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大学初年次生の語桑力  

大学で育成すべき「ことばの力」を見定めるために  

島 田 康 行  

1．はじめに  

1．1 本研究の背景  

1998年，大学入試センターは，国立大学の全学部長を対象に，大学生の学力低下に関する調査  

を実施した。その結果，大学生の学力低下のうち特に深刻だと思われる点として，「自主的，主体  

的に課題に取り組む意欲が低い」（鋸．8％），「論理的に思考し，それを表現する力が弱い」（77．3％）  

の2項目が，「基礎科目の理解が不十分」（47．9％）以下を大きく引き離し，多くの学部長によっ  

て指摘された（鈴木他2000）。   

さらに同センターは，2003年12月，全国408大学の600学部に所属する大学数貞を対象として調  

査を実施し，1万人以上から回答を得た（石井他2005）。この調査でも，学力低下の内容として  

最も多く指摘されたのは，1998年の調査と同様，主体性の欠如と論理的思考力の欠如であった。  

そして，これらに続いて「日本語の基礎学力が低い」ことが強く意識されていることが明らかに  

なった。「基礎科目の理解や外国語力よりも，日本語力の欠如が意識されている」（石井他2005）  

ことは注目に催する。   

これ以前にも，小野他（2002）は「高等教育を受ける上での最も重要な基本的能力は学習言語  

力であり，日本の大学生の場合，国語力，つまり日本語力である」と指摘し，調査によって一部  

の大学生の語嚢力が危機的状況にあることを明らかにしていた。石井他（2005）の結果は，そう  

した状況と直面する大学数貞の意識を明確に反映したものと言えるだろう。   

また，2003年に実施された読売新聞社の全国世論調査でも，大学生・大卒者について「知識や  

学力がきちんと身についていないと感じることがある」人が，回答者の70％を占めた。具体的に  

は「筋道立てて考える習慣が身についていない」（53．9％），「分析したり判断したりする能力が身  

についていない」（46．7％），「国語力が身についていない」（44．1％），「自分の考えをうまく表現  

できない」（40．7％）などの問題点が指摘された。ここでもまた，論理的思考力と並んで「国語  

力」の不足が問題視されているのである。   

このように，近年，大学生の日本語の運用能力の不足がしばしば指摘される。同時にまた，こ  

うした能力の重要性が広く認識されるようになり，社会的な要請も高まっている。たとえば，厚  

生労働省が実施した『若年者の就職能力に関する実態調査』（2003）では，企業が大卒者の採用  

にあたって重視する能力として「コミュニケーション能力」（85．5％）が最上位に挙げられ，「基  
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礎学力」（66．9％），「責任感」（66．5％）以下を引き離している。   

大学・短大における，母語としての日本語の運用能力の育成については，積極的な取り組みが  

見られるようになってまだ日が浅い（l）。が，90年代以降，大学設置基準の大綱化にともなうカリ  

キュラム改革や，大学のユニバ…サル化の進行ともあいまって，初年次教育の一環として文章表  

現などに関する科目を取り入れる大学が急速に増え（2），論文・レポートの書き方，さらには討論  

ヤプレゼンテーションの方法などを，学習スキルとして学ぶ授業の実践報告も散見されるように  

なった（3）。   

このような科目が増える過程では，日本語学，日本文学，国語教育学などを専門とする教員の  

ほか，専門にかかわらず，多様な分野の教員が当該科目の担当となり，それにつれて授業の内容  

も多様化していった。その事情について，早くから大学における「日本語表現法」（4）を提案，推進  

してきた筒井洋一は，次のように述べる。  

学問にとって最低限必要なコミュニケーション技法は，「ことば」の専門家だけではなく，ど  

の専門分野の研究者であっても，読む，書く，話す，調べる，の最低限の内容を教えること  

が可能である。教養教育レベルにおいては，専門家でしか教えられない内容はあまりないの  

ではないかと思う。（筒井2005：65）   

この指摘は，各大学でさまざまな分野の教具が担当する「日本語表現法」等の科目で，実際に  

扱われ得る内容の範囲を端的に示すことにもなっている。このような状況について井下（2005）  

が「こうした教育や科目で扱う内容が拡散し，大学で目指すべきことばの力とはいったい何なの  

か，曖昧になっている例もあるように思われる」と述べるのは，的確な現状把撞であろう。   

こうした状況下で，単なる学習スキルにとどまらない，学生が身につけるべき「ことばの力」  

一母語としての日本語の運用能力ーの内容を明確にする作業は，国語教育学をはじめ，日本語学，  

日本文学など日本語に関わる諸分野の協働によってなされるべきである。そこでは，学生が身に  

つけている日本語の運用能力の体系的な調査や，それを踏まえたプログラムの開発が課題となる。  

さらには，高校までにどのような日本語の運用能力を身につけた者を大学に学生として迎えるべ  

きか，そのためにどのような選抜方法が適切なのかといった問題も，改めて取り組むべき課題と  

して視野に収めるべきだろう。  

1．2 本研究の目的   

大学で学生が身につけるべき「ことばの力」の内容を見定めていくためには，入学生がどのよ  

うな「ことばの力」をすでに獲得し，どのような力を未だ獲得していないのかを体系的に確かめ  

ておく必要がある。その端緒として，本稿ではまず，日本語の種々の運用能力の基盤となる語嚢  

力に焦点をあて，ある大学の入学直後の学生を対象に，彼らの語嚢カー語桑を理解する力と適切  

に使う力，またその両者の関係を明らかにする。  
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2．調査  

2．1調査方法   

次に示す手順により，2回に分けて調査を実施した。質問項目（本稿末尾に掲出）は調査票に  

まとめて授業時に配布し，同時間内に回答・捷出を求めた。  

実施時期   

平成16年7月（第1回）   

平成17年6月（第2回）  

調査対象   

平成16・17年度，国立大学法人Ⅹ大学において開講された科目「Y」（母語としての日本語の運  

用能力の育成を目的とする）を履修した4つのクラスの1年次生。  

（第1回）   

04j：選択科目として履修。理系教育観織jを中心とする学生。49名   

04k：必修科目として履修。理系教育組織kの学生。34名  

（第2回）   

05j：選択科目として履修。理系教育組織jを中心とする学生。59名   

05k：必修科目として履修。理系教育組織kの学生。40名   

ちなみに，平成16年度，教育組織jの個別学力試験合格者は，センター試験「国語トⅡ」の  

平均が142．5点，kは127．3点（全国平均114．2点），平成17年度，教育観織jの個別学力試験合格者  

は，センター試験「国語Ⅰ・Ⅱ」の平均が146．2点，kは139．4点。（全国平均119．6点）であった。  

2．2 調査内容   

質問項巨‖ま次の①②に大別される。  

①語嚢の理解力を測る（20問）   

学生が日常的に目にする新聞・雑誌などの文章に普通に用いられる語，また，啓蒙的な書物や  

専門分野の概説書を読むために大学生として身につけていることが期待される語の意味や，漢字  

の読みなどを問う。多肢選択方式（五択）。漢字の読みに関する問いをここに含めたのは，それが  

漢語語嚢の理解への入り口と考えたからである。  

②適切に語句を使う力を測る（20間）   

学生が日常的に日にする新聞・雑誌などの文章に普通に用いられる語を，文脈に応じて適切に  

使う力を測る。求答式。   

①②の各小間は，内容によって次のように分類できる。  

①語嚢の理解力を測る。   

a：漢字の読みを問う。   

b：漢語の意味を問う。  
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c：外来語の意味を問う。   

d：外来語への言い換え（元の漢語の意味を同時に問うことになる）。  

②適切に語句を使う力を測る。   

a：文脈にあった和語を問う。   

b：文脈にあった漢語を問う。   

c：文脈にあった慣用句，四字熟語，ことわざなどを問う。   

d：文脈．にあった外来語を問う。  

3．調査結果  

3．1 語嚢の理解力を測る   

正答率が最も高い「『示唆』の読み」（98．8％）から，最も低い「『薫陶』の意味」（9．8％）まで，  

各間の正答率について年度・クラスによる大きなばらつきは見られない（Fig．1）。正答率の平均  

は全体で59．5％である。個別学力検査合格者のセンター試験「国語Ⅰ・Ⅱ」の平均点が相対的にや  

や低い04kがここでも若干低い値を示している（57．5％）。   

内容を見ると，「漢字の読み」に関する聞い（20，10，11，12）と「外来語の意味」に関する  

問い（6，3，13，1，19，15）の正答率が，全体としては高い。  

「漢字の読み」に関する問いでは，20「示唆（しさ）」（98％，正答率1位），10「啓蒙（けいも  

う）」（97％，2位），11「云々（うんぬん）」（96％，3位），12「所謂（いわゆる）」（88％，5位）  

と，出題した4間すべてが上位を占めている。ただし「云々」や「所謂」の正答率が90％前後と，  

おそらくは実態より高い結果が出ており，出題の形式が多肢選択方式であることを割り引いて考  
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えるべきである。が，それでもなお，今回の調査村象の学生は，書かれている漢字をとりあえず  

「読む」ことについては，入学までに相当なトレーニングを積んでいると言ってよいだろう。ま  

た，この大学の入試制度は，他の多くの大学の入試制度がそうであるように，このような学生の  

選抜によく機能しているとも言えるだろう。  

「外来語の意味」に関する問いでは，6「カテゴリー」（92％，4位），13「ディテール」（86％，  

7位），17「パラドックス」（72％，10位）など，日常よく見聞きする一般的な語の意味について  

の正答率は十分に高い。   

しかし，1「ア・プリオリ」の訳語（58％，12位），19「ペシミスティック」の意味（47％，13  

位），15「ドグマ」の訳語（31％，15位）の正答率は必ずしも高くない。高校の「国語」教科書に  

も散見される語であるが，入学直後の1年次生には十分に定着していない。これらは啓蒙的な書物  

や各分野の概説書などにはしばしば見られる語でもあり，そのような書物に自発的に向かうため  

には必須の語蓑である。   

一方，漢語の意味に関する問い（5，8，14，2，18，9）の正答率は相対的に低い。5「該  

博」の適切な周法（75％，9位），8「具象」の反意語（59％，11位）以外の問いは，正答率が  

50％に達していない。たとえば14「実証」の類義語（31％，14位），2「一義的」の同義語（30％，  

16位）など，身についていることが十分期待されるものについても正答率は低い。   

この結果は，個々の漢字を読むことについては相当にトレーニングを積み，かなりの知識をも  

っているが，漢語の意味について「体系的な」理解が十分にできていない，という学生の実態を  

端的に反映するものと思われる。   

高校までの「国語」の授業では，教材中のいわゆる難語句について，個々の語の読みと意味を  

確認する作業はよく行われている。しかし，それぞれの語を日本語の語嚢体系中に位置づけて，  

対義語・類義語などをはじめとする他の語との関係を併せて学ぶ時間が必ず確保されるわけでは  

ない。たとえば，その語が書き言葉なのか話し言葉なのか，どのような場面や文脈で使えるのか  

使えないのか，意味の類似する別の語とどう同じでどう違うのか，といったことまで実践的に学  

ぶ機会は稀である。大学において，どのような日本語の力をどのように伸ばしていくかを考える  

上では，このような現状も踏まえておくべきであろう。  

3．2 適切に語句を使う力を測る   

語嚢の理解力に比して，全体に正答率（5）は低い（平均38．7％）と言える。その中で最も正答率  

の高かったのは，2「随時」（80．9％）であった（Fig．2）。  

2．新入会員（）募集中。  

→空欄に「時期を定めず，いつでも」の意の漢語を補う。  

その一方で，正答率が20％に満たない問いが6間（1，19，18，15，9，8）あり，最低は8  
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Fig．2 適切な語句の使用  

「コンセンサス」で正答率は5．2％であった。この6間には和語，漢語，四字熟語，外来語がそろ  

って含まれている。  

8．憲法の改正には国民的な（   ）が必要である  

→空欄に「意見の一敦，合意」などの意の外来語を補う。   

また，理解力に比して，クラスごとの正答率のばらつきが大きいという特徴が指摘できる。そ  

して16・17年度とも組織jの正答率が組織kのそれを上回っている（6）。この結果は，センター試験  

の結果との相関を示唆するようにも見える。   

しかし，組織kの内部で比べると，センター試験の平均点が12点以上高い17年度のクラスの正  

答率（33．2％）が，前年度のクラスの正答率（36．6％）を下回っており，一概にそうとは言えな  

いことがわかる。   

また，組織jが選択科目として履修している集団，すなわち言語運用について何らかの興味・  

関心または問題意識をもっていることが予想される集団であるのに対し，組織kは必修科目とし  

て否応なく履修を強いられている集団である。そのような差が調査に臨む態度に，また調査の結  

果にも反映された可能性がある。  

クラスごとの正答率に大きなばらつきが見られたのは，たとえば次の各間である。  

1．新製品の投入でシェアの挽回を狙ったK社の（）は見事にはずれた。  

→空欄に「もくろみ，予想」の意の和語を補う。  

4．サークルの会報に原稿を頼まれたが，…（中略）…以前に書いたエッセイにちょっと手を  

入れたものを載せて（ を ）ことにした。  
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→「その場しのぎに適当なことを言って／書いてごまかす」意の慣用表現を完成する。  

11．このような事態を招いたのも，すべては彼が原因なのに，本人はいっこうに（  ）た  

様子がない。  

→空欄に「悪いことをしたと感じて，気後れした態度をとる」という意味の和語を補う。  

18．被災地は，（）しがたい惨状を呈していた。  

→空欄に「物事のありさまを言葉で言い表す」という意味の漢語を補う。   

このうち，4「お茶をにごす」は，「高等学校教育課程実施状況調査」（国立教育政策研究所教育  

課程研究センター，2002年）でも出題された慣用句である。そのときの設問は「お茶を」に続く  

語句を選択肢から選ぶ形式で，正答率は76．1％であった（7）。今回，調査対象となった学生も，少  

なくとも同程度には「お茶をにごす」という慣用句を知っていると思われるが，問題の文脈中で  

その慣用句を思いついて使用できた者は，全体で40．5％に過ぎなかった。  

「お茶を」に反応して機械的に「にごす」を選ぶことと，文脈に応じて適切に「お茶をにごす」  

という慣用句を使用することとの間には小さからぬ懸隔がある。後者のような適切な言語的相応  

を実際に行うためには，自らの言語運用に日ごろから問題意識をもち，それに基づいて自覚的に  

訓練を重ねることが必要である。このように考えると，語彙を適切に使う力を問う設問への反応  

には，必修か選択かというクラスの性格がより強く反映されていると推測できる。   

さらに，全体を問いの内容別に見ると、「文脈にあった外来語」の問い（16，13，3，17）の  

正答率がやや高い。  

16．優勝の可能性が消え，選手たちの（   ）を維持することが難しくなった。  

→「動機づけ，動機や意欲を与えること」などの意の外来語。  

13．これまでの彼女の（  ）は，工学部牢としては異色である。  

→「経歴，仕事上の経験」をいう外来語。   

3．あの大学のWebサイトは，デザインはよいが（  ）が乏しすぎる。  

→「内容，中身」などの意の外来語。  

17．気鋭の詩人・声楽家・舞踏家の3人が繰り広げる（   ）。  

→「異分野の者同士が，共同で作り上げること。共同作業」などをいう外来語。  

3「コンテンツ」，17「コラボレーション」の二つの語は，町外来語」言い換え提案』（国立国  

語研究所，2006年）によると，国民の理解度がともに25％未満であり，それぞれ「情報内容」「共  

同制作」などの言い換えが提案されている。「コンテンツ」はコンピューターやインターネットの  

普及に伴って，また「コラボレーション」は文化・芸術情動など，さまざまな分野での共同制作  

が盛んに行われるようになって，近年急速に使用頻度の高まった語である。後者には「コラボ」  

という略語まで登場している。両語とも10～20代の世代に限れば理解度は決して低くあるまい。  
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このような語嚢については，相当に目新しい語であっても，文脈に即して使うことができるほど  

に走者している。そして機会があれば積極的に使ってみようという意欲もあるものと思われる。   

一方，同じ外来語でも，前述のように8「コンセンサス」は正答率が著しく低い。「コンテン  

ツ」や「コラボレーション」に比べて古くから使われている語であるが，学生にはなじみがない  

と見える。この両者の差は，それぞれの語を見聞きする頻度，すなわち量的な問題である以上に，  

日ごろの言語活動がどのように行われているのかという質の問題でもあろう。たとえば，所属す  

る集団内で「コンセンサス」を得るような経験自体が不足していれば，また，ある集団の「コン  

センサス」の在りかを見きわめ，議論の中でそれに言及するような経験が乏しければ，当然，そ  

れらの語が使用語嚢として走者する機会も不足することになるだろう。ここで「コンセンサス」  

の代わりに「言い換え語」の「合意」という漢語を問うても結果はあまり変わらなかったのでは  

ないだろうか。   

また，「文脈にあった和語」の問い（6，11，1，15）の正答率は全般的に低い傾向にある。こ  

れら「あながち」「悪びれた」「思惑」「たどたどしい」などは，口頭表現においても文章表現にお  

いても，表現の豊かさを支える語嚢である。おそらくこれらの語の意味が理解されていないわけ  

ではない。ただ，これらの語を使用することが相応しい場に遭遇する機会が稀なのであろう。こ  

れもやはり言語活動の質にかかわる間邁である。彼らの会話や文章表現の機会が，これらの語の  

使用に相応しくない場に偏っているとすれば，彼らの言語運用能力は磨かれる機会を逸している  

ことになる。  

3．3「語彙の理解力」と「語桑を適切に使う力」との関係  

最後に，語嚢の理解力と，語桑を適切に使う力との関係について，調査の結果を元に考える。  

次の図（Fig．3．1，3．2）は，16，17年度調査における個々の学生の得点を組織ごとに示した  

ものである。   

どちらの組織でも語桑を理解する力が語桑を適切に使う力を上回っているのは当然であるとし  

使う  
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ても，それぞれの組織について二つの力の相関係数を求めると，組織jではr＝0．31，組織kで  

はr＝0．09と，相関はごく弱い，あるいはほとんどないという結果である。   

語嚢を理解する力が語彙を適切に使う力に必ずしも結びついていないことは，多くの教員が学  

生との会話の中でも感じるところであろうが，この結果はその直感に矛盾しない。   

また，必修科目として履修している組織kにおける相関が，選択科目の組織jのそれより弱い  

という結果は，言語運用に対する問題意識がより希薄な集団では，語嚢を理解する力と適切に使  

う力との相関もより弱いことを示唆するように思われる。  

4．まとめ   

本稿では，大学初年次の学生に対する語嚢力調査の結果を基に，次のことを述べた。   

個々の漢字の読みや一般的な語句の意味を理解する力は，入学までのトレーニングを通して相  

当に高められている。が，その範囲は大学で主体的に学ぶために十分に広いとは言えず，学術・  

教養に関する語嚢については理解度が低い。さらに語句の意味についての体系的な理解が十分で  

ない傾向がある。   

また，語嚢を適切に使う力については，集団によってばらつきが見られる。そのばらつきは，  

選択科目として履修している集団（自らの言語運用に問題意識を持っていると予想される集団）  

と，そうでない集団との差とも解し得る。そしてこの差は，語桑を理解する力に比べ，適切に使  

う力においてより顕著である。すなわち，入学前のトレーニングによって，語嚢を理解する力は  

ほぼ一様に高められているものの，語嚢を適切に使う力は，自らの言語適用に対する問題意識の  

強さによって，差が生じていると考えられる。また，表現の豊かさを支える，和語を適切に使用  

する力が全体に不足していることなど，日常の言語生活の場面に偏りがあることを窺わせ，語嚢  

を適切に使う力を磨く機会そのものの不足を指摘し得る。   

さらに今回の調査では，語嚢を理解する力と適切に使う力との間に，はっきりした相関が認め  

られなかった。そして，自らの言語運用に対する問題意識がより希薄であると予想される集団で  

は，語嚢を理解する力と適切に使う力との結びつきもより弱いという結果が得られた。   

以上，入学直後の1年次生の語嚢力についていくつかのことを明らかにし得た。大学で身につ  

けるべき「ことばの力」の具体的内容は，個々の大学の教育目標によってそれぞれに異なること  

にもなろうが，ここまでに指摘した不足や不十分は，大学生に共通して求められる基礎的な力の  

一部と言えるだろう。   

また，語彙を適切に使う力の不足と，語桑を理解する力との結びつきの弱さは，教科書教材本  

文中の難語句個々の読みや意味理解についての学習に比して，場面に応じて最も適切な語を選択  

し実際に使用するといった学習が相対的に軽視されがちな高校までの学習のあり方や，場合によ  

ってはその学習のインセンティブとなっている大学の入学者選抜のあり方が内包する問題の一端  

を示すことにもなっていよう。  
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注  

（1）1973年の開学当初から共通科目「国語」を開設していた筑波大学以外では，1993年，富山   

大学で「言語表現科目」が新設された例などが早い。この科目の創設とその後の広がりにつ  

いては筒井（2005），大島（2006）に詳しい。  

（2）「大学における教育内容等の改革状況について」（文部科学省高等教育局大学振興課，2005）   

によると，教養教育の中で「文書作成等の訓練」を実施する国立大学は74校。公立・私立大  

学を含めると458校に及ぶ。  

（3）最近では，大島（2005）が，大学での学習を支える論理的思考とコミュニケーション能力  

の育成の場として授業を設計した先進的な取り組みの例を報告する。また，佐渡島（2005）の   

報告する事例は，大学が「書き手の自立を支援する」システムを用意した例として興味深い。  

（4）筒井洋一の用語。「読み，書き，話す，調べるを大学初年次に少人数の実習形式で取り組む  

講義」（筒井2005：1）と定義される。  

（5）漢語・四字熟語を回答させる間については，促名書きで答えてもよいことを指示している。  

正答には仮名書きで回答したものも含まれることになる。  

（6）クラスごとの正答率は次の通り。04j：43．0，04k：36．6，05j：41．9，05k：31．5  

（7）『平成14年度高等学校教育課程実施状況調査報告書（国語Ⅰ）』（国立教育政策研究所教育課  

程研究センター，2005）p．85による。  
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3  ヰ  5  

演繹的   先験的  経験的  

本質的   一般的  本格的  

空想  典味  変革  

パセティック ペダンテイツク ドラスティック  

議1書な学生 該博な知識  該博な階級  

法則  都市  年代  

1  2  

後天的  帰納的  

本能的  一面的  

1「ア・プリオリ（apri鵬）jの訳語として適切なものは  

2 「一生的」とほぼ同義の話は  

3 「イデア（id朗）／イデー（Id拍）」の訳詩として適切なものは 理念  科学  
ヰ 「紆学的」の麓の外来語は  

5 「該博」の正しい用法は  

6 「カテゴリー」の意味は  

7 「丘無主義」の意の外来語は  

8 「具象」の反意語は  

9 「薫陶」の意味は  

10 「啓蒙」の読みは  

‖ 「云々Jの読みは  

12 「所謂」の読みは  

13「ディテール」の意味は  

14「実証」に最も近い意味の詩は  

15「ドグマ（dogma）」の訳語として適切なものは  

16「ニ律背反」の意の外来語は  

17「パラドックス」の意味は  

18「書棄」の意味は  

19「ペシミスティック」の意味は  

20 「示唆」の読みは  

スノピッシュ  アカデミック  

該博な図書館 該t尊な通信  

範ヰ  行為  

ヒューマニズムディレッタンティズムリアリズム  ツーIJズム  ニヒリズム  

形象  象徴  抽象  具体  表層  

座右の銘   人格による教育  両親の愛情 影響を受けた本先達の智恵  

けいとう   けいてい   けいひつ  

うんぬん   あんのん   とくとく  

なかんずく  いわゆる   なべて  

修辞  細部  装飾  

！匿狂  保証  弁証  

罪悪  不書  議論  

アントニム  アンビバレント アンチノミー  

不条理   不合理  矛盾  

突然  収束  理想  

利己的な  社会的な   楽観的な  

しさ  じしゆん    しせつ  

けいごう   けいもう  

けんでん   ひんぴん  

しょい  しよせん  

構成  構造  

論狂  確証  

改革  教条  

アンニュイ  アンチテーゼ  

逆説  逆接  

偶然  結局  

悲観的な   感慣的な  

ししゆん   しさく  

1 新製品の投入でシェアの挽回を狙ったK社の（   ）は見事にはずれた。  

→rもくろみ、予想」の意の和語（仮名書きで答えてよい）。  

2 新入会員（ ）募集中。  

→r期間を定めず、いつでも」の意の漢語（仮名書きで答えてもよい）。  

3 あの大学のW由サイトは、デザインはよいが（  ）が乏しすぎる。  

→「内容、中身」などの意の外来語。  

ヰ サークルの会報に原稿を頼まれたが、どうしても書く気にならす、…（中略）‥・載せて、（  を  ）ことにした。  

→「その場しのぎに適当なことを言って（書いて）ごまかす」意の慣用表現。  

5 ひとくちに高分子化合物と言っても、その性質は（  ）である．共通点を指摘するのが難しいくらいだ。  

→「種々様々に違っていること」をいう四字熟語（仮名書きで奮えてもよい）。  

G 彼の言うことも（  〉肘違いだとは言えない。  

－→「まんざら、必ずしも、一概に」などと似た意の和語。  

7 次年産の計画も、基本方針については従来の考え方を（   ）したい。  

→rそのまま受け絶ぐこと」をいう漢語（仮名書きで答えてもよい）。  

8 憲法の改正には国民的な（  ）が必要である。  

→「意見の一致、合意」などの意の外来語。  

9 M社の提案も、B杜の提案と（  ）で、はっきり善がつかない。もっとメリットを強濁したプレゼンテーションが必要だった。  

→「少しの速いはあるが、全体として大差がないこと」をいう四宇熟詩（仮名書きで答えてもよい）。  

10 会茸の仕上げぐらいはしかたないだろう。（  ）からね。  

→「さしせまった困難を送れるためには、他を犠牲にすることもやむを待ないJという意味のことわざ（仮名書きで答えてもよい）。  

11 このような事態を招いたのも、すべては披が原因なのに、本人にはいっこうに（  ）た様子がない。  

→「慕いことをしたと感じて、気後れした態度をとる」という意味の和語。  

12 なぜそこまで自分の意見に（  ）するのか、理解に苦しむ。  

→「かたくなに守って譲らない」という意味の漢語（仮名書きで答えてもよい）。  

13 これまでの彼女の（  ）は、エ学部卒としては異色である。  

→「経歴、仕事上の経験jをいう外来語。  

1ヰ 両市が合併の合意に至るまでには相当の（  ）があった。  

→「こみいった事情があって、物事が複雑な退雇をたどること」をいう四字熟語（仮名書きで答えてもよい）。  

15 アランの（  ）訂本諸には、かえって好感がもてる。  

→「話し方がなめらかでないさま、未熟でたよりないさま」などの意の和語。  

16 優勝の可能性が消え、残りの王式台に向けて選手たちのく  ）を維持することが難しくなった。  

→「動機づけ。動機や童歌を与えること。やる気」などの意の外来語．  

17 気鋭の待人・声楽雇・た踏象の3人が繰り広げる（  ）。  

→「異分野の者同士が、共同で作り上げること。共同作業」などをいう外来語．  

18 被災地は、（  ）しがたい惨状を呈していた。  

→「物事のありさまを言葉で言い表す」という意味の濃語（仮名暮きで答えてもよい）。  

19 惰絶技術の（  ）は流通業に大きな影響を与えた。  

→「経済や産業などの発展につながる技術や仕組みの羊薪」をいう外来語。  

20 新人賞受井後の、今回の帰♯lま、まさに敵附こ（  を  ）ものになった。  

→「立身出世して故郷へ帰ること」をいう≠用表現（仮名書きで答えてもよい）。  
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