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次の文 章を読 んであ との 設問に 答えな さい。

古今 東西の 「あの 世」 のこと を調べ ていて 、気 づいた ことが あり ます。 地獄の 様子 は場所 とか民 族とか によっ てさ ま
ざまに 異な ってい て、そ れぞれ 迫力と 現実 感に満 ちてい るの に対し て、 天国の 方は世 界中ほ とんど 同じ です。 実に単 純
な んで す
美し い川 が流 れ、 きれ いな 服を着 た美 女が いて 、お いし そう な食べ 物があふれ ている。 環境が悪 くな
っ たのに 目を つぶれ ば、ま さに 、長い 不況で 暗く沈 んだ今 の日 本こそ 、天 国では ありま せん か！そ れなの に現代 の人た
ち は、 悲壮 な顔 をし てあ くせ く 働い てい ます。 まるで日 本全体 に貧乏神 が取り ついたよ うなあ んばい です（笑 ）。一 生
懸命 がんば って も 、報わ れない 人た ちが多 いので しょ うネ 。水木 サンに 言わ せれば 、そう いう悲 壮な 顔をし た人た ちは 、
成功 や栄誉 や勝ち 負け にこだ わって 、仕 事でも 趣味で も恋 愛でも 、熱中 するこ とを忘 れて しまっ たん じゃな いでし ょう
か。 好きな ことに 没頭す る、こ のこ と自体 が幸 せなは ずなの に… …。も ちろん 、成功 するこ とに こした こと はない ので
すが、 成功 できる かどう かは時 の運で す。 思い起 こせば 、水 木サン のベ ビイの ころの 教育は 「成功 者こ そ幸せ 」とい う
感 じで した 。今 でも そうか もしれ ませ んネ 。出 世し て有名 になっ て栄誉 を得て 、人 生の 勝利者 になる のが 一番い いこと 、
と いった 具合 です。 戦争の 影響 で世の 中が勇 ましか ったか ら、 よけい そう なった のかも しれ ません 。でも 、水木 サンは
納得 でき ません でし た。水 木サン が漫 画で食 えるよ うにな ったの は四 十歳を 越えて から です。 ベビ イのこ ろから あこが
れて いた絵 で食 う暮ら しにた どり 着き、 命の 次に大 事な眠 りすら 削って 、う んと頭 をしぼ って 、漫画 にか じりつ いてき
まし た。つ い先ご ろ、 勲章を もらい まし たが、 だから とい って成 功した とも、 栄耀 栄華を きわめ たと も、勝 ったと も思
いま せん。 でも、 満足し ている ので す。不 幸な 顔をし た人た ちは 「成功 しなか ったら 、人生 はお しまい 」と 決め込 んで
いるの かも しれま せん。 成功し なくて もい いので す。全 身全 霊で打 ち込 めるこ とを探 しまし ょう。
※ 作問の 都合 上、改 編した 箇所が ありま す 。（ 水 木し げる『 水木サ ンの幸 福論 』より ）
・ 古今東 西（こ こんと うざ い）… 昔か ら今ま で、あ らゆ る場所 で。い つでも どこで も。
・水 木サ ン…筆 者水木 しげる が使う「自分 」を指 す「一人 称 」・『ゲゲ ゲの鬼 太郎 』などの 作品 を描い た漫 画家 。
・悲 壮な… 悲惨 な状況 、悲し い中に も勇ま しく 雄々し いとこ ろが あるさ ま。
・貧乏 神… 取りつ いた人 間や その家 族を貧 乏にす る神。
・ ベビ イ…筆 者水 木しげ るが使 う「 赤ちゃ ん」の ことで はなく 、「 子ど も」全 般を 指す言 葉。
・ 勲章を もら いまし た…さ まざ まな分 野で 高い評 価を得 た人に 与えら れる 旭日小 綬章を 受章 してい る。
・ 栄耀栄 華（え いよう えいが ）…富 や権 勢があ って ぜいた くを尽 くす こと 。人や 家な どが華 やか に栄え ること 。
・ 全身全 霊…そ の人に 備わっ てい る体力 と精 神力の すべて 。

問 》

語注

《 設
問

・悲 壮

・没頭 する

・人 生はお しまい

・ 成功や 栄誉や 勝ち負 け

・ 全身 全霊

こ の文章 は、水 木しげ るが唱 える 「幸福 の七 ヵ条」 の第一 条「 成功や 栄誉や 勝ち負 けを目 的に 、こと を行 っては
いけ ない 」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「幸 福に なるた めにす べ
きこ と」を 、百 字程度 で述べ なさ い 。（た だし、 指定 の語句 はどの ような 順序で 用い てもか まわな いも のとす る 。）
・好き なこと
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次の文 章を読 んであ との 設問に 答えな さい。

問 》

し んがい …心 外。思 い通り でな く、不 本意な こと。
げぼ く… 下僕。 召使 いの男 、下男 のこ と。

（ 上野そ ら『 わたし のげぼ く』 全文 ）
※作 問の都 合上、 改編・ 省略し た箇 所があ りま す。

か っこ よ く て 、 か しこ く て 、 すば や く て 、い ち ば ん かわ い い わ たし よ り 。

のげ ぼくは 。
と きは たち、 げぼく はとて も、お おき くなっ た。か
わい いまま のわた しに くらべ て、げ ぼくは ずい ぶんお
もくな った 。その せいな のか 、げぼ くはい まだに どん
く さい 。いち ねんご とに 、げぼ くが たんざ くにか くね
が いはか わっ た。そ のうち 、な にもか かなく なっ た。
し かし、 ほしを 見るの は好 きらし い。 ながれ ぼしを 見
る たびに 、いま ださわ いでい るの だが、 どん くさい げ
ぼ く は や は り 、 ね が い を ３ か い 言 い きれ な い 。
この 家にき て１８ ねん 。わた しは すっか り、と しお
いてし まっ た。… …げぼ く。 わたし は、ど んくさ いお
ま えと ちがっ て、と って もすば やい 。はし ればは やい
し 、ごは んを たべる のもお まえ よりは はや い。お まえ
に はふか のうか もし れない が、ご きぶ りだっ てつか ま
え られる 。わた しはと ても、 すば やいの だ。 だから 、
とし をと るのだ って、 おまえ よりも ずっ とはや い。わ
たし はとて も、か しこ いネコ だ。ゆ えに、 とし をとっ
てしぬ のだ ろう。 しんだ ら、 そらに 、行く らしい 。そ
れ くら い、げ ぼく もしっ てるだ ろう 。バカ なげぼ くも、
し ってる だろ う。… …。げ ぼく ……。 ひと あしさ きに、
そ らへと ついた らな がれぼ しをひ とつ 、とっ てやろ う。
④ いちば んおお きなほ しにし よう 。いち ばん ひかる ほ
しにし よう 。いち ばんき れい なほし にしよ う。お まえ
のた めに、 とっ てやろ う。… …げぼ くよ、 あん しんす
るがよ い。 わたし はいま でも 、おま えより ずっと 、あ
し がは やい。 おま えには ふかの うか もしれ ないが 、な
が れぼし だっ てつか まえら れる 。わた しは とても 、す
ば やいの だ。… …だ から、 げぼく 。泣 くな。 わたし よ
り もおお きいく せに、 みっと もな いぞ。 げぼ く。… …
げぼ く。 ……… …。ま たな。
しんあいなるげぼくへ。わたしはげんきでやっている。
こ ちらの せか いにき てもな お、 わたし はか っこよ くて、
か しこ くて、 すば やいま まだ。 しん がいだ が、か わい
い ままで もあ る。な のでき っと 、げぼ くも どんく さい
ま まだろ う。そ んな げぼく に、わ たし はプレ ゼント を
よ ういし た。や くそく どおり 、い ちばん のや つを。 ど
んく さい おまえ では、 まずつ かまえ られ ないシ ロモ ノ
だ。 よろこ べ、 げぼく 。それ に、お まえが こっ ちにき
たら… …わ たしを なでさ せて やって もいい ぞ。い っし
ょ にあ そんで やっ てもい いな。 えが おを見 るのも わる
く はない 。す こしく らいは もて なして やる から、 こち
らの せか いでわ たしと あうの を、た のし みにし てい る
が よい。 …⑤し かしお まえ は、い そいで しま うとす ぐ
ころ ぶ。 なので ゆっく りくる がよい 。お まえの ペー ス
でく ればい い。 あんし んしろ 。ゆっ くりで も、 おっと
りでも 、ど んくさ くても 、わ たしは おまえ をきら いに
な った りなど しな い。い つかあ える 日を、 こころ まち
に してい る。 それじ ゃあ またな 、たっ しゃ でな。

注

※ 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。

わた しはネ コだ。 かっ こよく て、か しこく て、 すばや
いのがじまんである。せいべつはオスだが、『わたし』と
言っている。ちてきなネコには、『わたし』がふさわしい。
わ たしは 、こ ねこだ ったこ ろ、 この家 にひき とられ た。
わた しを えらん だのは 、４ さいの おと この子 。わた しの
きょ うだい たち を見て いたか れは 「この 子が いちば んか
わいい！」と、わたしをだっこした。「かっこいい」では
なく 「かわ いい」 という のはし んが いだが 、い ちばん な
のはと うぜ んだ。 わたし はすて きなネ コな のだ。
４ さい のかれ は、わ たし のせわ をす ると言 いはっ た。
わ たしに つく すのは あたり まえ だろう 。わた しは、 かっ
こよ くて 、かし こく て、す ばやく て… …しん がいで はあ
るが 、かわ いい ネコな のだか ら。 かれは まい にち、 わた
しの トイレ をそう じし た。か れはま いに ち、わ たしの あ
たま をなで た。か れはま いにち 、わ たしと ねこ じゃら し
であそ んだ 。①かれ、という言いかたはよそよそしいな。
言 いな おそう 。か れは、 わたし のげぼ くであ る。 げぼく
は とても 、ど んくさ い。ご はん をたべ おわる のも、 かぞ
くの なか ではい ちば んおそ い。げ ぼく はとて も、ど んく
さい 。わた しの スピー ドにつ いて これず 、い つもこ ろん
でハ デに泣 く。子 ども の泣き ごえは ふゆ かいだ 。うる さ
くて かなわ ない。 げぼく よ、泣 くな 。うる さい から。
ある日 、げ ぼくが おもち ゃを かって もらっ た。よ くわ
か らぬ 、カク カク とした ロボッ トだ。 ……つ くえ にカク
カ クが立 って いると 、きに なる な。わ たしは じまん のに
くき ゅう で、カ クカ クをす こしい どう させた 。もう すこ
し、 はしっ こが いいか 。わた しは じまん のに くきゅ うで、
カク カクを すこし いど うさせ た。も うす こし、 はしっ こ
によ れない のか？ がちゃ ーん！ カク カクは おお きな音 を
たて、 ゆか におち た。よ くわか らぬが 、そ れがま ずか っ
た らし い。
げ ぼくは 泣い た。わ んわん 泣い た。② 泣き ながら わた
しの しっ ぽをつ かん できた ので、 ひっ かいて やった らよ
けい に泣い た。 あんな ところ にカ クカク をお いてい たほ
うが わるか ったの だ。 わたし は、そ うじ しよう とし ただ
けだ 。よる ごはん 。げぼ くは まだ、 泣いて いる 。おふ ろ
のじか ん。 げぼく はまだ 、泣い ている 。ふ とんの なか 。
げ ぼく はまだ 、泣 いてい る。ま いにち なでて くれ るのだ
が 、きょ うは まった くさわ って くれな い。ま いにち あそ
んで いる のだが 、き ょうは さそい もし てくれ ない。 まい
にち わらっ てい るのだ が、 きょう はずう っと 泣いて いる。
あく るあ さ。げ ぼくは まだ、 泣いて いる 。…… 。げ ぼ
くに 、わる いこと をした 。し かたが ない。 げぼ くにす こ
し、い いも のをや ろう。 どんく さいア ヤツ にはと れな い
え もの だ。わ たし のじま んのあ してで つかま えた 、とっ
て おきの 、お おきな えも のだ。 ……泣 いてよ ろこぶ とは 、
よ そうが いであ った 。げぼ くはそ んな に、こ の『ご きぶ
り』 がすき なの か。き がむ いたら また、 プレ ゼント して
やろ う。
タナバタなる日。げぼくはたんざくをしたためた。『あ
たらし いお もちゃ お か っても らえま すよ おに』 …… な
んて、 ねにも つや つなの だろう 。「あっ 、なが れぼ し！」
げ ぼくは なが れぼし あい てに、 ねがい ごとを 言いは じめ
た 。しか し、な がれ ぼしな ど、と うに どこか へ行っ てし
まっ た。③ ほん とうに 、し かたの ないや つだ な。わ たし

《 設

問四

問三

問二

線部④ 「い ちばん おおき なほ しにし よう 。いち ばんひ かるほ しにし よう 。いち ばんき れい なほし にし よう」
とあり ます が、な ぜです か。ネ コが「 なが れぼし 」を とる理 由を考 えて 、三十 字以内 で簡潔 に説明 しな さい。

線 部③「 ほん とうに 、しか たのな いやつ だな 」とあ ります が、 なぜで すか 。その 理由に あたる 部分を 文中
から 十五字 以内 でさが し 、「～ から」 とい う形に つなが るよ うに書 き抜 いて、 文を完 成させ なさい 。

線部② 「泣き なが らわた しのし っぽ をつか んでき た」 とあり ますが 、この 行動 をとっ たげぼ くの 気持ち を
三 十字 以内で 簡潔 に説明 しなさ い。

線部 ①「 かれ、 という 言い かたは よそよ そしい な」 とあり ますが 、こ う言っ たネコ の気 持ちを げぼく との
関係 を考え て、三 十字 以内で 簡潔に 説明 しなさ い。

こ の文 章から 読み取 れる 飼い主 を「 げぼく 」と呼 ぶ「ネ コ」の 性格 を三十 五字以 内で 簡潔に 書き なさい 。

問五

線 部⑤ 「しか しおま えは、 いそい でし まうと すぐ ころぶ 。なの でゆ っくり くるが よい。 おまえ のペ ースで
くれ ばよ い」と あり ますが 、こう 書い たとき のネコ の気持 ちを三 十字 以内で 簡潔 に説明 しなさ い。

問一

問六
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