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次の文 章を読 んであ との 設問に 答えな さい。

大人のための歴史教科書』よ り）

本当 に真面 目に平 和と いうこ とを考 えるな らば 、戦争 を知ら なけ れば決 して語 れな いだろ う。だ が、戦 争の内 実を 知
ろうと しな かった 。日本 という 国は、 あれ だけの 戦争を 体験 しなが ら、 戦争を 知るこ とに不 勉強で 、不 熱心。 日本社 会
全 体が 、戦争 という 歴史 を忘却 してい くこと が一 つの進 歩のよ うに 思い込 んでい るよ うな気 さえす る。国 民的 な性格 の
弱 さ、ず るさ と言い かえて もい いかも しれな い。日 本人は 戦争 を知る こと から逃 げてき たの だ。ロ ンドン には「 戦争博
物館 」と いうも のがあ る。 ここに は第 一次世 界大戦 以降の 戦争の 歴史 が淡々 と展示 され ている 。ナ チスド イツの 制服や
武器 といっ たも のまで もドキ ュメ ントと して ある。 しかし 、決し て非難 めい て陳列 されて いる わけで はない 。ま た館の
入口 には 館 長の 言葉 とし て、 こう 書か れて いる。 「展示を しっか りとご覧 下さい 、全て現 実にあ った出 来事です 。そし
て後 は自分 で考え ること です」 と。
今改め て私 は、太 平洋戦 争そ のもの は日本 の国策 を追う 限り 不可避 なも のだっ たと思 い至 ってい る。そ してあ の三年
八 ヶ月 は、当 時の段 階で の文明 論、あ るいは 歴史 認識、 戦争に 対す る考え 方など 、日 本の国 民的性 格がす べて 凝縮し て
い る、最 良の 教科書 なのだ 。太 平洋戦 争を通 じて、 無限の 教え を見出 すこ とがで きるは ずで ある。 現在の 大衆化 した社
会の 中で 、正確 な歴 史を検 証しよ うと する試 みるの は難し いこと かも しれな い。歴 史を 歴史と して 提示し ようと すれば
する ほど、 必ず 「侵略 の歴史 を前 提にし ろ」 とか「 自虐史 観で語 るな」 など といっ た声が 湧き 上がる 。し かし戦 争とい
うの は、善 いとか 悪い とか単 純な二 元論 だけで 済まさ れる 代物で はない 。あの 戦争 にはど ういう 意味 があっ たのか 、何
のた めに三 一〇万 人も日 本人が 死ん だのか 、き ちんと 見据え なけ ればな らない 。歴史 を歴史 に返 せば、 まず 単純に 「人
はどう 生き たか」 を確認 しよう じゃな いか という ことに 至る 。そし てそ れらを 普遍化 し、よ り緻密 に見 て問題 の本質 を
見 出す こと。 その 上で「 あの戦 争は何 を意味 して 、どう して負 けた のか、 どうい う構 造の中 でどう いうこ とが 起こっ た
の か」そ れら を明確 にする こと である 。すで に遅き に失し てい るかも しれ ない。 しかし 、我 々は何 のため にこの 時代に
生き てい るのか 、こ の国は 何か、 と考 えると き、太 平洋戦 争を考 えな いで逃 げて いては 決して 答え はでな いだろ う。今
がそ の最後 のチ ャンス ではな いか と思う 。
※作 問の都 合上、 改編し た箇所 があ ります 。（ 保阪 正康『 あの戦 争は何 だった のか
・ 内実… 内部 の事情 。本 当のと ころ 。 ・ 国策… 国の 政治の 方策 。 ・ 不可避（ふ かひ ）… 避けら れな いこと 。
・ 文明論 …あら ゆる 文化圏 （一定 の文 化によ り結び つけ られた 地域） の思想 ・風 俗・社 会・政 治・ 経済な どを
比較 し、評 価し た論説 。
・日 本の 国民的 性格… 一般的 には、 礼儀 正しい ・集団 行動 と秩序 にこ だわり がある ・時間 や約束 を守 る・仕 事
熱心・ 自己主 張や 自己表 現が下 手・ 言動が 誠実 などが 挙げら れる。
・大衆 化… この場 合、誤 った 歴史観 が一般 民衆に 広ま り、親 しまれ るも のにな ること 。
・ 自虐 史観… 日本 の歴史 の負（ 悪い ）の部 分をこ とさら に強調 する 一方で 、正 （良い ）の部 分を 過小評 価し、
日 本を見 下げ る歴史 に対す る考え 方のこ と。
・ 二元論 …ある 対象 につい て考え ると き、二 つの根 本原 理（物 事が成 り立つ そも そもの 大本） を使 って説 明す
る考 え方。
・普 遍化 …すべ てのも のに共 通に存 する こと。 どん な時代 、どん な世 界でも 通用す ること 。一般 化と 同じ。
・緻 密（ち みつ ）…綿 密なこ と。き め細か いこ と。
・遅き に失 してい る…時 期に 遅れて 役に立 たない 。遅 すぎて 間に合 わな い。

問 》

語注

《 設
問

・平 和

・ 戦争

・忘 却する

・最 良の教 科書

・意 味

・ 明確 にする

・逃 げな い

この文 章は 、本書 の「は じめ に」の 一部で す。こ の本 は「戦 後六十 年」 を迎え る二〇 〇五 年に発 刊され たもの で
すが 「戦後 七十四 年」目 の現在 も太 平洋戦 争を めぐる さまざ まな 「歴史 問題」 が起こ ってお り、 筆者の 主張 は、実
現 し て い な い よ う に 思 わ れ ま 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 「『平 和 』 を 考
え る のに 必要 なこ 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 。）
・善悪 の二 元論
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次の文 章を読 んであ との 設問に 答えな さい。

にげ てきた の」う なず いたフ ェロー ザのほ おを、 なみ だ
がつた いまし た。「わ たしに は も う おば あちゃ んし
かい ないの 」
リナ とフ ェロー ザは おて つだい が な いとき 、がっ
こ うの まどに そっ とち かづい て 、なか をの ぞきま した 。
③ がっこ うに は、お とこの こが べん きょう する ばしょ
し か な いので す。ふ たり は な まえ をじめ んにか いて
れ んしゅ うして は、け しまし た。 そうす れば 、まち がえ
も だれ にもき づかれ ずに すむか らで す。と きには
サン ダルを かた ほう ずつは くこと も あ りま した。
④ ほか のこに ゆび さされ てわ らわれ ても、 きに しませ
んでした。ゆうがたになり、そらが こいあおいろにそ
ま る と、 いちば んぼ しが、 かがや きはじ めます 。リ ナと
フ ェ ローザ は、 だんじ きのは じま りをつ げる つきの
ほ そ なが いかた ちを じっ とみて いまし た。ふ たり は、
お もい でばな しを したり 、あ たらし いいえ をゆ めみて 、
こ ごえ で は なしを した りしま した。
ある あさ 、ふた りは おが わにい って、 サンダ ルをあ
ら ってき れいに しました 。「リ ナ、はや くおい で」フェ
ロ ーザのお ばあち ゃんが よびま した。 「なまえ が リ
ス トにの ってい るっ て、お かあさ んが いっ てるよ 」フ
ェロ ーザが サン ダル をもっ て、ふ たりは じ むしょ へ
かけ つけ ました 。リナ は、つ まさき だち で は りがみ を
のぞき こみま した。「 おかあ さんのな まえだ わ！ほん と
うだ！ これ でアメ リカに いけ るんだ 」そう いうと 、とも
だ ちのほ うをみ ました。 「わた しのは ないの ね」フェ
ロ ーザは ぽ つりと いって 、あ しもと に めをお としま
し た。そ れから か がんで サンダ ルを ぬぐと 、リナ にわ
たし ました 。「はだ しじゃ 、アメリ カへは いけない でし
ょ」 ⑤フ ェロー ザは リナを だきし めま した。
し ゅっぱ つの ひ、き ゅうえ んかつ どうか の おじさ ん
は、す うじ のはい ったし ろく ておお きな しかく いふ く
ろ をわた して いいまし た。「 だいじな しょる いは す
べ てこの なか に は いって いま すから ね」 フェロ ーザと
お ばあち ゃんが 、お わかれ のあい さつ に や ってき まし
た。リ ナは あしを ゆびさし て い いました 。「み て。
おか あさ んが はりし ごとで ためた おか ねで、 くつ をか
ってくれたの」「ほんものの くつだね」フェローザは、
あたら しい くろ のかわ ぐつ に み とれま した 。「 はい、
き ょう は あ なた のはく ばんだ よ」 ⑥サン ダルが おしく
て 、リナ は な みだ をうか べた わけで は あ りま せん。
「 さよう なら」 とい って、 フェロ ーザ は き いろ とあお
の いろ あせた サンダ ルを うけと りまし た。 そして 「げ
んき でね 」とい いまし た。リ ナは、 まわ りのひ とに つづ
いて バスに むかいま した。 「まって ！」フ ェローザ は
ともだ ちのとこ ろへ かけより ました 。「かた ほうは あ
な たが もって いて 」と 、リ ナに ひとつ わた しまし た 。
「か たほう だけじゃ こま るでしょ ？」と リナ。「 おも
い でのサ ンダル だか ら」と いうと 、も うひと つを かかげ
まし た。「 ともだち のしる しだよ」 リナの ほおを なみ
だが つ たいま した。 サンダ ルを かば んにそ っと いれ
ると 、バス にの りまし た。バ スが うごき だす と、フ ェ
ローザ もい っしょ にな らんで はし りまし た。リ ナは 、
まどか ら み をの りだし ました 。「 アメリ カで また い
っ しょに はこ うね。 きっ とだよ 」
（ カ レン・ リン・ ウィ リアム ズ／ カード ラ・モ ハメッ
ド作 『と もだち のしる しだ よ』 小林 葵訳 ）
※作 問の都 合上、 改編 ・省略 した 箇所が ありま す。
注・ア フガニ スタ ン…南 アジア ・中 央アジ アに位 置する
共和 制国家 。南 隣にパ キス タンが ある。

※ 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。

リナ は、は だしで な んみん キャン プのい りぐ ちにか
けつけ まし た。き ゅうえ んかつ どうか の おじさ んたち
が 、ト ラック のにだ いか ら ふ るぎを わけて くれ るから
で す。み んな 、すこ しでも いい ものを もら おうと 、お
しあ いへ しあい してい ます 。リナ は しゃが んでて をの
ばし 、なん でも いいか ら つ かも うとし まし た。ひ とな
みが ひき はじめ まし た。す なぼこ りの まう リナの あ
しも とには 、まあ たらし いサン ダル がかた ほう だけ の
こって いま した。 まんな かに あおい はな かざり のつい
た 、き いろの サンダ ルで す。は いてみ ると、 ぴっ たり。
十 さいの リナ は、も う二年 も くつを はいて いませ んで
した 。も うかた ほう をさが して、 あた りをみ まわす と、
ちか くにお んな のこが ひとり たっ ていま した 。リナ より
ほそ く、あ さぐろ いは だの そのこ も、 あおと きいろ の
サン ダルを はいて います 。「は じめま して、 こんに ちは」
とリナ は あいさ つをし ました 。おん なの こは ただみ
つ める ばかり です 。そろ いのズ ボンと シャツ をき た そ
の このあ しは 、ひび われて 、は れてい ました 。リナ が
はじ めて キャン プに きたと きも そう でした 。おん なの
こは きゅ うに せなか をむけ て、 さんだ るを はいた まま
いっ てしま いまし た。
よく あさ、 リナ は か たあし に す てきな サン ダルを
はいて 、せ んたく をしに いきま した。 サン ダルを よごさ
な いよ うに きを つけて 、おが わへむ かいま す。 アフガ
ニ スタン から 、パキ スタン のペ シャワ ールに ある なん
みん キャ ンプま で、 ながい ながい みち のりを ある いて
きた ときの くつ は、ぼ ろぼろ にな って はけ なくな って
しま いまし た。み ずを いれる ポリよ うき ほど おおき く
は なかっ たけれ ど、お なじく らい おもい お とうと の
ナジー ブを おん ぶして きたの です。 リナ が、せ んた く
も のか ら か おを あげる と、き のうの おんな のこ が ま
え にたっ てい ました 。おん なの こは かがむ と、は いて
い たサ ンダ ルを ぬい で、い いました 。「か たほうだ けは
いて いるな んて へん だって 、お ばあち ゃん が い うの」
おん なのこ は サ ンダ ルを リナの あし もとに おき まし
た。 それか ら く るりと むき をかえ て、あ るい ていき ま
した。「まって」リナは サンダルを りょうほうともに
ぎりしめ、あとをおいました。「わたし、リナ」おんなの
こは ゆっくりとふりかえって いいました。「わたしは
フェ ロー ザ」リ ナは サン ダルを り ょうほ うとも さし
だし て、い いま した 。「 ふたり のもの だよ 」「か たほう だ
けは いても しか たな いでし ょう」 ①フ ェロー ザは か
おをしかめました。「あなたが きょう、ふたつともはい
て、あ した は わ たしが ふた つとも はく の」リ ナは
に っ こり わら って 、いい ました。 「とも だちの しるしだ
よ 」フェ ロー ザもえ がお になる と、サ ンダル をうけ とっ
て はき ました 。「 あした は あ なた のばん ね」
よ くじつ 、みず をいれ ても らうた め、ポ リよ うきを か
かえ ていた ふたり は、 あいさ つをか わし ました 。リ ナが
サン ダルを はき、 ながい れつ に ふ たりな らん で じ ゅ
んばん をま ちまし た。キ ャンプ にいる ひと は み んな 、
あたら しいい えを まち のぞん でいま した。 リナ のおか
あ さんは 、い じゅう のた めのあ つまり に で かける こと
が ありま した。 ふた りのお んなの こは 、イス マツと ナジ
ーブ といっ しょ に、リ ナの テント のなか で るすば んで
す。 ②おと うとた ちが さわ れない よう に き をつ けて、
サン ダルを おきま した。 イス マツは はな かざ りをひ っ
ぱろう とす るし、 ナジー ブは、 かじろ うと するか らで す。
「おと うさん とお ねえち ゃんは 、せん そうで な くなっ
た の」リ ナは フ ェロー ザにかた りまし た。「お かあさ
ん とわた しは、 イス マツと ナジー ブを つれて 、よな かに

問 》

こ の文 章に 登場 する リナと フェロー ザの性格 を二人が出 逢った頃 の「相違 点」と文 章全体から 読み取れ る「共通
点」 を明 確にし て、 三十五 字以内 で簡 潔に書 きなさ い。

《 設
問一

線部 ①「フ ェロ ーザは
内で 簡潔に 説明し なさい 。

かお をし かめま した」 とあり ますが 、こ のとき のフ ェロー ザの気 持ち を三十 字以

問二

問三
線部② 「おと うとた ちが さわ れない よう に き をつけ て、 サンダ ルをお きまし た」④ 「ほ かのこ に ゆ
び ささ れて わらわ れても、 きにしま せんでした 」とあり ますが、 二人にと って「サ ンダル」が どんなも のだった か
らで すか 。その こと を表し ている 語句 を文中 から八 字でさ がし、 書き 抜いて 答え なさい 。
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問五

問四

線部⑥ 「サ ンダル がおし くて 、 リ ナは なみ だをう かべた わけで は
きのリ ナの気 持ち を三十 字以内 で簡潔 に説 明しな さい。

線 部⑤「 フェロ ーザ は
以内 で簡潔 に説 明しな さい。

線部③ 「がっ こうに は おとこ のこ が べ んきょ うす るばし ょしか ない のです 」と ありま すが、 この 部分
から どのようなことが読み取れ ますか。また、そういう状 況に対して、どのように考えるか 、簡潔に説明しなさい。

あ りま せん」 とあ ります が、こ のと

リ ナをだ きしめ ました 」と ありま すが 、この ときの フェ ローザ の気持 ちを三 十字

問六
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