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日曜講座で学んだ内容や問題が、今年も ICU 一般入試で多数出題されました。ICU に行きたいけど、勉強の進め方

がよく分からないという方、「日曜講座ではどんな授業をしているの？」と興味のある方、また「本当にたくさん的中

したの？」と思った方のために、実際の入試問題と対策講座の内容を比較してみたいと思います。 

 

左が 2014年度 ICU 入試（人文科学・社会科学）、右が 2013-14年 ICU 受験対策講座（人文科学・社会科学）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、いかに多くの入試問題と同じ内容を学んでいたかが分

かるでしょう。特に今年は、直前にずばり予想していた通りのテーマが出題されました。また授業で取り組んだのと同

一の問題（完全的中）も、５問ありました。 

 

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】東西交流史 

【入試本文】 

漱石は、明治維新の前年に生まれ、文明開化の歩みと共

にした。この時代には西洋文化が急激に流入し、さまざ

まな社会的、文化的な変化とともに、人々の精神的変化

をもたらし、なかでも個人主義思想の影響は大きかった。

漱石は、そうした西洋化の中で自らが経験した内面的葛

藤と発見を、若い大学生たちに熱く語ったのである。 

 

 

 

（社会科学 第 2節「夏目漱石の学び」の本文） 

 【対策講座】 
なお、今回の資料と類題（東西交流史）になる過去問と

して、人文科学の 2006年度、社会科学の 2012年度を指

摘しておきたい。前者は明治の日本からアメリカ、ヨー

ロッパを視察した久米邦武、後者はヨーロッパから江戸

時代の日本を訪問したケンペルを主題としている。また、

ハーン（小泉八雲）自身は 2011年度人文科学の問 36で、

帰化した人物として適切なものはどれかという問題で言

及されている。 

 

（直前講習 人文科学・解答解説、2014年 1月） 

 
 

【コメント】 

14 年 2 月の入試当日は大雪で、多くの受験生が行き帰りに苦労させられました。実は、その 1 週間ほど前の直前講座

では、「今年の入試には東西交流史が出る！」と受講生の前で予想していました。残念ながら予言していた人文科学で

はありませんでしたが、社会科学の方で「グローバル化時代における『個』のあり方」というテーマで夏目漱石の事例

が取り上げられました（自然科学選択の方はごめんなさい）。直前講座では、漱石の東大での前任者にあたる小泉八雲

（ラフカディオ・ハーン）に関する資料を扱い、また類題となる過去問も紹介していました。以下に紹介するように、

資料や設問で登場した【03】オリエンタリズム、【04】クレオール語、【07】ニーチェ、【08】ジャポニスムなどのキー

ワードなども、直前講座で学んでいました。日曜講座の授業を受けて、直前まで手を抜かずに対策していた受験生にと

っては、努力の甲斐があったのではないかと思います。 

今年も数多くの問題が的中！ 

人文科学・社会科学 
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【02】アリストテレス「社会的動物」 

【入試設問】 

1. 資料にある「人間は社会的動物である」と類似した言

葉を残したアリストテレスの人間観として、もっとも

適切なものは次のうちのどれか。 

 

b. 理想は実体のない形相に過ぎないので、人間は現実

のポリスの中で友愛（フィリア）と正義を実現すべ

きである。 

 

（社会科学 問１） 

 【対策講座】 
アリストテレスにとっては，造物主のあり方に似た「幸

福（エウデモニア）」が重要だったが，これは偶然に左右

される「幸福（happy = happen）」ではなく，自分自身
の訓練，修行と，それによって形成される習慣によって

はじめて実現しうるものだった（『ニコマコス倫理学』）。

こうした人間は同時に「社会的動物」であり，それを基

礎に国家共同体が築かれることになる（『政治学』）。 
 

 

（冬期講座 人文科学テキスト、2013年 12月、14年 1月） 

 
【03】サイード「オリエンタリズム」 

【入試設問】 

4. 資料にある「反グローバル化」の例として、最も適切

なものは次のうちどれか。 

 

b. エドワード・サイードは、東洋を非合理的で後進的

であるとする思考様式をオリエンタリズムと呼んで

批判した。 

 

 

（社会科学 問 4） 

 【対策講座】 

しかし異世界に情熱を傾け、精力的な研究を積み重ねて

きた西洋の知識人たちも、植民地支配や人種差別の精神

的構造から決して自由ではなかった。そのことが二十世

紀後半には、しだいに問題として浮上し、強く批判され

ることにもなった。西欧のオリエント研究を糾弾するエ

ドワード・サイードの『オリエンタリズム』（1978）の
ような本が、そういう流れの中で強い存在感をもつこと

になった。 
 

（直前講座 人文科学・テキスト、2014年 1月） 

 
【04】クレオール語 

【入試設問】 

7. 資料にある「現地の言語の特徴をとりこんだ多様な英

語変種」の例として、最も適切なものを選べ。 

 

b. ハイチでは、奴隷の言葉とされてきたクレオール語

で書かれた詩やドラマが抵抗の象徴として見られる

ようになった。 

 

 

 

 

（社会科学 問 7） 

 【対策講座】 

ハーンは南北戦争後のアメリカのカオスの真っ只中で、

ジャーナリストとして自分を鍛えあげた人である。これ

と並行して、フランス文学の翻訳をし、また世界の諸地

域の文献を渉 猟
しょうりょう

しながら、豊かな物語世界を構築し、

世界の文学に対する広い視野を養った。そういう経歴の

なかで、ニューオリンズでクレオール語とその世界に出

会い、西洋文明に対する批判を強め、合衆国を脱出して

マルティニック島に住み、ついには日本にたどりついた

のである。 

 

（直前講座 人文科学・テキスト、2014年 1月） 
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【05】マララ・ユサフザイ 

【入試設問】 

10. 資料にある「個人の内面のグローバル化」に該当す

るものを、次の中から選べ。 

 

d. 日本人の高校生が、マララ・ユスフザイさんの国連

での演説を聞いて、大学で学ぶ意義を見つけたこと。 

 

 

（社会科学 問 10） 

 【ICU模試】 

38．マララ・ユサフザイ（1997年生まれの女性）につい

て述べたものとして適切なものはどれか。 
  
 b. 勇気ある女性と国際的に称賛され、2013年 7

月には国連本部で教育の重要性を訴える演説

をした。 
  
 

（2013年度第 2回 ICU模試 社会科学 問 38、 

2013年 12月） 
 

【06】明治維新とキリスト教 
【入試設問】 

13．漱石が生まれた明治維新当初は、国民に対する「五

榜の掲示」でキリスト教が禁止されていたが、1873年

には明治政府はその高札の撤去を布告することになっ

た。その理由として、最も適切なものはどれか。 

 

 b. 西欧文明と一体不可分の宗教なので、文明開化政策

と矛盾したから。 

c. 五箇条の御誓文には、キリスト教禁止が明示されて

いなかったから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会科学 問 13） 

 【対策講座】 
17．宗教と人権の関係に関する出来事について述べたもの
として適切でないものはどれか。 

 
 a. 日本では五箇条の御誓文で江戸時代まで禁止さ

れていたキリスト教の信仰が認められるように

なった。 
 
17．（前略）江戸時代にはキリスト教の布教は禁止され、キ
リシタンは絵踏や寺請制度を通して弾圧されたが、明治

時代には信教の自由が一応認められ（大日本帝国憲法第

28 条）、キリスト教の布教や教育も活発に行われるよう
になった。けれども、明治の初期にはまだキリスト教は

禁止されていた。1868年に新政府が発表した五榜の掲示
（五箇条の御誓文とは別）では、三番目でキリスト教が

まだ禁止されていた。そのほかの選択肢はいずれも適切

である。政教分離や信教の自由に関する出題は、人文科

学（2005年、10年）、社会科学（2008年、12年）いず
れでも頻出なので、これらの選択肢の内容はよく理解し

ておこう。 
 

（冬期講座 人文科学テキスト・解答解説 問 17、2013年 12月、

14年 1月） 

 
1873年 キリシタン禁制高札、撤去 

 

（直前講座 人文科学ノート、2014年 1月） 
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【07】ニーチェ「神の死」 

【入試設問】 

17. 夏目漱石が『吾輩は猫である』の執筆時に影響を受

けたとされるニーチェの著作について、正しい記述は

どれか。 

 

d. 『ツァラツストラはかく語りき』において「神は死

んだ」と宣言して、キリスト教の神に代わる超人を

理想とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会科学 問 17） 

 【対策講座】 
ハーンは、しばしば蟻の〈社会〉こそ、理想的な社会で

はないか、とまじめに考えた。フリードリッヒ・ニーチ

ェ（1844-1900）の〈超人〉について語ろうとした講義

録のなかでも、ニーチェについてはほとんど語らずに、

現在の人間社会よりもはるかに理想的な社会を、蟻をモ

デルにして語ったのである。 

（直前講座 人文科学・テキスト 2014年 1月） 

 

すなわち「神殺し」，1880年代になってフリードリッフ
ィ・ニーチェの名前とむすびついて意識される「神の殺

害」である。『悦ばしき知識』（1882）のなかでニーチ
ェはのべる，「神は死んだ！ 神は死んだままだ！ そ

れもおれたちが神を殺したのだ！ 殺害者中の殺害者で

あるおれたちは，どうやって自分を慰めたらいいのだ？ 

世界がこれまでに所有していた最も神聖なもの最も強力

なもの，それがおれたちの刃で血まみれになって死んだ

のだ」，と。 
 

（一学期 人文科学・テキスト 2013年 6月） 

 
 

【08】ジャポニスム 
【入試設問】 

33. 資料に「浮世絵に描かれた富士山は西洋の芸術の発

展に顕著な影響をもたらした」とあるが、富士山が描

かれた浮世絵の影響を記述したものは、次のうちどれ

か。 

 

d. 喜多川歌麿の浮世絵を収集していたモネの作品

「ラ・ジャポネーズ」にその影響が見られる。 

 

 

 

（社会科学 問 33） 

 【対策講座】 

27. 次の 4つの絵画のなかで「タヒチの女」を描いたも

のはどれか。正解は dである。読解・知識。標準。a

の高橋由一（1828-1894）は日本最初の洋画家と言わ

れる画家で、本作はその代表作『花魁
おいらん

』である。西洋

文化をいちはやく日本に導入した例である。ｂのクロ

ード・モネ（1840-1926）はフランス印象派の画家で、

本作は『ラ・ジャポネーズ』という。その名の通り、

19世紀後半のフランスで流行したジャポニスムの典

型的な作例である。（後略） 

 

（直前講座 人文科学・解答解説、問 27、2014年 1月） 
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【09】モンテーニュ『エセー』 
【入試設問】 

1. 「随想」は「エッセー」の訳語として使われることが

あるが、そのジャンルの元となった『エセー』を執筆

したのは次のうちの誰か。 

 

a. モンテーニュ 

 

（人文科学 問 1） 

 
 

 【対策講座】 

 

1533-1592 随『エセー』モンテーニュ 

 
 
 
 

（一学期 人文科学ノート②、2013年 5月） 

【10】ボードレール 
【入試設問】 

10. ボードレールと同時代人で、彼自身とも親交のあっ

た思想家もしくは芸術家は次のうちの誰か。 

 

a. ジャン＝ジャック・ルソー 

b. ジャン＝ポール・サルトル 

c. モーリス・ラヴェル 

d. エデゥアール・マネ 

 

 

（人文科学 問 10） 

 【対策講座】 

 

1717-1768 記『告白』ルソー 

1821-1867 詩『悪の華』ボードレール 

1905-1980 小『嘔吐』サルトル 

 「じゃ、これが地獄なのか。こうだとは思わなかった。

二人ともおぼえているだろう。硫黄の匂い、火あぶり

台、焼き網なんか要るものか。地獄とは他人のことだ」

（サルトル「出口なし」） 

 

（一学期 人文科学ノート②、2013年 5月） 

 

 

【11】ゴーギャン 
【入試本文】 

そのゴーギャンは、詩人のシャルル・モリスに宛てた手

紙（1901年）に書いている。「〔画家の〕ピュヴィス〔・

ド・シャヴァンヌ〕は、自分の考えを説明するが、それ

を絵に描くことはしない。彼はギリシャ人だ。いっぽう

僕は野蛮人だ。首輪なしに森にいる狼だ（後略）」 

 

 

 

（人文科学 第 3節「野蛮性」の本文） 

 【対策講座】 

27. 次の 4つの絵画のなかで「タヒチの女」を描いたも

のはどれか。正解は dである。読解・知識。標準。（中

略） dのポール・ゴーギャン（1848-1903）はフラン

スのポスト印象派の画家で、本作は『タヒチの女』と

いう。タヒチは南太平洋（ポリネシア）にあるフラン

スの植民地で、西洋文明に疲れたゴーギャンはが楽園

を求めて渡航した場所である。 

 
（直前講座 人文科学・解答解説、問 27、2014年 1月） 
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【12】幽玄 
【入試設問】 

30．「幽玄」についての以下の記述のうち、資料の論旨に

照らして正しいものはどれか。 

 

a. 日本の「幽玄」には、哲理的な深遠さがこめられて

いる。 

b.日本の「幽玄」は、情感的、感覚的である。 

c. 忠岑は「写思体」についてはまったく「玄又玄」で

はないとしている。 

d. 日本の「幽玄」には『老子』の「玄」とのつながり

はない。 

 

（人文科学 問 30） 

 【対策講座】 

9. 日本文化における美学について述べたものとして適

切なものはどれか。 

 
a． 「あはれ」は「野暮」の反意語である。 

b． 清少納言が「夏のよる」をよいと感じた感性が

「をかし」である。 

c． 世阿弥の「秘すれば花」という言葉には「わび」

の美意識が示されている。 

d． 芭蕉の「初しぐれ猿も小蓑を欲しげ也」という

句には「幽玄」の美学が表れている。 

 

（一学期 人文科学・設問、問 9、2013年 6月） 

 


