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国語(現代文･古文･漢文) 北海道大学 総合入試【文系】、学部入試【文・教育・法・経済】 

＜総括＞ 出題数 現代文 2題 ･ 古文 1題 ･ 漢文 1題 試験時間   120分 

昨年度は、時間論と国際政治論が出題されたが、今年度は、感覚について論じた文章と文学論とが

出題された。また、設問では、昨年度に引き続き、抜き出し問題が出題された。昨年度の大問二に

おいて、本文前半に引かれた波線部について最後の設問で問われていたが、今年度の大問一でも、

本文中に傍線は引かれていないが、本文のテーマをまとめさせる設問が出題された。大問二がわか

りづらい文章であり、設問も答えにくいものがあったので、全体としては、昨年度よりもやや難化

した。 

＜本文分析＞ 

大問番号 一 二 

出  典 

（作者） 
伊藤亜紗『手の倫理』 小森陽一「吾輩は猫である」（『漱石深読』） 

頻出度合 

・的中等 

最近しばしば入試で使われる出典である。 

河合塾共通テストトライアルで同一箇所、

2021 #2全統記述模試で同一出典を出題。 

入試でしばしば出題される筆者である。 

分  量 

前年比較 

分量（減少・やや減少・変化なし・やや増加・

増加）約4650字 約550増 

分量（減少・やや減少・変化なし・やや増加・

増加）約2700字 約100字減 

難  易 

前年比較 

難易（易化・やや易化・変化なし・やや難化・

難化） 

難易（易化・やや易化・変化なし・やや難化・

難化） 

 

＜大問分析＞ 

大問 ジャンル 設問 設問形式 難易度 コメント（設問内容・答案作成上のポイントなど） 

一 哲学 問一 記述 標準 漢字の書き取り問題。5「寓話」が難しい。ちなみに、

6の「恰好」の「恰」は常用漢字ではない。 

  問二 記述 標準 傍線部の理由説明問題。傍線部Ａの3行後、2ページ

末尾から 3 ページ冒頭、及び 4 ページの 3 行目に基

づき、解答を作成する。 

  問三 

 

記述 標準 

 

傍線部の理由説明問題。傍線部Ｂの 3 行前、及び 3

ページの後ろから6行目の内容に基づき、解答を作成

する。 

  問四 

 

記述 標準 

 

傍線部の内容説明問題。傍線部Ｃ直前を基に、身体に

触れた際の「触覚」の性質を説明する。 

  問五 記述 やや難 「論旨を踏まえて」本文の内容を説明する問題。 

「触覚」の特徴である、「距離のなさ」「時間がかか

る」〈物質的身体としての自己の認識〉を踏まえると

ともに、「触覚」は「重要」という筆者の評価を書く。 
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大問 ジャンル 設問 設問形式 難易度 コメント（設問内容・答案作成上のポイントなど） 

二 文学論 問一 記述 易 抜き出し問題。傍線部Ａの2行前に傍線部Ａと同内容

の部分があり、その直後に「なぜなら」という理由を

示す一文があることに着目する。 

  問二 記述 やや難 傍線部の内容説明問題。傍線部Ｂの一行前を根拠とし

て解答を作成すべきだが、傍線部の「分裂」のニュア

ンスを解答に盛り込むのが難しい。 

  問三 

 

記述 難 傍線部に関する説明問題。傍線部Ｃの「パロディ」が

〈既存の文言や作品を基に、その内容を変えて滑稽味

を出す〉という意味であることを踏まえ、「尊大な」

「吾輩」という自称が、「猫」に結びつくことを説明

する。 

  問四 

 

記述 やや易 傍線部の内容説明問題。傍線部Ｄの2行前や10ペー

ジの5行目などに基づき、解答を作成する。 

  問五 記述 難 傍線部の理由説明問題。傍線部Ｅの「明治の日本語と

いう言語システム」の内容を説明し、傍線部の「奴

隷となる」に繋がるように書く。 

 

※難易度は５段階「易・やや易・標準・やや難・難」で、当該大学の全統模試入試ランキングを基準として判断し

ています。 

 

＜学習対策＞ 

多様なジャンルの文章に触れ、限られた時間と字数条件の中で、的確に解答を作成する能力を養

うこと。また、漢字書き取りで失点しないことも重要なので、日頃から漢字の練習を怠らないよ

うにしよう。 
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国語(現代文･古文･漢文) 北海道大学 総合入試【文系】、学部入試【文・教育・法・経済】 

＜総括＞ 出題数 現代文 2題 ･ 古文 1題 ･ 漢文 1題 試験時間   120分 

平安時代末期から鎌倉時代初期に成立した『古本説話集』からの出題。説話からの出題は2009年度『閑居友』

以来のこと。本文は、彰子入内を祝う屏風歌を詠むことを辞退しようとした藤原公任が、道長の再三の督促

を受けて披露した歌が人々から絶賛され、公任はほっと胸をなでおろしたといったもの。『今昔物語集』の中

にも同様の話が収録されている。設問は現代語訳(3問)、理由説明、人物の具体的な特性の説明、心情説明か

らなる。本文字数は830字程度で、昨年より200字程度減少した。 

＜本文分析＞ 

大問番号 三 

出  典 

（作者） 
『古本説話集』 

頻出度合 

・的中等 

頻出出典、頻出箇所からの出題。 

2021年度冬期講習「古文総合」で扱った本文がそのまま的中 

分  量 

前年比較 
分量（減少・やや減少・変化なし・やや増加・増加） 

難  易 

前年比較 
難易（易化・やや易化・変化なし・やや難化・難化） 

＜大問分析＞ 

大問 ジャンル 設問 設問形式 難易度 コメント（設問内容・答案作成上のポイントなど） 

三 説話 問一 記述 標準 現代語訳。ロ「せ給ふ」の二重尊敬、ハ「名」がここ

では「汚名」の意であること、ホ「え～打消」や「こ

とわりなり」の訳出がポイント。 

  問二 記述 標準 理由説明(30字)。直前の「女院、内裏へはじめて入ら

せおはしましけるに」を踏まえて解答する。 

  問三 記述 標準 人物の具体的な特性の説明(解答欄1行型)。空欄直前

の「此度は誰もえよみえぬ度に侍るめり。～」と空欄

直後の「さりとも～」をヒントにして解答する。 

  問四 記述 やや難 道長たちの期待に応え見事に秀歌を詠んだ公任が、胸

の重荷を下ろしほっとしていることを読み取り、解答

としてまとめる。 

※難易度は５段階「易・やや易・標準・やや難・難」で、当該大学の全統模試入試ランキングを基準として判断し

ています。 

＜学習対策＞ 

 基本的な単語や文法についてしっかり学習し、指示語の具体化や省略されている要素の補いに留意して、

文脈を踏まえた上で、正しく本文を訳出できるような解釈力を身につける必要がある。 

 内容説明や理由説明など典型的な記述型設問に対するトレーニングを積み重ね、問で求められていること

を過不足なく盛り込み、与えられた字数でまとめることができる記述力を身につける必要がある。 

 和歌や俳諧、古典常識などについても基本的な知識を習得しておくことが必要である。 

 



 

                                         © 河合塾 2022 年 

国語(現代文･古文･漢文) 北海道大学 総合入試【文系】、学部入試【文・教育・法・経済】 

＜総括＞ 出題数 現代文 2題 ･ 古文 1題 ･ 漢文 1題 試験時間   120分 

北宋の李昉らの編による『太平広記』からの出題。本文の内容は、墓泥棒の嫌疑を受けた者が、役人から厳

しい拷問を受け、苦痛に耐えかねて盗品の偽造を親族に依頼までし、犯人として死刑に処せられることを望

んだが、真犯人の自首によって冤罪が晴れ、拷問をした役人が処罰されたというもの。裁判に関する文章は

2020年にも『棠陰比事』が出題されている。設問は昨年と同様、語句の読み、ひらがなのみの書き下し、現

代語訳、75字以内の説明からなる。本文字数も200字程度で昨年並みであった。なお本文４行目「容」に付

される返り点は「レ」ではなく「三」である。 

＜本文分析＞ 

大問番号 四 

出  典 

（作者） 
(北宋)李昉等『太平広記』 

頻出度合 

・的中等 
『太平広記』はしばしば出題されるが、当該箇所からの出題は稀。 

分  量 

前年比較 
分量（減少・やや減少・変化なし・やや増加・増加）203字（昨年は199字） 

難  易 

前年比較 
難易（易化・やや易化・変化なし・やや難化・難化） 

＜大問分析＞ 

大問 ジャンル 設問 設問形式 難易度 コメント（設問内容・答案作成上のポイントなど） 

四 説話 問一 記述 やや易 語句の読み。ａ「甚」ｂ「忽」ｃ「以為」ｄ「傍」、

いずれも基本事項。 

  問二 記述 やや難 書き下し。「斯人」「何罪」の読み、「欲」の用法と、

「疑問詞～連体形(＋や)」といった疑問形の理解がポ

イント。 

  問三 記述 標準 現代語訳。「験」の適切な訳出と「之」の具体化が

ポイント。 

  問四 記述 標準 理由説明(75 字)。冤罪の嫌疑を受けた者が、拷問

による苦痛から逃れるため、虚偽の証拠を提出し

てまで死を願ったことを中心に解答する。 

※難易度は５段階「易・やや易・標準・やや難・難」で、当該大学の全統模試入試ランキングを基準として判断し

ています。 

＜学習対策＞ 

 儒家や道家などの思想に関するものや史伝、志怪小説など多様なジャンルの文章が出題されているので、

問題演習を通じてさまざまな文章に触れておくと良い。 

 語句の読みや書き下しで確実に得点するために、基本句形や重要語句をもれなく習得することが大切であ

る。 

 現代語訳問題に対応するため、日頃から漢字の訓読みや熟語化を通して意味を把握する訓練をするととも

に、文章の前後関係をふまえた訳を考える力を身につける必要がある。 

 制限字数75字の記述問題は例年出題されるので、内容を字数内でまとめる練習が不可欠である。 

 


