全国翻译专业资格(水平)考试
日语二级《笔译综合能力》试卷（样题）
一、語彙（10 点）
1．A～D の選択肢からもっとも適当なものを一つ選び、回答用
カードのその箇所を 2B の鉛筆で塗りつぶしなさい。
（1 点×10=10 点）
(1) 私のひとり

は、みんなをあきれさせた。

A．名残

B．意志

C．合点

D．主張

(2)

企業の成長を支援している。
A．ブロードバンド

B．ベンチャー

C．ペンダント

D．ダウンロード

(3) 高齢者を狙った

手口が横行している。

A．けむたい

B．まぶしい

C．はかない

D．あくどい

(4) 子供たちの

な成長を祈っている。

A．すこやか

B．あざやか

C．ささやか

D．ゆるやか

(5) わたしは

恥じるところはない。

A．かえりみて

B．かえして

C．かかえて

D．かなえて

(6) 彼は自己の責任を逃れるため不合理な弁解に
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A．開始

B．終始

C．終了

D．進行

(7) 発表会では息子さんよりお母さんのほうが

していたと思い

ます。
A．はらはら

B．ひらひら

C．ぶかぶか

D．ふらふら

(8) 夕方西の空が赤かったから、

明日は晴れそうだ。

A．どうにか

B．どうやら

C．なにげなく

D．いかなる

(9)

、ご注文の本は品切れです。
A．あいにく

B．せっかく

C．わざわざ

D．やむを得ず

(10) 敵は

にあり。

A．金閣寺

B．大覚寺

C．徳永寺

D．本能寺

二、文法（40 点）
2．A～D の選択肢からもっとも適当なものを一つ選び、回答用
カードのその箇所を 2B の鉛筆で塗りつぶしなさい。
（1 点×30=30 点）
(11) 娘は帰宅してからかばんを置く

またどこかへ出かけてしま

った。
A．まま

B．なり

C．きり

D．とたん

(12) その大学は、学科試験

加えて、論文と面接もあるから大変

だ。
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A．で

B．に

C．を

D．と

(13) 東京都は少しでもごみを減らす

にと、都民に呼びかけてい

る。
A．こと

B．まで

C．ほど

D．よう

(14) 彼は有能の

昇進が遅れていたが、今回の異動で課長になっ

た。
A．うえに

B．かわりに

C．とおりに

D．わりに

(15) 今日の夕食は、新鮮なお刺身や頂き物のロブスターなど、ご馳走
だった。
A．だらけ

B．しだい

C．ずくめ

D．だから

(16) 桜が満開だから、少し遠回りして駅まで歩き

お花見をして

行こう。
A．がてら

B．かたわら

C．ながらも

D．ついでに

(17) 彼女のなぞ

笑い方がどうも気になった。

A．らしい

B．まみれ

C．ゆえ

D．めいた

(18) 留学で国を離れる時に見た両親のさびし

な顔が忘れられな

い。
A．ぎみ

B．っぽい

C．げ

D．がち

(19) 実力のないひとに

自慢をしたがるものだ。
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A．限り

B．限らず

C．限って

D．限る

(20) それでは、皆様に新製品を

と存じます。

A．お目にかけたい

B．お目にかかりたい

C．ご覧になりたい

D．ご覧くださる

(21) オゾンの穴は自然破壊の一例に

。深刻な問題は他にいくつ

もある。
A．ほかならない

B．すぎない

C．限らない

D．しかたがない

(22) そんなことを彼女に言う

軽蔑されるだろう。

A．ものでは

B．ものなら

C．ものの

D．ものに

(23) 仲のよい友達のことだから、もうとっくに知っていると

何

も聞いていないようだ。
A．思いつつ

B．思ったり

C．思えば

D．思いきや

(24) この村には電話

水道も電気もない。

A．はおろか

B．なんとか

C．まさか

D．ものか

(25) あの新人歌手は歌のうまさ

ダンスがまたすばらしい。

A．からには

B．もさることながら

C．ないまでも

D．まして

(26) 彼は店長としての成功を

どんどん事業を広げ、大実業家に

なった。
A．かわきりに

B．おさめて
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C．中心に

D．からみて

(27) 親の励ましがある

、今日までがんばってきたのだ。

A．からには

B．からといって

C．からこそ

D．からして

(28) 田中さんはバレーボールの選手

、背が高い。

A．からして

B．だからといって

C．だからこそ

D．だけあって

(29) 先生は文学は

、心理学、社会学に関する著書も出していら

っしゃるそうだ。
A．もとより

B．もとにして

C．もとから

D．もとで

(30) そんなことを言われてまで

。ほっておきなさい。

A．やらないこともない

B．やることはない

C．やらないわけがない

D．やるわけではない

(31) さすがに世界的な俳優

、演技力が違うようだ。

A．ともなると

B．ともあれ

C．ともすると

D．ともなれ

(32) 暗い空に稲妻が

、今度は雷の大きな音。思わず耳をふさい

だ。
A．光るまでもなく

B．光ったが最後

C．光ろうが光るまいが

D．光ったかと思うと

(33) 太郎はよだれを垂らさん

テレビにかじりついている。

A．ばかりで

B．ばかりと

C．ばかり

D．ばかりに
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(34) このレポートは時間をかけて調査した

、詳しいデーターが

集っていない。
A．にしても

B．にしたら

C．にしては

D．にして

(35) さっきの地震による津波の心配を

、海岸では子供たちが遊

んでいる。
A．よそに

B．ほかに

C．おきに

D．ごとに

(36) 会社の上層部が考えている経営戦略など、われわれ平社員には知る
ことだ。
A．そうもない

B．べくもない

C．ようがない

D．までもない

(37) あの時、薬さえあれば、弟は助かった
A．ものの

B．ものか

C．ものを

D．もので

。

(38) 雨でピクニックが中止になってしまった。楽しみにしていたの
に

。

A．残念でならない

B．残念さえもない

C．残念にすぎない

D．残念よりほかはない

(39) 先生の言い方

、次のテストはそうとう難しいようだ。

A．ことから

B．からには

C．からといって

D．からして

(40) あれほど注意したにもかかわらず規則に違反したのだから、学校側
は彼を

。

A．処罰されずにはおかない
B．処罰せずにはおかない
笔译综合能力（日语·二级）试卷

第 6 页 （共 20 页）

C．処罰されないではいられない
D．処罰しないではいられない

3．A～D の選択肢からもっとも適当なものを一つ選び、回答用
カードのその箇所を 2B の鉛筆で塗りつぶしなさい。
（1 点×10=10 点）
(41) 表現上、おかしいところがあるのはどれか。
A．かれの思い込んだような様子を見るにつけ、私は恐ろしいもの
を感じた。
B. 仲間の助力を得ることなしには、この研究は続けられない。
C. 採否をものともせず、結果は郵便でお知らせします。
D. 悪いのは彼だとは言わないまでも、彼にも責任があることは確
かだ。
(42) 表現上、問題がないのはどれか。
A. あの人、完全に元気にならなかったうちに、もう出社
しちゃったんですよ。
B. 友達が来ないうちに宿題をしてしまいなさい。そうするなら、
ゆっくり遊べるでしょう。
C. 君が買い物をしている間に僕はちょっと電話を掛けてくるよ。
D. 寒かった時にはおでんが一番でしたが、今はあまり食べません。
(43) 一般に使われている敬語として整っている表現はどれか。
A. （JＲみどりの窓口のポスター）特急・寝台などの指定券がお求
めやすくなりました。
B. （新聞の広告）お一人で気軽にご参加できる新緑のバス旅行。
C. （学生が先生に向かって）先生、私にもご紹介してください。
D. （娘が母親に向かって）お父さんは、さっき庭で鶏にえさをや
っていらっしゃったわよ。
(44) 仮名づかいで誤っているのはどれか。
A. 建築資金もおおよそ準備できた。
B. 火事で大きな損害をこおむった。
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C. 論文も、大体八、九分どおり完成した。
D. 都合の悪いことにはほおかぶりで通す。
(45) 「六日の菖蒲（あやめ）十日の菊」という言葉があるが、正しい意
味はどれか。
A. それぞれ咲き出して六日目、十日目が一番美しい。
B. 花の盛りは菖蒲なら六日間、菊でも十日間しかないように、世
の中のはかなさをいったものである。
C. 時期をのがしてしまい、値打ちがないことをいう。
D. 菖蒲酒、菊酒のことで、それぞれ飲んだあと何日間もその味や
興味が忘れられないことをいう。
(46) 次はある同窓会での会話だが、おかしいところがあるのはどれか。
A.「ちょっと、何の話をしていらっしゃるの？まぜてもらっても結
構かしら？」
B.「ところで先生は何歳になられたのかしら？60 歳ぐらい？」
C.「いえ、もっとお歳をめしてるわよ。」
D.「あら、先生がいらっしゃいましたわ。」
(47) 次の助数詞と事物の組み合わせのうち、誤っているものはどれか。
A. パン→きん

B．豆腐→こ

C．箸→ぜん

D．米俵→ひょう

(48) 次の A～D のうち、a、b 二つの文の下線の使い方が同じなのはどれ
か。
A. a.疲れていたので、先生は朝早く起きられなかった。
b. 子供に朝から騒がれて、起きてしまった。
B. a. 雨が降ってきたが、先生は帰られなかった。
b. 先生に宿題をたくさん出されて、昨日は忙しかった。
C. a. 先生の言われるとおりにしなさい。
b. 先生に言われたとおりにしました。
D. a. 先生は今日の新聞をもう読まれましたか。
b. 先生はもう出かけられました。
(49) 次の各文の｢ものだ｣の用法で、例文の用法に一致するのはどれか。
例

小学生になったら、毎日一度はお手伝いをするものですよ。
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A. 20 年前には、日照りが続くとすぐ断水したものだ。
B. プールでは、泳げない人には親切にするものです。
C. 本当にモーツァルトの曲はすばらしいものだねえ。
D. この短期間のうちによくあそこまで上達したものだ。
(50) 次の文を例のように言い換えられれば、意味が違うのはどれか。
例

公園を人が 5、6 人散歩しています。
→公園を 5、6 人の人が散歩しています。

A. 切手を 250 円ください。
B. あの人は毎日ミルクをたくさん飲みます。
C. 本を 2、3 冊読んだ。
D. ポケットに百円玉がいくつ入っていますか。

三、読解（50 点）
4．次の文章を読んで、(51)～(60)の問いの答えをそれぞれ A～D
の選択肢から一つ選び、回答用カードのその箇所を 2B の鉛
筆で塗りつぶしなさい。
（2 点×10＝20 点）
零の発見 中産階級の発見(60)
途中、ところどころぶつ切れの舗装道路の中央分離帯では背の低い木々
の傍らで、牛が寝そべっている。ニューデリーから車で 40 分、新興衛星都
市のグルガオンに着いた。真新しいオフィスビルの 1 階にＹＡＨＯＯ！Ｉ
ＮＤＩＡという大きな文字が目に入った。ドアを開けて入った。面会の約
束は取っていない。コンピューター画面とにらめっこしていたパール・ウ
ッパルさんが、気さくに質問に答えてくれた。ヤフー傘下のこの会社はヤ
フー・ウェブ・サービスと言い、グルガオンに進出している企業に広告ソ
フトを販売している。ペプシコーラ、ヒューレット・パッカード、モトロ
ーラ、マルチなどそうそうたる顧客だ。勤めてまだ 2 年。仕事は面白いよ
うに増えていく。技術畑で、経営修士号取得。この町は職住一体で(51)、
通勤、買い物の手間がかからない。夫はここのＧＥに勤めている。「『輝く
インド』と言っても、すべてのインド人が輝いているわけではない。しか
し、私たち勤労中産階級は間違いなく輝いている。とりわけ職業人の女性
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にとってはもっとも輝いている時だと思う」ライフ・スタイルという名の
カジュアルウエアの店をのぞいた。男性物のところで、店員に尋ねた。
「一番の上得意は？」
「中産階級です。中産階級が 70％、残りの 30％が上層階級です」
「中産階級とはどういう人たちのことを言うのですか」
「そうですね。ここのカジュアルシャツ、200～300 ルピー（500～750
円）のものを懐を気にせずに(52)ポンと買っていく人のことですね」
この町の人々の月収は平均１万ルピーから 3 万ルピーだ。
ザ・メトロポリタンというモールの前、ラップがガンガン鳴っている。
お客様謝恩特別イベントだという。米国からやってきたアメリカン・エキ
スプレスの社長が、愛敬を振りまいて今し方帰ったばかりだと教わる。
ここはグルガオンで最初のモールだ。モールを経営している会社に勤め
るガガンディープ・シン氏は、モールの上客(53)は「中産階級の上」で、
月収 5 万ルピーの層だという。
「この層の客の 90％はすでにクレジットカードを持っている。モールの
成長にとってクレジットカードの成長は不可欠。だから、アメリカン・エ
キスプレスの社長に来てもらった」
「中産階級」という言葉に言霊が宿っているような気がした(54）。
中国が世界の工場ならインドは世界のオフィスなのだそうだ。その伝で
言えば、グルガオンは世界のコールセンターだ。ＧＥキャピタル・サービ
スのコールセンター開設が呼び水となった。同社の職員は現在 5000 人。
コンピューターの知財権の半分はインド人に渡さなければならない、と
いう冗談も聞いた。コンピューター言語は、0101101……つまり 0 と 1 で出
来ている。その零はもともとインド人の発明なのだから、半分はインドの
取り分、とか。(55)
誰もが口にする現在の「輝くインド」
「フィール・グッド・インド」を象
徴するような話だが、まだまだインドは貧しい。１人当たり年間国民所得
は 480 ドル、セネガル並みだ。最貧層はなお 27％。女性の半数は読み書き
ができない。劣悪インフラ(56)（特に電力）、地域間格差、官僚腐敗は相変
わらずだ(57）。
(

) (58）、ニューデリーで会ったアビッド・フサイン・インド元駐米
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大使は言った。
「50 年前まで植民地だったんだ。10 億の国民のうち 3 億人が中産階級に
なったということは並大抵のことではない」
「その下の貧しい層の考え方も激変している。自分の運転手は子供を運
転手にはしないと言っている。お手伝いさんもそうだ。いずれも子供には
もっといい教育を与え、英語を勉強させようと考えている。中産階級はさ
らに増えていくだろう」
零を発見したインドはいま、中産階級を発見しつつある。(59)
そんな風に逸（はや）る私に、友人のジャーナリストは「この国では、
自らを中産階級というのが政治的に行儀のいいことと構えてそう言うのだ
から割引して考えた方がいいよ」と言った。
ただ、あのウッパルさんの表情に、ウソはなかったと思う。
「私たち勤労中産階級は間違いなく輝いている」と凜然（りんぜん）と
語った時。
米大統領選挙で雇用低迷の元凶としてにわかに争点となったインドへの
仕事の外部委託、つまりアウトソーシングについて、
「あんなもの政治的作
り事」と、憤然と一刀両断した時。
（51）｢この町は職住一体で｣とあるが、｢この町｣とはどこを指すか。
A. 舗装道路の中央分離帯
B. ニューデリー
C. 新興衛星都市のグルガオン
D. 真新しいオフィスビルの所在地の街道
(52)「懐を気にせずに」と同じ意味で「懐」を用いているものを選びなさ
い。
A．私の故郷は、山の懐に抱かれた村です。
B．彼は懐の大きい人物だ。
C．今日はちょっと懐が寂しいから、遠慮するよ。
D．彼はたばこを懐に入れて出て行った。
（53）
「モールの上客」の「上客」と前出の「一番の上得意は？」の「上得
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意」とは、どこが違うか。
A. 語彙そのものが違う。
B. お客さんの町が違う。
C．話者の気持ちが違う。
D．お客さんの身分が違う。
（54）
「『中産階級』という言葉に言霊が宿っているような気がした」のう
ちの「言霊が宿っている」とは、何の意味か。
A.「中産階級」という言葉に宿っている不思議な、非理性的な霊威
B. 話者の宗教信仰
C.「中産階級」という言葉の超言葉性
D.「中産階級」という言葉の魅力と活力
（55）この段落の主旨は、次の何か。
A. インド人の半数は、コンピューターを使う仕事によって利益を
得ている。
B. ０はインド人が発見したのだから、コンピューターから得る利
益の半分は、インド人のものである。
C. 世界の半分以上の数のコンピューターは、インド人によって作
られたものである。
D. コンピューター言語はインド人が発明したものである。
（56）
「インフラ」に含まれているものは、次のどれか。
A. 雑誌
B. 衣服
C. コーヒー
D. 水道
（57）この段落のインドのイメージは、次のどれか。
A. 途上国のインドは経済、教育、政治など各方面では難題を抱え
ている。
B. セネガルに比べると、両国は全く同じだ。
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C. インドの最貧層は世界一だ。
D. 読み書きができない女性の半数はインド発展の最大の絆だ。
（58）この（

）の中に入れるのに適切な語句はどれか。

A. 実に
B. それでも
C. また
D. もう一度
（59）
「零を発見したインドはいま、中産階級を発見しつつある。」とは、
誰の考え方か。
A. パール・ウッパルさん
B. ガガンディープ・シン氏
C. アビッド・フサイン・インド元駐米大使
D. 筆者
（60）本文の内容に当てはまるものは、次のどれか。
A. インドでは、インフラがどんどん発達しつつあり、国民生活も
向上している。
B. 中産階級とは、200～300 ルピーのものを気楽に買える程度の収
入の人々である。
C. コンピューターはかつてインドで発明された。
D. インドでは現在、人々は上層階級と下層階級に分裂し始め、中
産階級のことを忘れてしまいがちである。

5．次の文章を読んで、(61)～(65)の問いの答えをそれぞれ A～D
の選択肢から一つ選び、回答用カードのその箇所を 2B の鉛
筆で塗りつぶしなさい。（2 点×5＝10 点）
体質の抜本改革だけが社を救う(65)
連続する不祥事は、これで最後にしなければなるまい。信頼回復のため
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の体制作りを、急ぐべきだ。
Ｍ自動車が、新たなリコール隠しを明らかにした。1992 年から 6 年間に
製造した 17 車種、合計 16 万台以上の乗用車の欠陥を隠していた。これと
は別に、7 車種 11 万台のリコールも発表した。
Ｍ製トラックの事故隠しやクラッチ部品の欠陥問題に続く不祥事だ（61）。
4 年前のリコール隠しなどを含め、Ｍ自動車は問題発生のたびに、再発防
止を誓ったはずだが、効果は薄かった。
企業の存立さえ危ぶまれる中で、4 月に就任した新経営陣の最大の責務
は、こうした過去から決別することだ。
今回の問題は、新経営陣のもとで、手つかずだった過去の期間の再調査
を実施したことでわかった。隠されたウミを出し切ろうとするのは当然だ
(62)。これまでのＭ自動車には、こうした姿勢が決定的に欠けていた。
Ｍ自動車は、先月まとめた経営再建計画で、副会長を外部から招き、法
令順守を徹底させるための組織のトップに据えることを決めた。社外の有
識者で作る企業倫理委員会なども発足させる。今後、さらに、検事経験者
も招く方針という。
外部からの人材登用は、ぬるま湯的な体質(63)を改めるのに役立つはず
だ。Ｍ自動車は、不祥事の再発防止が会社を救う唯一の道だ、と心得るべ
きである。
Ｍ自動車は 97 年に、総会屋に 1000 万円近い資金を提供する利益供与事
件を起こした。2000 年には、76 万台に上る乗用車のリコール隠しも明らか
になり、社会から強い指弾を浴びた。
Ｍ自動車は、事件が起きるたびに、社員が守るべき倫理規定を作るなど
対策を打ち出してきた。だが、その後の経過を見れば、甘い対応だった。
連続した不祥事は、すでにＭ自動車の経営を直撃している。5 月の新車
売り上げは、軽自動車を除くと前年同月比で 5 割以上のマイナスを記録し
た。
消費者の“Ｍ自動車離れ”(64)は、予想以上に進んでいる。経営陣は、対応
を急がねばならない。
Ｍ自動車は、4 万 5 千人の従業員と数多くの納入業者を抱えている。こ
れ以上、経営が揺らぐようなことがあれば、回復途上の景気にも影響を与
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えかねない。
再建計画の作成にあたって、Ｍ重工業などＭグループは、全面的な支援
を表明している。資本提携関係にある独自動車大手、ダイムラー・クライ
スラーが手を引きかけている中で、Ｍグループの支えが、これまで以上に
必要だ。
（61）「Ｍ製トラックの事故隠しやクラッチ部品の欠陥問題に続く不祥事
だ」の主語は何か。
A. ｢連続する不祥事は｣
B. ｢Ｍ自動車が｣
C. ｢これとは｣
D. リコール隠しも
（62）
「隠されたウミを出し切ろうとするのは当然だ」とあるが、ここの｢
ウミ｣とは、何を比喩しているか。
A. 膿
B. 手つかず
C. 再調査
D. 不祥事
（63）
「ぬるま湯的な体質」とは、何を指しているか。
A. Ｍ会社の不誠実性
B. Ｍ会社の不景気
C. Ｍ会社のぬるま湯につかる高層幹部の素質
D. Ｍ会社のぬるま湯につかる体制
（64）
「Ｍ自動車離れ」とは、何の意味か。
A. Ｍ自動車の社員を辞めさせること
B. Ｍ自動車の工場の近くに住まないこと
C. Ｍ自動車の製品を避けること
D. Ｍ自動車の会社を廃業させること
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（65）本文の内容に当てはまるものはどれか。
A．Ｍ自動車は、信頼を回復するためにも、これからはリコール
を行ってはならない。
B. 五月の新車売上は、前年度と比べて横ばいだった。
C. 今後、企業倫理委員会を組織のトップに据えて経営を任せる
ことになった。
D. 今までのＭ自動車は、不祥事に対する対策が甘すぎたことが
大きな問題である。

6．次の文章を読んで、(51)～(75)の問いの答えをそれぞれA～D
の選択肢から一つ選び、回答用カードのその箇所を2Bの鉛筆
で塗りつぶしなさい。
（2点×25＝50点）
平成古寺めぐり

鎌倉編

高徳院（75）

長谷寺と並んで鎌倉を代表する、ここの鎌倉大仏（国宝）は、奈良の大
仏と違って、一種の優しさと開放性があるように思われる。
結跏趺坐（けっかふざ）している阿弥陀如来像で、仏身は 11.3 メートル、
台座を入れると 13.3 メートル。重さは 121 トン。「露座の大仏」と歌われ
る通り、寺の回廊に囲まれてはいるが、仏殿はない。
やや猫背で伏し目がちの青銅像は、後ろの緑色の山と不思議な調和を見
せている。私は、拝観所からの長い参道を、一歩一歩大仏に近づいていく
時、いつも一種の高揚感を覚える。巨大な像が次第にその大きさを明確に
していくに従い、現存する数少ない「鎌倉の記憶」が輪郭をあらわにして
いくような気分になるからだ(66)。
不思議なことに、この寺の創建も大仏の建立も、はっきりしたことはわ
かっていない。寺伝によれば、浄光というお坊さんが全国を勧進して寄付
金を集め、1243 年（寛元元年）、仏殿と木造の大仏が完成。しかし、47 年
（宝治元年）の台風で、仏殿も大仏も破損。そこで、今度は頑丈な青銅仏
を造ることになり、52 年（建長 4 年）に着工、数年で完成した。
ところが、台風で仏殿は２度倒れ、1498 年（明応 7 年）には地震と津波
で仏殿などは流されてしまい、それ以来、大仏は露座になって現代に至っ
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ているという。大仏の周囲には、仏殿の礎石となった直径１メートル以上
の石が点在しており、巨大な建物があったことを示している。
これだけの災難(67)に遭ったのなら、大仏自身もかなり傷んだと考える
のが普通だ。現に奈良の大仏は、その重みで平安期には後ろに倒れそうに
なり、実際に頭が落下したという。雨風をしのぐ仏殿の中でも、そう(68)
なのである。
ところが、こちらの大仏は、露座になって 500 年たっても、基本的には“健
康”だ。関東大震災でも倒れなかった。その秘密は、鋳造法にあったようだ。
大仏の内部に入ると（20 円払えば入れる）、上部に「鋳繰り（いからくり）」
と呼ばれる金工技術が施されており、その太い線がはっきり見える。奈良
時代から 500 年後の鋳造技術の進歩なのだろう。
しかし、それでも頭の重みに耐えられず、首が次第に前に垂れてきたた
め、1960 年（昭和 35 年）に強化プラスチックで補強すると同時に(69)、台
座が揺れても大仏が倒れないよう免震構造も施された。現代の我々が大仏
を見上げる時、首の部分に痛々しい“傷跡”のようなものが見えるのがそれ
(70)だ。
晶子が間違えた「釈迦牟尼」(72)
鎌倉に大仏が建立された理由も、いまひとつはっきりしていないが、造
立時期は 3 代執権の北条泰時から 5 代執権の時頼の時代。鎌倉は執権の下
で、政治的にも経済的にも全盛期にあった。
その 60 年ほど前、平家によって全焼した奈良の大仏が再建されている。
「鎮護国家の象徴を鎌倉にも」(73)と時頼らが考えたとしても不思議では
ない。幕府が直接関与した史料はなく、民衆の寄付でできた大仏とされる
が、幕府もなんらかの支援はしたのだろう。
奈良と違って、こちらは明るい屋外にあるため、観光客らの記念撮影の
メッカ。携帯電話の壁紙にする人も多い。バックに納まる「鎌倉の記憶」
(74)は、これまで何人を見下ろしてきたのだろうか。
回廊の北裏の観月堂わきに、与謝野晶子の有名な石碑がある。大仏は阿
弥陀如来なのに、晶子が釈迦如来と間違えて詠んでしまい、そのまま後世
に残ったエピソード付き。京都・永観堂における晶子の歌碑と比べながら、
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私はいつも、この人の奔放さに魅せられてしまう。
（66）ここの「からだ」が説明している理由はどれか。
A. 青銅像が緑色の山と不思議な調和を見せていること
B. 拝観所から大仏に近づいていく時、いつも高揚感を覚えること
C. 巨大な像が次第にその大きさを明確にしていくこと
D. 「鎌倉の記憶」の現存する数が少ないこと
（67）
「これだけの災難」とは、何を指しているか。
A. 二度の台風
B. 地震
C. 津波
D. 上記の ABC 全て
（68）ここの「そう」が指している内容はどれか。
A. これだけの災難に遭ったのなら、大仏自身もかなり傷んだと考
えるのが普通だ。現に奈良の大仏は、その重みで平安期には後
ろに倒れそうになり、実際に頭が落下した。
B. 大仏自身もかなり傷んだと考えるのが普通だ。現に奈良の大仏
は、その重みで平安期には後ろに倒れそうになり、実際に頭が
落下した。
C. 現に奈良の大仏は、その重みで平安期には後ろに倒れそうにな
り、実際に頭が落下した。
D. 実際に頭が落下した。
（69）ここの「同時に」とは、何と何が同時だと言っているか。
A. 首が次第に前に垂れてきたことと、強化プラスチックで補強す
ること
B．1960 年（昭和 35 年）と、強化プラスチックで補強すること
C. 強化プラスチックで補強することと、台座が揺れること
D. 強化プラスチックで補強することと、免震構造を施すこと

笔译综合能力（日语·二级）试卷

第 18 页 （共 20 页）

（70）ここの「それ」が指している内容はどれか。
A. 頭の重み
B. 首が前に垂れていること
C. 強化プラスチックによる補強
D. 免震構造
（71） 「長谷寺と並んで鎌倉を代表する」から「首の部分に痛々しい“傷
跡”のようなものが見えるのがそれだ。」までの文章に題をつけるの
に最も適当なものは、次のどれか。
A. 露座の大仏
B. 丈夫な工法の大仏
C. 頑丈な青銅仏
D. 鋳造技術の進歩による大仏
（72）
「晶子が間違えた『釈迦牟尼』」とは、どのような間違いか。
A. 鎌倉の大仏は阿弥陀如来なのに、釈迦如来と間違えたこと
B. 鎌倉の大仏と奈良の大仏を間違えたこと
C. 大仏は鎌倉にあるのに、京都・永観堂に歌碑を作ってしまった
こと
D. 鎌倉の観月堂と京都の永観堂を間違えたこと
（73）
「鎮護国家の象徴を鎌倉にも」の後に省略されている言葉は何か。
A. 作る必要はない。
B. 作ろう。
C. 作るかも知れない。
D. 作らない方がよい。
（74）本文での「鎌倉の記憶」とは、何の意味か。
A. 鎌倉の高徳院
B. 鎌倉幕府
C. 鎌倉の歴史
D. 鎌倉の大仏
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（75）本文の内容に当てはまるものを選びなさい。
A. 鎌倉の大仏は、かつて首が折れて頭が落下したことがあり、現
在でも首にはその時の跡が残っている。
B. 鎌倉の大仏は、創建当時は建物の中に収められていたが、後に
天災で壊れてしまい、今は露座になっている。
C. 鎌倉の大仏は、鎌倉幕府が浄光という僧侶に命じて寄付金を集
めさせて創建したものである。
D. 鎌倉の大仏は、貴重な文化遺産であるため、写真を撮ってはい
けないことになっている。
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