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現代文特講 ２０１８．８．６ 

 

（一） 

 

 「なぜか？」という問題であるが、〈Ｓ≒Ｐ型〉の問題であるので、「どういうことか」と同じ感覚

で解答しにいってよい。 

 

 ☆ 〈Ｓ≒Ｐ型〉の問題、すなわち、主語と述語が同じものを意味している場合の「なぜか？」の

問題は、「原因・理由」を問われているというよりは、「意味内容」を聞いている場合が多い。

そのため、「どういうことか」と同じ態度で解答するとよい。 

ただし、「なぜか？」と問われている以上、 

 

 ① 成立した答案に論理的飛躍があれば、そこを埋められるように対処する。 

   ② 解答を構築する際、前提から結論に向かって、または過去から現在に向かって「筋道」が

流れているように表現する。 

   ③ 成立した答案に対し、密接に連結する「前提」があれば、答案に書き込む。 

 

ということを意識したい。 

 

 さて、まずは「どういうことか」のつもりで解くと述べたが、「どういうことか」は、 

 

      Ａ               Ａ´ 

  ① 指示語        →  指示している対象 

  ② 比喩的表現      →  たとえている実態 

  ③ 広義表現（熟語など） →  説明的な意味内容 

 

 以上の３グループにおける、「Ａ」を「Ａ´」に置換することが基本的な仕事になる。 

  

 では、傍線部（ア）を見ていこう。 

 

 それが ／ 大人の権威を支える ／ 現実的根拠であった。 

  ①        ②          ③ 

 

 「それ」という指示語が指している箇所は、「そこには、同じ仕事を共有する先達と後輩の関係（が

成り立つ基盤）」である。傍線部の直後に、「そういった関係
．．

」とあることからも、「同じ仕事を共有す

る先輩と後輩の関係
．．

」という部分は、決定的に重要な論点となる。 

 ただし、「そこ」という指示語があるので、さらに遡らなければならない。「そこ」が指すのは、 
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産業革命以前の大部分の子どもは、学校においてではなく、それぞれの仕事が行われている現場

において、親か親代わりの大人の仕事の後継者として、その仕事を見習いながら、一人前の大人

となった。 

 

という箇所である。つまり、この「社会構造」が「基盤」となり、そのため
．．．．

、「同じ仕事を共有する先

達と後輩の関係」が成り立ち、そのため
．．．．

、大人は権威ある存在としてみなされた、ということなので

ある。 

 そこまで解読すると、「それ」という指示語が指している部分に、すでに「論理の流れ」が存在する

（だからこそ、「なぜか」と問われているのである）。したがって、ここの論理を「流れ」として解答

に表現することが、設問（一）においては最も重要な論点（配点の高い部分）であると考えられる。 

 

 では、次に、「大人の権威」とはどのようなものであろうか。傍線部内の表現は、できる限り本文の

別箇所の表現を利用して置換したい。 

 

 ここでの「大人の権威」とは、「仕事の現場の中でのみ
．．．．．．．．．．

、そして子どもにだけ通用する権威
．．．．．．．．．．．．

」である。

ここでの「権威」とは、「国を支配している」とか、「学校を牛耳っている」といったような話題では

ない。「同じ職業現場にいる子どもから目標にされている」という程度の意味での「権威」なのである。 

したがって、本文中に何回か登場している「見習う」という表現を利用すれば「権威」を説明した

ことになる。 

 

 大人は見習うべき対象であった。 

 

などと書けば、大人は権威があったということの説明になる。 

 

 なお、 

 

☆ 傍線部内の熟語は、本文の別表現で置換するか、それが困難なら、辞書的意味で説明する。 

 

 という鉄則があるので、 

 

 大人は、仕事場で、子どもに対して優越的な立場を得た。 

 

 と解答してもよい。    線部が採点される理由は、「権威」の「辞書的説明」として適切である

からである。 

 

  以上のことをまとめて、最後に「から」をつけて、解答を構成する。「現実的根拠」の言い換えは
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本文にないので、「実際の理由」とか、「実際にあったため」くらいに言い換えておこう。 

 

〈推奨答案〉 

産業革命以前の職業現場では、子どもが大人と仕事を共有し、後継者として一人前になるという

実際的な関係の基盤があったため、大人は見習うべき先達とみなされたから。7８ 

                （優越的な立場を得た） 

 

＊「現場」または「基盤」という語が大切。この「産業革命以前における仕事が行われている

現場」があったからこそ、大人（先達）と子ども（後輩）の関係が成立し、大人に権威が発

生したのである。つまり「現場」「基盤」は、権威発生の前提
．．

なのである。傍線部ではそれを

「根拠」と述べている。 

 

 〈推奨答案〉は、傍線部を分節化した論点を、次のように置換説明していることになる。 

 

 それ      →  産業革命以前 

 子どもが大人と仕事を共有 

子どもは大人の後継者として一人前になる 

職業現場が基盤となる  

  

 大人の権威   →  子どもからみて見習うべき先達となる 

 

 現実的根拠   →  実際の理由 

            事実上あったため など  

 

 

〈採点基準〉⑤点 

 

産業革命以前の職業現場      ① 

（or基盤）      

子どもが大人と仕事を共有     ① 

後継者として一人前になる     ①  

（それらを）事実上の理由として  ① 

大人は           （ないと減点） 

見習うべき先達とみなされた    ② 
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〈駿台の解答〉２／５ 

職業を共有する先達と後輩の関係が成立していれば、後継者である子どもは大人を一人前の見習

うべき存在と意識するから。56 

＊これは２点くらいの水準。「仮定」の構文はおかしい。 

 

〈東進の解答〉５／５ 

産業革命以前の社会において現場で仕事を見習い一人前の大人になった大半の子供にとって、大

人は仕事を共有し、自らが習得を目指す技能を備えた先達だったから。75 

＊「自らが習得を目指す技能を備えた」という表現により、「後継」「見習い」といった語句を、

本文に沿ってよりいっそう噛み砕いている。（２段落目の具体例を一般化することで、この表

現を作成している）。ただし、この解答を時間内に書くのは受験生には困難であり、また、「後

継」という〈キーワード〉を外すリスクも高いので、一人きりの試験中において、この解答

を目指せる受験生は少数である。「後継」も「後輩」も書かないのは勇気がいるだろう。 

 

 

 

（二） 

 

 まずは、傍線部を伸ばして一文をきちんと見よう。そうすると、「その意味では」という表現があり、

「その」という指示語がある。傍線部内、または傍線部を含む一文内に指示語がある場合、チャンス

だと考えたほうがよい。そこを解決すればかなりの点数が入る。 

 

中世の教師は、テクストを書き写し、解読し、注釈し、文書を作る人である。 

その職業を実施する過程の中に後継者を養成する機能が含まれていたということができる。 

その意味で、中世の教師は、逆説的に聞こえるかもしれないが、教える主体ではなかった。 

 

 「その」が指している箇所にも「その」があり、さらに遡って指示語でつながっている。設問（一）

もそうであったが、こういうケースもサービス問題だと考えてしまおう！ 指示語が指している内容

を拾ってくるだけで、答案用紙の多くの部分を埋めることができる。ただし、「テクストを書き写し、

解読し、注釈し、文書を作る」というところまで遡ると、かなり例示的な内容になってくるので、そ

こは「文章に関わる職業」くらいにコンパクトにまとめるか、字数が苦しければカットしてよい。 

 

〈下書き①〉 

中世の教師は、（文章に関わる）職業を実施する過程に、後継者養成の機能が含まれていたという意

味で、逆説的に聞こえるかもしれないが、教える主体ではなかったということ。 

 

 まだ、    線部が答案として未解決である。「どういうことか」という問題は、「述部」の言い
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換えが最重要項目になるので、先に「教える主体ではなかった」の言い換えを探しておこう。 

前段落に、「目的意識的な働きかけ」という表現があるので、それを「しなかった」と解答すれば、

「教える主体ではなかった」の説明とみなせる。または、次段落の、「教えられる側に対する働きか

けを、方法自覚的に主題化する」という箇所を用い、それを「しなかった」とすることもできる。 

 しかしながら、「〇〇ではない」という箇所の説明を求められている場合、「〇〇でないということ

は、では、一体何であるのか？」ということが問われていると考えたほうがよい。 

 ここでは、「教える主体ではなかった」ということに対し、「目的意識的な働きかけをしなかった」

と説明すれば、表面的には置換可能であるが、「では、結局何なのか？」という「含意されている問い

かけ」に答えていないことになってしまう。そこで、ヒントを得るために傍線部直後にも注意を払う

と、「同じ仕事を追求する先達と後輩」とある。この「先達」という表現が、「では、一体なんである

のか？」という問いかけに対応できる語であるので、それを拾っておきたい。 

 

〈下書き②〉 

中世の教師は、（文章を読解・作成する）職業を実施する過程に、後継者養成の機能が含まれていた

という意味で、逆説的に聞こえるかもしれないが、学習の共同体での先達にすぎず、後輩に目的意

識的な働きかけをしなかったということ。 

 

さて、「逆説的にきこえるかもしれないが」という部分は、「主部」でも「修飾部」でも「述部」で

もないので、この傍線部の論理関係には入っていない。しかも、「かもしれない」という推量表現であ

って、主張ではない。しかも、「が」という接続助詞によって、直後の述部とは逆接関係になる。以上

の理由によって、答案の核心にはならない。しかし、傍線部内の表現である以上、まったく無視する

のは少々怖いので、「むしろ」「かえって」などの表現を補い、簡単に言及しておくほうが無難ではあ

る。解答において逆説関係を構文化したいときは、 

 

「Ａでありながら
．．．

Ｂ」 

「Ａでありつつも
．．．

Ｂ」 

「Ａであることで、むしろ
．．．

Ｂ」 

「Ａであるため、かえって
．．．．

Ｂ」 

 

といった表現が便利である。 

 

以上のような表現を使用してまとめる。そもそも下書きが長いので、全体的に冗長な表現をコンパ

クトにしつつ、清書していこう。 

 

〈推奨答案〉 

中世の教師は、（文章に関わる）職業を実施する過程で後継者を養成しながら
．．．

も、学習の共同体で

の先達にすぎず、後輩に目的意識的な働きかけをしなかったということ。7５ 
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〈採点基準〉⑤点 

中世の教師は           （ないと減点） 

（文章に関わる）職業を実施する過程で       ① 

後継者を養成しながらも、             ① 

（しつつも）           

学習の共同体での                 ① 

（同じ仕事を追求する） 

先達であり、                   ① 

後輩への目的意識的な働きかけをしなかった     ① 

 

 

〈駿台の解答〉４／５ 

職業の実施過程に後継者養成の機能が含まれていたという意味では、中世の教師は、教師であり

ながら、教える側の自覚がなかったということ。65 

＊重要論点はほぼ反映されている。「教師でありながら」が説明不足。 

 

〈東進の解答〉５／５ 

中世の教師は、教えるという目的意識を伴う生徒への働きかけをしないまま、同じ仕事を共同で

行う先達として結果的には後継者を養成していたということ。71 

 

〈河合塾の解答〉４／５ 

近代に一般的な、生徒を教える対象と見なして働きかける教師像と異なり、中世の教師は同じ職

業の生徒が見習うべき先達として存在していただけだということ。73 

 

＊どの解答も非常によいが、「逆説」のニュアンスにまで踏み込んでいるのは「東進」のみである。「結

果的には」という表現が上手い。 
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（三） 

 

傍線部内に「この」という指示語があるので、指示内容を取り込むことになる。 

 

 ラニョーやアランのように「帰依」されることは教師冥利につきる。だから教師はどうしても、

子どもの中に自分のミニチュアを見たがる。とりわけ学問好きの教師は、自分と似た学問好き

の生徒を依怙ひいきして、しかもそれを正当なことだと考える。教師的人間像を普遍的な理想

的人間像であるかのように思いなして、それを子どもにおしつける。そしてそれを受けいれな

い子どもに、だめな人間というレッテルをはってしまう。しかし、子どもが教師的人間像を受

けいれることは、生徒の大部分が教師後継者ではなくなった近代の大衆学校では、ごく限られ

た範囲でしか通用しない。 

         ↑ 

 教師と生徒のこの難しさ 

 

 

〈下書き①〉 

子どもが教師的人間像を受けいれることは、生徒の大部分が教師後継者ではなくなった近代の大衆学

校では、ごく限られた範囲でしか通用しないということ。 

 

 しかし、これでは、あまりにも直前を抜き出しただけであり、答案として不安が残るであろう。実

際、この答案では、設問意図の重要な箇所を見抜いていないといってよい。 

 

 この設問における出題の意図を見抜くポイントは、次の３つである。 

 

 ① 傍線部が一文全体に引かれていない。（もっと伸ばして考える必要がある。） 

 ② 傍線部が「難しさ」という体言で終わっているにもかかわらず、「どういうこと
．．

か」と問われて

いる。（普通の設問ならば、「どういうものか」と問うべきである。） 

 ③ 傍線部が、段落の先頭にある。（本来であれば、答案の核心は同段落内にある。） 

 

その観点で傍線部のある段落を見渡すと、 

 

教師と生徒のこの関係の難しさに対処するために、近代の教育の諸技術が工夫された 

 

 

子どもの自発性を尊重しつつ、 

なお大人が意図する方向へ子どもを導こうとする誘惑術まがいの教育の技術を発達させる動機には、 

 

やはり、後継者見習いの関係が
．．．．．．．．．．

成り立ちにくくなった
．．．．．．．．．．

という事情が投影している 



p. 8 
 

 

というように、傍線部を含む一文の内容と同じことが繰り返されているではないか！ 

 後継者見習いの関係が成り立ちにくくなったという事情に対処するために
．．．

（対処することを動機と
．．．

して
．．

）、近代は、教育の技術を発達させてきたのだ！  

構文的に見て、この「後継者見習いの関係が成り立ちにくくなった」という情報は、「（教師と生徒

のこの関係の）難しさ」と内容的には同じことを述べている（そのくらい一文全体が似ている）。した

がって、この「後継者見習いの関係が成り立ちにくくなった」という箇所を、答案に必須の論点とし

てみなすことにする。 

 

さて、そうは言っても、「この」という指示語を強く意識すればするほど、「この」よりも後に書か

れている内容を、解答に取りこんでよいものだろうか？ という疑念が湧くだろう。そう思うのも無

理はないが、そのような人は、次のルールを念頭におくとよい。 

 

傍線部が「体言」まで引かれ、「体言」に回収されていく内容が問われている場合、その「体言自

体」を具体的に置換する姿勢があるとよい。その作業で１～２点向上する。たとえば、「どのよう

なものか？」と問われていても、「～というもの。」と答えずに、「～という○○。」と、何らかの

〈意味を持つ体言〉で答えるのである。（ただし、無理はしなくてよい） 

 

 「恋心ってどんなもの？」という問いに対して、「胸がどきどきするもの」と答えるよりも、「胸が

どきどきする気持ち」と答えたほうが、より説明的である。さらに、「胸がどきどきするくらいの期待

と不安」などと答えれば、「気持ち」によりふみこんだことになり、より説明的であるということにな

る。 

 

 「～～○○（体言）」とあるが、それはどのようなものか？ と問われた場合、 

その体言の意味内容にふみこんだほうが、より説明的である。 

 

場合によっては、「～な難しさ」とあるが、それはどのようなことか？ というように、傍線部の結

着点が「体言」であるにもかかわらず、「どのようなこと
．．

か？」と問われることがある。その場合には、 

 

① ～～が難しいということ。 

 というように、体言を用言化
．．．

して、述語のように記してしまう。 

 

② ～～困難であるということ。（困難のこと。） 

というように、体言の後ろに「○○であるということ」を付ける。 

 

といった手段が取れる。どちらでもよいが、①のほうが「なじむ」ことが多い。 

 

そう考えるとやはり、「後継者育成の関係が成り立ちにくくなった」という箇所は、ぜひともほしい

論点だ。なぜなら、「成り立ちにくくなった」というのは「成り立ち難く
．．

なった」ということであり、

ここを抜粋すればすなわち、「難しさ」を用言化して説明したことになるからだ。 
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〈下書き②〉 

生徒の大部分が教師後継者ではなくなった近代の大衆学校では、子どもが教師的人間像を受けいれる

ことは、限られた範囲でしか通用せず、後継者見習いの関係が成り立ちにくいということ。 

 

しかし、この答案には次の不満点が残る。 

 

 ① 「限られた範囲」という表現が、曖昧で、伝わりづらい。 

 ② 論点の重複が多い。 → 圧縮すれば、別の論点を入れることができる。 

 

 解決していこう。 

 

 限られた範囲 というのは、文脈上、「教師を目指している生徒の範囲」ということである。代入す

ると、次のようになる。 

 

〈下書き③〉 

生徒の大部分が教師後継者ではなくなった近代の大衆学校では、子どもが教師的人間像を受けいれる

ことは、限られた教師後継者以外には通用せず、後継者見習いの関係が成り立ちにくいということ。 

 

「教師」「後継者」などの語句が何回も出てくるので、それらを重複とみなし、圧縮していく。 

特に、    線部は、ほぼ同じことを述べているので、どちらかをカットできる。 

すると、次のような答案になる。 

 

〈下書き④〉 

近代の大衆学校では、教師後継者ではない大部分の子どもは、教師的人間像を受けいれないので、後

継者見習いの関係が成り立ちにくいということ。 

 

 これでほぼ完成でよいが、東大の場合、７０字は超えておくことが理想であるので、他の論点を拾

って、答案を充実させることができないか考えてみる。「他の論点」といっても、このような場合で重

要になるのは、「答案に対して密接につながる前提」があるかどうかである。あれば、コンパクトに補

充しておきたい。 

 

その観点で、傍線部の前々段落を読むと、傍線部段落の前々段落には、「工場の技師、商社のセール

スマン、あるいはふつうの社会人を志望する」と書かれている。例示的な部分なので、そのまま書く

わけにはいかないが、「技師・セールスマン・ふつうの社会人」を目指すという表現は、つまり、「近

代の学校に通う生徒は多様な職業を目指している」ということを意味している。 

 このことは、まさに、「大部分の生徒が教師後継者ではなくなった」ことの「前提」であると言える。

「大多数の生徒が多様な職業を志望する」からこそ、「教師を志望する生徒は少ない」のである。 
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 以上のことから、その「前提」をコンパクトに補充して、答案を完成させる。 

 

〈推奨答案〉 

多くの生徒が多様な職業を志望する近代の大衆学校では、少数の教師後継者しか教師的人間像を受け

いれないため、後継者見習いの関係が成り立ちにくいということ。７５ 

 

 

〈採点基準 ⑤点〉 

多くの生徒が多様な職業を志望する        ② 

   （教師後継者ではない は①点） 

近代の（大衆）学校では、          （ないと減点） 

教師的人間像を受けいれる子どもは少なく、    ② 

    （理想化or普遍化する） 

後継者見習いの関係が成り立ちにくいということ。 ① 

 

 

〈駿台の解答〉３／５ 

教師が押し付ける人間像を、教師後継者ではない近代大衆学校の生徒は、普遍的、理想的なもの

として受け入れないということ。58 

＊重要な論点を落としてはいるが、合格点。実際、制限時間内では、このくらいを目指すの

も大切。（一）を完璧に書いて、（二）を白紙で出す、などという処理の仕方は評価されな

い。すべての問題を〈３／５〉で切り抜ける、という手段は得策なのである。 

 

〈東進の解答〉５／５ 

生徒の志望が多様化した近代では教師的人間像の普遍化・理想化を図り、その受容を生徒に強要

することは困難で、かつての後継者養成という共同的関係は成立し難いこと。78 

＊「生徒の志望が多様化」という語が出てきたのは、前々段落の「工場の技師、商社のセー

ルスマン、ふつうの社会人を志望する」という具体例を一般化したからである。「普遍化・

理想化を図る」という〈圧縮〉も見事。「受容を生徒に強要することは困難」という表現

も、例示的な直前部分を上手にまとめている。論点の拾い出しとしては非の打ちどころが

ない解答であるが、字数は長い。 

 

〈河合塾の解答〉４／５ 

生徒が様々な職業を志望する近代の学校では、教師が理想とする人間像を押しつけても受けいれ

る生徒は少なく、かつてのような学習の共同体が成立しにくいということ。77 

     ＊東進の解答同様、「様々な職業を志望する」という表現が上手い。また、「押しつけたと

しても」という仮定的文意になっているところが上手い。ただし、「後継者」という語は
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〈キーワード〉として取り込んだほうがよいので、それがないのはマイナス１点。また、

字数も長い。 

 

＊河合塾の答案が「仮定的」になっているところがなぜ上手なのかという点について説明しておこう。

次のような答案は、「ＮＧ答案」である。 

 

〈ＮＧ答案〉 

近代において、教師は、教師的人間像を普遍的な理想的人間像であるかのように思いなして子ども

におしつけてしまい、それを受け入れない子どもに、だめな人間というレッテルをはってしまうと

いうこと。 

 

このように書いた場合、部分点をもらうことはできない。なぜなら、本文でのこの部分の主語は「教

師は」ではなく、「とりわけ
．．．．

学問好きの教師は」であるからである。「とりわけ」は「特に」という意

味である。教師的人間像を普遍的な理想的人間像であるかのように思いなして子どもにおしつけ、受

け入れない子どもに「だめな人間」というレッテルをはってしまうのは、「教師全般」ではなく、「特
．

に
．
学問好きの教師」の行動なのである。 

ということは、「おしつける」とか「レッテルをはる」といったような表現は、近代における一般的
．．．

な教師の行為そのもの
．．．．．．．．．．

というよりも、その最も典型的な教師の突出した行為
．．．．．．．．．．．．．．．．．

であると読解できる。 

 

そのことから、 

 

（とりわけ学問好きの教師は、自分と似た学問好きの生徒を依怙ひいきして、しかもそれを正

当なことだと考える。教師的人間像を普遍的な理想的人間像であるかのように思いなして、そ

れを子どもにおしつける。そしてそれを受けいれない子どもに、だめな人間というレッテルを

はってしまう。）         

 

というの部分は、答案に生かすにしても、あまり字数を用いないように気をつけたい。 

  仮に使用するにしても、〈河合塾の答案〉のように、（  ）部の内容は仮定条件のように書いた

ほうが、（  ）部を例示として理解している
．．．．．．．．．．．

ということが伝わる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



p. 12 
 

（四） これぞ随想！ 難問 

 

 他の設問には書かれていないのに、この設問にだけ「わかりやすく」という付帯条件があるという

ことは、「本文の表現からだけでは正解を記述できない」ということを意味している。もちろんこのよ

うな付帯条件がなくても、文脈から正解を推論しなければならない問題はありうるが、書かれていれ

ばなおのことそうである。 

 また、傍線部全体を問うているわけではなく、「子どもへの理解を無限に強いられる」という部分の

みが焦点化されていることにも着眼しよう。この問いは、この部分を中心的に聞いてきているわけで

ある。さて、この部分で「わかりやすさ
．．．．．．

」が求められている箇所はどこだろうか。「わかりやすくせよ」

と言うからには、問われている部分に「わかりにくい」表現がなければおかしい。その観点で最も考

えなければならないところは「無限」であろう。「無限」とは、「きりがない」ということであるから、

なんとなくで読んでしまうと、「子どもへの理解をずーっと強いられる」というように読解してしまう

可能性がある。しかし、そのように、「無限」を時間的な意味合いで解釈してしまうことは誤読である。

もしも「これからずっとそうなる」という意味での「無限」であるならば、この傍線部の別箇所
．．．

に、

わずかでもそれを支える根拠が存在するはずである。ところが、それがない。また、本文全体を鑑み

ると、「これからずっと子どもへの理解を強いられる」という文意は、矛盾が生じるほどではないが、

やや「暴論」の域に入っていってしまう。なぜならば、「教師の側が子どもを理解しなければならない」

世の中になってきたのは、「近代」に入ってからなのである。「中世はそうではなかった」ときっぱり

書いてある。ということは、「子どもへの理解を強いられる」状態は、せいぜいここ 100 年くらいの

出来事なのである。その、「ここ100年くらいで発生した状態」に対して、「永続的に（すなわち無限

に）それが続く」と判断するのは、早計であろう。数年後に大きな社会変革があり、「学校に通う子ど

もがみんな文筆家を目指す世の中」が来ないとは限らないではないか。 

 以上のように、「文全体」で判断していけば、ここでの「無限」は「時間」に対してのものではない

ことがわかる。では何なのか？ ――これは、量・程度に対しての「無限」なのである。つまり、「数

えきれないほどいっぱい
．．．．

ある」という意味での無限なのである。何がいっぱいあるのか？ ――「子

ども」である。より正確に言えば、「ひとりひとり異なる子どもの個性」である。最終段落の２つ前の

段落に、「工場の技師や商社のセールスマン、あるいはふつうの社会人を志望する生徒」という例示的

表現があったことに着眼しよう。ここは、生徒の志望が多様化
．．．．．．．．．

したことを意味している。多様化した

からこそ、数ある生徒に対し、そのすべての多様性を見なければならなくなったのである。したがっ

て、「多様」という表現を書き込むことができれば、「わかりやすく」説明したことになるだろう。ま

たは、「個性」という表現をしてもよいだろう。「多様」という表現も「個性」という表現も本文には

ないが、「わかりやすく」という設問の付帯条件を加味すれば、むしろこのくらいの「作文」ができた

ほうがよいことになる。河合塾の答案には、「多様」も「個性」もある。このように、ある程度自分の

言葉で答案を作成しなければならない場合での河合塾の答案は、たいてい見事である。 
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〈推奨答案〉 

後継者養成の機能が失われた中、（教師が）子どもの自発性を尊重しつつ、意図する方向へ導くた

めには、すべての子どもの個性を見出す必要に迫られるということ。7３ 

    ＊主語が「教師」であることは、設問の状態から考えて自明であるため、 

答案に出さなくてもよい。 

 

 

   線部は、「子どもへの理解を無限に強いられる」という箇所に対して、解答の「核心」に該当

する箇所である。 

他方、「後継者養成の機能が失われた」という箇所は、傍線部（エ）における「子どもを社会人に育

てあげる能力を失った」という部分に対する説明である。近代の学校が失ったのは、「後継者を養成す

る環境」なのである。さて、そのような中で、「子ども一人一人の個性を発見していく」必要があるの

はなぜなのか？ 

――それは、「学校である以上、教育をしなければならないから」である。そのことを本文から拾っ

たのが、「子どもの自発性を尊重しつつ、意図する方向へ導くため」という箇所である。これは、近代

の「教育のあり方」なのだ。このようなことが目的とされているからこそ、   線部のようなこと

をしなければならなくなる。つまり、「教師が子どもの自発性を尊重しつつ、意図する方向へ導くため

には」という箇所は、答案の核心に対して、密接につながる「前提」として機能している。したがっ

て、解答にも書き込むことになるのだ。 

 

〈駿台の解答〉４／５ 

後継者養成の機能を喪失した結果、近代の学校教師は、子どもごとの自発性を尊重しつつ教育す

る技術を要するということ。56 

＊「意図する方向へ子どもを導く」という内容を、「教育」という表現に「圧縮」している

が、字数に余裕があるので、そのまま書いたほうがよいだろう。 

 

〈東進の解答〉２／５ 

もはや後継者でもなく方法自覚的な働きかけの対象たる子どもをその自発性を尊重しつつも意図

する方向へ誘導すべく、教育の諸技術の工夫を続けねばならぬということ。77 

＊「無限」を、時間的概念で処理してしまっている。東進にしては珍しい失点。 

 

〈河合塾の解答〉５／５ 

近代では大人の仕事を見習うという前提が失われている以上、教師の意図する方向に多様な子ど

もを導くためには、その個性を徹底的に見つめるしかないということ。75 

＊「わかりやすく」という条件を最も上手くクリアしている。秀逸。 
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     ◇ 

 

この随想の問題４つは、知っておきたい「ルール」を確認するのに適しているため、集中して解き

たい。「必ず答えが出る」という点できわめて良質であり、かつ様々な「仕掛け」が施されている。文

章自体も興味深い内容である。ここまでいろいろと「詰まっている」問題は珍しいくらいである。 

この年は、（一）で立ち止まってしまい、（二）（三）（四）にまったく時間がとれなかった受験生が

続出した。しかし、「ちょっとやっかいだな」と思う問題は、思い切って後回しにする勇気も必要であ

る。その意味でも、「記述」に関していえば、通読してから解いていく姿勢が基本である。 

 

 

〈おまけ〉 

今の「学校」という場所は、どこに行ったとしても、「キャリア教育」というものを推進している。

そこでは、「将来なりたい自分」を自発的に
．．．．

考えさせることを基礎としている。にもかかわらず、「工

芸品の職人になりたい」とか「カーリングのオリンピック選手になりたい」などと言った場合、「うー

ん、大学は行ったほうがいいよ」と言われることになる。結局教師は、「大学」という場所に生徒を誘
．

導する
．．．

ことになる。現代の日本では、大卒でないと可能性が閉じられる環境も多いため、そのような

指導になるのは仕方のないことではある。仮に子どもが「花屋さんか心理士になりたい」と言ってき

た場合、「心理士」のほうは大学に行かないわけにはいかないので、片方の可能性を消滅させないため

にも、「大学へ行きなさい」と助言することになる。加えて、教師は必然的に大学を出ているので、「高

卒」という世界を知らない。その意味でも「大学へ行く」という、経験上助言しやすい場に生徒を誘

導するしかなくなるのである。そういった事情により、現代の教育環境は、自発的に将来像を意識さ

せるにもかかわらず、結局は大学へ誘導する、という、やや異常ともいえる事態に陥っている。「教師」

が「教師」という役割にはまりこみ、同時に「生徒」が「生徒」という役割にはまりこんでいると、

この状態が「ちょっと屈折しているなぁ」と思うことはない。「当たり前のこと」と流してしまう。そ

の「学校環境」を外側から客観的に眺めると、「たしかにちょっと妙なことになってるよね」と観察す

ることができる。このような課題文を読解する意義は、自分自身の今いる環境を「客観視」すること

の大切さを知ることである。そのうえで、「そうだ！ 学校はおかしい！ 結局は自発性を尊重してい

ない！」などといきりたつのではなく、そうせざるをえない歴史的な事情や、環境的な事情を鑑み、

少しでも改善させていくにはどういう方針が立てられるのか、ということを考察することが大切なの

である。 

ただし、そういった冷静な改善案を考察するのは、一般的には大学生の仕事である。高校生の仕事

はまずは「客観視」なのである。そのため、「大学入試」では、まずは「客観視」ができるかどうかを

問うのである。そこから一歩進むと、「小論文」や「自由英作文」になる。それらを出題する大学は、

「客観視」から一歩進んだ「仕事」を、こなしていく能力があるかどうかを試しているのである。そ

のため、理想的には
．．．．．

、すべての大学の入学試験に、「論文」があるべきなのである。「客観視⇒意見提

示⇒議論⇒議論⇒議論（無限ループ）」という営みが大学の「仕事」なのであるから、その能力を入学

前に見ておくことが、本来の「入試」であろう。しかしながら、受験という世界があまりに大規模に

なりすぎてしまっているために、客観視の能力を問うまでが限界となっているのが、現状なのである。 

 

（以下余白） 


