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日曜講座で扱った内容や問題が、今年も ICU 一般入試で多数出題されました。実際にどの箇所が授業

で学んだ内容と同じなのか、詳しく紹介します。左が 2013 年度 ICU 入試人文科学の本文と設問、右が

2012-13 年 ICU 受験対策講座で扱った内容です。比べてみると、日曜講座に通っていた受験生が、入試

問題と同じ内容をいかにたくさん授業で学んでいたかが分かるでしょう（完全的中が６問！）。 

的確な傾向分析を踏まえた抜群の対策授業が日曜講座の特長。日曜講座でしっかり学んで、ICU 合格

をつかもう！ 
【01】聖書の重要場面（禁断の実） 

旧約聖書の『創世記』に、神がアダムに「善悪の

知識の本」の実を食べてはいけないと命じる記述が

あるが、その記述にはタブーの持つ力を明確にし、

思想的に対自化しようとするモティーフを読み取

ることができる（本文第 1 節）。 

神はアダムを自ら似せて作り、エデンの園に住ま

わせた。ここでは、イブが誕生し、禁断の実を食べ、

神にみとがめられ、楽園から追放されるなどの複数

のシーンが 1 枚の絵の中に収められている（＝異時

同図法）。 

蛇（serpent）にそそのかされてイブが禁断の知

恵の実を食べたために、二人は楽園を追われる（＝

失楽園, Paradise Lost）。画中、彼らを追い払って

いるのが智天使ケルビム。これが、人間が労働や出

産で苦しみ、死ぬようになった理由、つまり原罪で

ある。その後、二人はカイン、アベル、セトらをも

うけた。 

（１学期 人文科学⑤テキスト、2012 年 6 月）

【02】古代ギリシアの哲学（タレスの思想） 

アリストテレスが最初の哲学者とみなしたイオ

ニア学派の創始者タレスは、万物のアルケー（始

源・原理）は水であると主張したとされる（本文第

1 節）。 

ここにはじめて固有名詞のついた思想が登場す

る。このギリシアの「哲学革命」の発端に立ってい

るのが，ミレトスのタレス（前 624 頃～前 546 頃）

である。彼は万物の「根源」（アルケー）を端的に

「水」であるとし，すべてのものをこの水が千変万

化することによって説明した。 

（春期講座 人文科学テキスト、2012 年 3 月）

タレス 「万物の根源は水である」 

（夏期講座･２学期 リベラルアーツ対策 テキスト）

今年も数多くの問題が的中！ 

【ＩＣＵ･人文科学】 



2 
 

 
【03】日本の国生み神話（『古事記』） 

それは擬人化された神による世界創造の神話と

はまったく異質というべき思考をもたらした（本文

第 1 節）。 

問 38．擬人化された神による世界創造を語っている

物語は次のどれか。 

a. 『古事記』     b. 『平家物語』 

c. 『万葉集』     d. 『魏志倭人伝』 

詔伊邪那岐命、伊邪那美命、二柱神、修理固成是

多陀用幣流之國、賜天沼矛而、言依賜也（『古事記』）

（１学期 人文科学①資料、2012 年 4 月）

【04】古代ギリシアの自然観（「ピュシス」） 
タレスにとって因習を打ち破る根源的な意味で

の道徳的概念であったはずの自然が、アテナイのソ

フィストたちによって完全に道徳や規範と切り離

され、本能的な人間の欲求として理解されたのであ

る。彼らは、自然（physis・ピュシス）と規範（nomos・

ノモス）を峻別し、規範が自然に反するものである

と主張した（本文第 2 節）。 

まず外来の概念である名詞形の自然の語義をヨ

ーロッパ語の中で，特に古いギリシア語の中でみて

みよう。 
 アリストテレスは『形而上学』の中で，自然すな

わちピュシス（physis）が当時どのような意味をも

って使われていたかを述べているが，それによる

と，事物の生成因（たとえば植物の種子），事物の

始動因，あるいは物の根源的資料などの意味があっ

たことがわかる。 
 ここでみうけられる傾向は，事物に対して分析的

でありかつ遡及的であるということで，中国や日本

の「自然」や「おのづから」が語感としてもつもの

とは異なることに気づく。 
（２学期 人文科学⑥テキスト、2012 年 12 月）

【05】ソクラテスの哲学（「無知の知」） 

ソフィストたちは自分の欲望の充足が善である

ことに疑いを持とうとはしなかった。「無知の知」

という有名な標語によって、ソクラテスはソフィス

トたちが、自分が本当には知らないことを知ってい

ると思い込んでいる事態を告発したのである（本文

第 2 節）。 

 「無知の知」が人間の真相であり，またそれを知

ることによってこそひとは傲慢におちいることな

くよく生きることができる。そのことに気づいたソ

クラテスは，相手かまわず問いを投げかけ，相手の

答えを吟味してその誤りや不備を明らかにする「問

答（エレンコス）」にあけくれる。 
（夏期講座 人文科学①テキスト、2012 年 7、8 月）

完全的中！ 
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【06】ニーチェの哲学（キリスト教批判） 

…キリスト教道徳を批判したニーチェにしろ、既

存の価値観に最も過激な批判をむけることで、道徳

の本質に迫ろうとした（本文第 2 節）。 

ニーチェは，ギリシア以来の哲学，いまなおヨー

ロッパで力を持つキリスト教を根底から否定する

「反哲学」を打ち出すとともに，20 世紀以降の哲学

的思索の成立する地平を切り開いた。 

（中略）こうして，武力や知力で勝負にならない場

合に，「道徳的」尺度をもちこみ，相手に対して心

理的優位にたって，溜飲を下げようとする態度から

生まれたのが「善悪」だ，とニーチェは言う。その

根底に在るのは，“強者・勝者”に対する“弱者・

敗者”の「妬み」「怨念」（ルサンチマン）にほかな

らない。 

（２学期 人文科学⑦テキスト、2012 年 12 月）

【07】古代ギリシアの自然観（「ピュシス」） 

問 2．ピュシス（physis）という語と関係の深い語

はどれか。 

a. 物理学 

b. 哲学 

c. 心理学 

d. 数学 

アリストテレスの著作『形而上学』はどんな著作

の「後」に編集、設定されたものか。正解は d であ

る 。 p.10 l.129- を み る と 、『 形 而 上 学 』 が

『（      ）（フィジカ、ピュシスの学）』の

「次の巻」として編集された、とある。p.7 l35-によ

ると「ピュシス」は「自然」という意味だから、こ

の本は『自然学』である。物理学は英語で physics
というが、形而上学は metaphysics（meta は「上」

や「後」を意味する接頭辞）である。 

（夏期講座 人文科学①解答解説 2012 年 7、8 月）

【08】人文科学の重要概念（「演繹・帰納」） 

問 6．空欄（Ａ）に適当な言葉は次のどれか。 

a. 仮説的 

b. 演繹的 

c. 帰納的 

d. 類比的 

21．空欄（ウ）に入る言葉として適切なものはどれ

か。 
 a. 演繹される   
 b. 帰納される 
 c. 仮定される    
 d. 特殊化される 

（一学期 人文科⑥学テキスト、2012 年 6 月）

a の「演繹」は、一つの仮定や法則に基づいて別

のアイディアを導出したり、現象を説明したりする

ことをいう。b の「帰納」は、その反対語で、複数

の事象やデータから一つの概念を構成したり、包括

的な法則を推定したりすることをいう。 
（１学期 人文科学⑥解答解説、2012 年 6 月）

完全的中！ 

完全的中！ 
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【09】哲学者の代表的主張 

問 1．原子論に近い立場の理論を主張した哲学者と

その代表的主張はどれか。 

a. ヘラクレイトス「万物は流転する」 

b. モンテーニュ「私は何を知っているか」 

c. ヘーゲル「現実的なものは理想的である」 

d. ホッブス「万人の万人に対する戦争」 

ヘラクレイトス 
  「万物は流転する（パンタ・レイ）」 
モンテーニュ 
  「我何をか知る」『エセー』 
ヘーゲル 
  「理性的であるものこそ現実的であり，現実的

であるものこそ理性的である」 
ホッブス  

  「万人の万人に対する闘争」『リヴァイアサン』

（夏期講座･2 学期 リベアルアーツ対策）

【10】人文科学の重要概念（「ア・プリオリ」） 

問 9．「ア・プリオリ」の意味として適当なものはど

れか。 

a. 肯定的 

b. 否定的 

c. 先天的 

d. 後天的 

（選択肢）d で重要なのは「アプリオリな観念」と

いう言葉ある。アプリオリとは先天的とか超越的と

いうような意味で、後天的・経験的を意味するアポ

ステリオリと対になる概念である。例えば「三角形

の内角の和は 180 度である」というのはアプリオリ

な命題である。これに対して「今日の天気は晴れで

ある」という命題はアポステリオリである。前者の

真偽は経験に関係なく決まるが、後者は観察によっ

て確認される必要がある。 

（２学期 人文科学②解答解説、2012 年 5 月）

次の言葉の意味として正しいものを選びなさい。 

(1)デカダンス (2)レトリック (3)ア・プリオリ 

(4)ジレンマ  (5)ペーソス 

(a)なんとなく身に迫ってくるもの悲しい感じ。 

(b)二つの事柄の間で，どちらとも選択しかねて，

板挟みになっている状態。 

(c)修辞学。雄弁術。また巧みに表現する技法。 

(d)先験的・先天的。経験によらない認識や概念。

(e)退廃的・虚無的で，反社会的な傾向。 

（１学期 リベラルアーツ対策 小テスト）

 

完全的中！ 

完全的中！ 
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【11】中国思想の重要概念（「道」） 

問 35．中国思想を代表する理論で、人間関係の規範

から宇宙の根本的な規律や原理までを幅広く意

味する概念は次のどれか。 

  a. 儒 

  b. 義 

  c. 気 

  d. 道 

これらのうち、ギリシア哲学は理論的、インド哲

学は形而上的、中国哲学は実践的という大まかな性

格の違いはあるが、しかし、いずれもそれ以前の神

話的・呪術的世界観を克服して、合理的思索に徹す

るとともに、日常的・個別的なものをこえた普遍的

なもの（ギリシアでは「ロゴス」、インドでは「ダ

ルマ」、中国では「道」）を志向し、この世界全体を

統一的・体系的に把握し、そのなかにおける人間の

位置を自覚しようとするものであった。 

（春期講座 人文科学テキスト、2012 年 3 月）

おそらくこの天─天下概念が，君・国に対する上

位概念としてあったという中国に独自な思想状況

や，天や道のはたらきを公（公平･公正）とする老

荘家の思想の影響もあって，『筍子』『韓非子』など

の道義的な公私観が生みだされ，『呂氏春秋』の上

の一節ともなったと考えられる。 

（２学期 人文科学⑦テキスト、2012 年 12 月）

【12】西洋美術史の重要概念（「シュルレアリスム・キュビズム」） 

問 39．芸術思想の領域において、慣習や習慣に批判

的でないものは次のどれか。 

a. シュルレアリスム 

b. アカデミズム 

c. ポスト構造主義 

d. キュビズム 

 

 

 

そして，ダヴィッドが彫刻的なものの名において

フラゴナールに反抗したのと同じような仕方で，セ

ザンヌと彼の後継者であるキュビストたちは印象

派に反発した。 

（２学期 人文科学②テキスト、2012 年 9 月）

図１５ キュビズム 

  アンリ・マティス 『ダンス』(1919) 

（図版省略） 

図１７ シュールレアリスム 

  サルバドール・ダリ『目覚める一秒前に石榴の

まわりの飛ぶ蜂によってひきおこされた夢』

(1944) 

（図版省略） 

（２二学期 人文科学②資料、2012 年 9 月）

 

完全的中！ 
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日曜講座で扱った内容や問題が、今年も ICU 一般入試で多数出題されました。実際にどの箇所が授業で学んだ内容と同じなのか、詳しく紹介し

ます。左が 2013 年度 ICU 入試･リベラルアーツ適性の出題、右が 2012-13 年 ICU 受験対策講座で扱った内容です。比べてみると、日曜講座に通

っていた受験生が、入試問題と同じ内容をいかにたくさん授業で学んでいたかが分かるでしょう。 
的確な傾向分析を踏まえた抜群の対策授業が日曜講座の特長。日曜講座でしっかり学んで、ICU 合格をつかもう！ 

【01】言語的素材 

 

濡手で粟：一攫千金 :: 六日の菖蒲、十日の菊： 

｛ ａ．森羅万象  ｂ．美辞麗句  ｃ．栄枯盛衰  ｄ．夏炉冬扇 ｝ 
（夏期講座 一日特訓 諺･四字熟語 テキスト） 

【02】言語的素材 

 

 

 第一次世界大戦：ヴェルサイユ条約 :: 三十年戦争： 

 a. ウエストファリア条約 

 b. ネルチンスク条約 

 c. サンフランシスコ条約 

 d. パリ条約 

（直前講座 リベラルアーツ対策 テキスト） 
【03】数量的素材 

 

主な酸 

塩酸 HCl  硫酸 H２SO４  硝酸 HNO３  酢酸 CH3COOH 

主な塩基 

水酸化ナトリウム NaOH  水酸化カルシウム Ca(OH)2 

アンモニア水 NH3＋H2O または NH4OH 

（２学期･直前講座 リベラルアーツ対策 テキスト） 

今年も数多くの問題が的中！【リベラルアーツ学習適性】
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【04】数量的素材 

  
（１学期・直前講座 リベラルアーツ対策 テキスト） 

【06】分析的素材 

 

 

 
（夏期講座 リベラルアーツ対策 テキスト） 

 


