ディア

・文 字情報 の基本

・ ５Ｗ１ Ｈ

・商品 価値

問一 この 文章は 、「プ レスリ リース の『 ５Ｗ１ Ｈ』と 『Ｙ ＴＴ 』」の全 文で す。こ の文 章を参 考に後 の語 群の語 句をす べ
て 用 い て 、 き み が 考 え る 「 プ レ ス リ リ ー ス に お け る 『 ５ Ｗ １ Ｈ 』 と 『 Ｙ Ｔ Ｔ 』 の 大 切 さ 」 を 、 百 字 程 度で 述 べ な さ
い 。（た だし 、指定 された 語句は どのよ うな 順序で 用いて もか まわな いも のとす る）
・ＹＴ Ｔ

２

次の文 章を読 んであ との 設問に 答えな さい。

こ こまで のお 話 】
【
アナ グマは かしこ くて、 いつ も森の みんな にた よりに さ
れ ていま す。困 って いる友 だち はだれ でも、 きっと 助け
てあ げるの です。 たいへ んな 物知り で、自 分の 年だと 死
ぬ のが、 そう遠 くな いこと も知 ってい ました 。丘で かけ
っこ をして 遊ぶモ グラと カエル の姿 を見て 、幸 せな気 分
で 夜、家 に帰っ てき ました 。月 におや すみを いって 、カ
ーテ ンをし めまし た。

さ よう なら
アナグマより

夕 ごはん をおえ て、 つくえ にむ かい、 手紙を 書き まし
た。 ゆりい すをだ んろの そばに 引き よせて 、静 かにゆ ら
し ている うちに 、ア ナグマ は、ぐ っす り、ね いって しま
いま した。 そして 、ふし ぎなで も、 すばら しい ゆめを 見
た のです 。
おど ろいた ことに 、ア ナグマ は走っ ている のです 。目
の 前には 、どこ まで もつづ く長い トン ネル。 足はし っか
りと して力 強く、 トンネ ルを行 けば 行くほ ど、だ んだ ん
は やくは しれま す。 とうと う、ふ っと 地めん から、 うき
あが ったよ うな気 がしま した。 まる で、か らだが 、な く
なっ てし まった よう なので す。ア ナグ マは、 すっか り、
自由 になっ たと感 じまし た。
つ ぎの日 の朝、 アナ グマの 友だち は、 みんな しんぱ い
して あつま りまし た。ア ナグマ が、 いつも のよう に、 お
はよ うを いいに きて くれな いから です 。キツ ネが悲 しい
知ら せをつ たえま した。 アナグ マが 死んで しまっ たの で
す。 そし て、ア ナグ マの手 紙を、 みん なに読 んでく れま
した。
①長いトンネルのむこうに行 くよ

雪 は地上 を、 すっか りおお いまし た。け れど も、心 の
中の 悲しみ を、 おおい かくし てはく れませ ん。 アナグ マ
は 、いつ でも、 そば にいて くれ たのに …③み んな は、今
どう してい いの か、と ほうに くれて いるの です 。アナ グ
マ は、悲 しまな いよ うにと いっ ていま したが 、そ れは、
とて もむず かし いこと でした 。春が きて、 外に 出られ る
よ うにな ると、 みん な、た がい に行き 来して は、 アナグ
マの 思い出 を、 語りあ いまし た。
モ グラは 、ハサ ミを つかう のがじ ょうず です。 いち ま
いの 紙から 、手を つな いだモ グラが 、切り ぬけ ます。 切
り ぬき方 は、ア ナグ マが教 えてく れた もので した 。はじ
め のうち 、なか なか、 紙のモ グラ はつな がら ず、ば らば
らにな ってし まい ました 。でも 、し まいに 、しっ かりと
手 をつな いだ、 モグラ のくさ りが 、切り ぬけた ので す。
その時 のうれ しさ は、今 でも、 わす れられ ない思 い出で
す。
カエ ルはス ケー トがと くいで す。 スケー トを、 はじめ
て アナグ マにな らった 時のこ とを 話しま した。 アナ グマ
は、カエルがひとりで、りっぱにすべれるようになるま
で 、ずっ とやさ しく、 そばに つい ていて くれた ので す。
キツ ネは、 子ど ものこ ろ、ア ナグ マに教 えても らうま
で 、ネク タイが むすべ なかっ たこ とを思 い出し まし た。
キ ツネは 今、ど んな むすび 方だっ てで きます し、自 分で
考 えだし たむす び方も あるん です 。そし ていつ も、 とて
も すて きにネ クタ イをむ すんで いま す。
み んな だれに も、な にかし ら、 アナグ マの思 い出 があ
り まし た。ア ナグ マは、 ひとり ひと りに、 別れた あとで
も、 たか らもの となる ような 、ち えやく ふうを 残し てく
れ たので す。み んな はそれ で、た がい に助け あうこ とも
できま した 。
さい ごの 雪がき えたこ ろ、 アナグ マがの こして くれ た
ものの ④ゆ たかさ で、 みんな の悲し みも、 きえて いき ま
し た。 アナグ マの話 が出 るたび に、 だれか がいつ も、楽
しい 思い 出を 、話すこ とがで きるよ うに 、なった のです 。
あ るあ たたか い春の 日に 、モグ ラは 、いつ かカエ ルと、
かけっ こを した丘 に、登 りま した。 モグラ は、ア ナグ マ
が 残し てくれ た、お くり ものの おれ いがい いたく なりま
した 。「あり がと う、ア ナグマ さん 。」⑤モ グラは 、なん
だ か、 そばで アナグ マが 、聞い ていて くれ るよう な気が
しま した 。
（『わすれ られ ないお くりも の』ス ーザン ・バ ーレイ 作）
※作 問の 都合上 、省略 ・改 編した 箇所が あり ます。

※ すべ ての問 の制 限字数 には句 読点・ 符号を 含む ものと する。

この 文章 から読 み取れ る「ア ナグマ 」の 性格を 三十 五字以 内で簡 潔に 書きな さい。

問 》

森の みん なは、 アナグ マを とても 愛し ていま したか ら、
悲しま ない ものは いませ んでし た。② なか でもモ グラ は、
やり きれ ないほ ど悲し くな りまし た。
ベッド の中 で、モ グラ はアナ グマの ことば かり考 えて
いま した 。なみ だは、 あと からあ とか らほお をつた い、
毛布を ぐっ しょり ぬらし ます。 その夜 、雪 がふり まし た。
冬が はじ まった のです 。こ れから のさ むいき せつ、 みん
なをあ たた かく、 まもっ てくれ る家の 上に も、雪 はふ り
つも りま した。
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問一

問四

問三

線部④ 「ゆ たかさ 」と ありま すが、 それ は、ど んなも のです か。ま た、 それが ある ことで 森のみ んな は、
ど うする こと ができ ていま すか 。文中 の語句 を用い て、三 十字 以内で 簡潔 に説明 しなさ い。

線 部③ 「みん なは、 今どう してい いか 、とほ うにく れて いたの です 」とあ ります が、な ぜです か。 森のみ
んな の気持 ちを考 えて、 その 理由を 三十字 以内 で簡潔 に説 明しな さい。

線部 ②「な かでも モグ ラは、 やりき れな いほど 悲しく なりま した」 とあ ります が、 なぜで すか。 アナ グマ
と モグラ の関 係を考 えて、 その 理由を 三十字 以内で 簡潔に 説明 しなさ い。

線部 ①「長 いトン ネル のむこ う」と あり ますが 、どこ のこと だと 考えら れます か。 漢字二 字で答 えな さい。

問五

線 部⑤「 モグ ラは、 なんだ か、そ ばで アナグ マが、 聞い ていて くれて いる ような 気がし ました 」と ありま
すが 、この 時、モ グラは どん な気持 ちでし たか 。三十 字以内 で簡 潔に説 明しな さい。

問二

問六

