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第２ 教育研究団体の意見・評価 

 ○ 全国公民科・社会科教育研究会 

（代表者 石 井 杉 生  会員数 約 1,000 名） 

ＴＥＬ 042-661-0444  

１ 前     文 

出題内容は、高等学校学習指導要領に掲げられた教科・科目のねらいと内容に、おおむね即して

おり、基礎・基本を重視したものとなっている。いわゆる奇問・難問とされる問題は見られず、高

校生が学習した知識や涵養
かんよう

した思考力に基づき、考えて解いていく工夫が施されている標準的な問

題である。 

年々問題作成が厳しくなっていく状況にあって、基礎的基本的な知識の理解とそれに基づく思考

力や判断力を問う問題を作ろうとする大学入試センターの努力と意欲を高く評価する。また、そこ

に大学人としてのインテリジェンスとメッセージも込めなければならず、加えて、高校生が問題を

解きながら、自らが初等中等教育で培ったものを大学で更に高めていくことの楽しさやすばらしさ

を実感できる問題を作成しようという熱意に敬意を払う。それでも後期中等教育の現場にある公民

科担当教員としての視点からすれば、いくつかの改善を求める点があることも事実である。例えば、

リード文と各問の有機的な関連が欲しい。「現代社会」や「政治・経済」以上にメッセージ性が高

く、文章としての格調も高いリード文を提示する「倫理」ならでは、この関連が希薄になることは

極めて残念でならない。若い人々に高等学校の授業において読ませたい文章が多いだけに、高校生

が学んだ学習の成果を背景に、それぞれの大問でどういう切り口でどういうテーマを扱うかを受験

者に理解させ、その文脈を考えることを通して正しい答えを導けるような問いの作り方を工夫して

いただきたい。もとより、正しい知識が備わっているかを問うことは大切である。しかし、そこで

とどまるのではなく、その知識を使って考えた結果、初めて正解が見えてくる問いの作り方を期待

する。 

２ 試験問題の程度・設問数・配点・形式等 

大問数５、解答数 37 からなる全体としては、質、量ともに標準的な良問と言える。極端に知識

に偏った専門的な用語を尋ねることもなく、思考力や判断力、資料読解力等、幅広い能力を問う。

改善を求めたい点は個々に指摘することとして、ここでは全体について触れる。 

昨年に続いて、大問の中を小分けにすることもなく、大問としてのストーリー性、メッセージ性

を大切にしている点も評価できる。前文で示したように、これだけ内容のあるリード文をもっと有

機的に活用されることを期待する。 

第１問 「悩む」ことを手掛かりに青年期の課題を考える問題。リード文は分かりやすい文章で

つづられているが内容は深い。「悩む」ことを恐れているかのように見える今日の高校生に、

「悩む」ことが青年期の特権であり、すばらしいことであると同時に、「悩む」ことは若者だ

けのことではなく、私たちがよく生きようとすればするほど「悩む」ことになることを伝え、
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「悩む」ことを恐れず生き抜くことの大切さを訴え、「悩む」ことで私たちは成長するのだと

いう出題者の高校生への強いメッセージが込められている。リード文を読んだ高校生に感動を

与えた分、その後の問いが、リード文を読まずとも解ける内容に終始し、残念だ。やはり、リ

ード文を読んでこそ問いが分かるような有機的な関連のある問題作成を期待する。 

問１ 統計資料の読み取り。平易ながらリード文との関係を踏まえ、現実に人々がどのように

「悩みや不安」をとらえているか、世論調査の結果から考える。 

問２ 自我同一性を見失っている心理状態の例として適当なものを選ぶ平易な問い。選択肢を

一つずつ丁寧に読めば正答は容易。 

問３ エリクソンの発達段階についての基礎的基本的な問い。おそらくエリクソンの発達段階

を知らなくてもＡ～Ｄを丁寧に読み、ア～エとば対比させていけば正答は容易。 

第２問 人々は「現実」とどのように向き合ってきたかを、先哲の思想をたどりながら、それぞ

れの思想家の特徴を確認していく問題。リード文ではだれでも知っている思想家を扱っており、

問いも平易である。授業で学んだ思想家についてあらためてとらえ直すことで、基礎的基本的

な知識を整理することがねらいなのだろう。ただ、リード文の中で高校生にはなじみの薄い思

想家を紹介しても、学習の奥行きを示し、高校生に学ぶ楽しさを伝えるメッセージになるだろ

う。 

問１ 思想家や用語を尋ねる基礎的基本的な問い。 

問２ エピクロスの思想について尋ねる。内容は教科書でも扱われる程度であり、平易である。 

問３ アリストテレスの「調整的正義」について、正しく理解しているかを問う。リード文の

理解は必要としない。 

問４ リード文を離れ資料として提示された聖書の一節を読み込むことによって正解が得られ

る。一瞥
いちべつ

しただけでは神に任せるというのは想像できないだろう。ただ、資料文の論理的な

読解を求める割には、選択肢の文が大ざっぱで、高校生はともすると当てずっぽうで答えを

選んでしまうかもしれない。 

問５ イスラームについての基礎的基本的な知識を確認する問い。 

問６ ブッダの教えについての基礎的基本的な知識を確認する問い。 

問７ 老子の思想についての基礎的基本的な知識を確認する問い。 

問８ 本文の趣旨に合致するものを選ぶ問い。リード文の最後を読めば正解が得られる。 

第３問 日本の思想において「他界」はどのように考えられてきたかを振り返りながら、日本の

思想の特徴を明らかにし、高校生に向けて、高等学校で学んできたことがどのように学問につ

ながっていくか、示唆したものである。高等学校で「倫理」をきちんと学んできた生徒ほど納

得ができる秀逸なリード文になっている。 

問１ 黄泉国にしろ林羅山にしろ、教科書で扱われるほどに知られている思想家だが、文脈の

中でとらえさせることで、思考力を涵養しようという意図が見られる。 

問２ 生活文化に関する問いと考えられる。資料文を読み、丁寧に考えをたどっていけば正解

は容易である。平易ながら考える大切さを示したいという意図がくみ取れる。 

問３ 『往生要集』に関する基礎的基本的な問い。 

問４ 荻生徂徠についての基礎的基本的な問い。 
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問５ 神仏習合について出題するのは問題ないが、権現信仰は教科書レベルとしては難しかっ

たかもしれない。ただし、四つの選択肢があり、適当でないものを選ばせる問いであるので、

正答を得られないわけではない。 

問６ 会話を一読すれば、西に行くことになるという正解は、得られなければいけない。しか

し、この問いの意義は古典落語を示すことで高校生に教養の範囲を示した点にある。ともす

ると狭い知識しか求めない現在の高校生に警鐘を鳴らしたと言える。一方、心ある高校生で

あればあるほど、この問いを解いて楽しさを感じたことと推察される。なぜなら、学問の持

つ寛容さ、奥の深さと間口の広さが感じ取れるからである。いよいよ学問の世界に踏み入れ

ることになる高校生に、このような問いを通して大学人からの心が伝えられていることは喜

ばしいことである。 

問７ 幸徳秋水についての基礎的基本的な知識を問う。正解以外の選択肢もすべて代表的な思

想家のことを述べており、教育的配慮がなされている。 

問８ 本文の趣旨に合致するものを選ぶ問い。 1 以外の選択肢には「大切なもの」「大切であ

る」「必要である」という表現があり、 1 と 2 ～ 3 とで表現が異なり、形の上から 1 が正答と

いう手掛かりになっている。四つの選択肢の表現をそろえる必要がある。 

第４問 理性のあり方を近現代における西洋思想から分かりやすくリード文で示し、平易ながら

きちんと物事を考えていくことの大切さを理解させつつ、西洋思想について問う。 

問１ 22 は訂正が入り、 4が主体的から現実的に変わったとは言え、やや難しい。 23 は教

科書を読んでいれば正答が得られる平易な問い。 

問２ フランス啓蒙思想家についての知識を問う。高等学校の授業でここまで細かく学習する

ことは少ないのではないか。その意味では高校生には難しかったかもしれない。 

問３ デカルトの考えについての基礎的基本的な知識を問う。 

問４ ベンサムについて問うが、カントの主張と対比させてベンサムの立場からすればどのよ

うな主張になるかを考えさせて解く工夫が施されている。 

問５ キルケゴールの考えについての基礎的基本的な知識を問う。 

問６ パースの考え方について資料文を読ませて内容を把握させ、そこから考えて正解を導く

問い。 

問７ フーコーについての基礎的基本的な問い。 

問８ 本文の趣旨を踏まえ、下線を施した語句の意味を問う。正答は得られるものの、正答 4

の中にある「対話によって」というところはリード文では明確にされていないと思われるこ

とから、正答 4を導き出すのは無理があるのではなかろうか。 

第５問 「正しい行為とは何か」という問題提起は大切であり、「倫理」を学ぶ生徒に学習の視

点を示すことは大切である。その点では、後半に表れるケアの倫理は生徒にとってはこれまで

の「倫理」の学習では触れることのなかったところである。こうした切り口がよい出題なのか、

あるいは避けるべきことなのか、判断が分かれるところである。 

問１ ハーバーマスの考え方についての基礎的基本的な知識を問う。 

問２ 第二次世界大戦後の国際社会が、国家や軍の非人道的な行為を防ぐ努力を積んできたこ

とについての知識を問う。「倫理」を学ぶことでこうした内容を視野に入れ考察を深めてい
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かなくてはならないことは認める。しかし、ここで問われている内容は「政治・経済」での

事柄になり、高等学校での学習を考慮すれば「倫理」で問うのは避けた方がよいと考える。 

問３ 人権についてあらゆる人々が平等に尊重されることは「倫理」を学ぶときに大切なもの

の見方や考え方になることは言うまでもない。高等学校で学ぶからには、この問いは正解で

きなければならないということも分かる。しかし、この選択肢で示されたところまで「倫

理」で学習するかとなると、高等学校での実際の授業では難しい。選択肢の記述だけを見る

と、前問同様「政治・経済」の 範疇
はんちゅう

と考えられる。 

問４ 資料を丁寧に追っていけば正答は得られる。ただ、内容が「倫理」の出題としてふさわ

しいのかどうか、疑問が残る。 

問５ 設問の意図を理解し、資料を丁寧に読めば、正解は容易に得られる。 

問６ 現在の日本社会における家族についての問いであるが、リード文を読まなくても、十分

解答できる。 

問７ 本文の趣旨に合致するものを選ぶ問い。リード文の最後のところが理解できていれば平

易。 

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005000720065007300730020005100750061006C00690074007900280031002900270020306B57FA3065304F005D00209AD854C18CEA306A30D730EA30D730EC30B951FA529B7528002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A306B306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F304C5FC59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


