
■2004 年公民科倫理１学期末考査（3 年 1,2,3,4,6,7,8,9 組） 正解と解説 

大問 問題番号 正解 正答率 配点 大問 問題番号 正解 正答率 配点 
1 3 78 2 26 4 63 2 
2 4 91 2 27 2 43 2 
3 1 60 2 28 4 44 2 
4 2 88 2 29 1 46 2 
5 1 56 2 30 4 47 2 
6 1 67 2 31 1 33 2 
7 3 97 2 32 1 62 2 
8 1 48 2 33 4 78 2 
9 3 79 2 34 3 42 2 
10 2 60 2 

2 
47.5% 

35 1 44 2 
11 2 58 2 36 2 98 2 
12 4 42 2 37 3 91 2 
13 1 56 2 38 3 69 2 
14 4 77 2 39 1 64 2 

1 
67.3% 

15 1 53 2 40 2 94 2 
16 4 29 2 41 3 66 2 
17 3 32 2 42 2 63 2 
18 5 39 2 43 3 60 2 
19 7 34 2 44 3 54 2 
20 8 34 2 45 3 65 2 
21 4 90 2 46 2 73 2 
22 3 24 2 47 3 55 2 
23 2 84 2 48 5 58 2 
24 4 41 2 49 4 78 2 

2 
47.5% 

25 1 40 2 

３ 
69.9% 

50 1 60 2 
 

平均 点数 頻度 累積 

60.5 点 95~100 1 1 

 90~94 3 4 

最高点 85~89 7 11 

98 点 80~84 19 30 

 75~79 21 51 

 70~74 40 91 

 65~69 30 121 

 60~64 45 166 

 55~59 37 203 

 50~54 42 245 

 45~49 30 275 

 40~44 28 303 

 35~39 4 307 

 30~34 5 312 

 0~29 3 315 
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2004 年片岡担当倫理 1 学期末考査 

解  説 
考査全般について 
 まずはお詫びから…。１学期後半の倫理の授業は，教育

実習や私の家庭の事情があったりして，「思想の源流」の

授業がキリスト教，中国思想，仏教入り乱れたものになっ

てしまいました。その結果，余裕を持って試験問題を作れ

なくなってしまいましたので，過去問も配れませんでした。

ごめんなさい。さらに，学期当初に配付した授業細目では

「思想の源流」分野を完全に終わらせる予定でしたが，結

果として仏教の途中という半端なところで終わってしま

いました。２学期は日本思想からスタートする予定ですの

で，仏教の展開とイスラム教については，授業中ではこな

せなくなってしまいました。これもまた，申し訳ない限り

です。 
 ということで，倫理をセンター試験で利用する人を対象

に，仏教の残った部分とイスラム教，さらに希望者には中

国思想についての補習授業を行う予定です。 
 日程は７月２０日（火）終業式の日，クラス集合写真撮

影後の 13:00~16:00（仏教 50 分，イスラーム 50 分，中

国思想 50 分程度の予定）社会科教室において行う予定で

す。受講申し込みは必要ありませんので，出られる人は直

接当日，社会科教室に来てください。 
 さて，期末考査ですが，正答率からすると中国思想が

50％を切っていました。問題が少し難しめだったところ

もあるのですが，もう少し資料集を深く読んでから試験に

臨んで欲しかったと思います。たとえば，問６，問９，問

１２あたりは，それぞれの思想家が原典の著作でどのよう

な言葉を語ったかを理解していればできた問題です。 
 センター試験の倫理では，単なる用語や人名の知識を問

う問題は 10％に満ちません。約 70％つまり，ほとんどの

問題が用語や概念の内容についての理解を問う問題です。

したがって，用語や概念の内容を教科書や資料集を使って

じっくりと吟味する学習が受験のためには効果的です。倫

理の定期テストでも，選択肢が長文の問題を多くしていま

すので，間違えたところや，正解したところでも誤答の選

択肢がどのような概念なのかを，しっかりと復習してくだ

さい。 
 

第１問  

問１［１］ 正解③ 78％ 
 キリスト教会が誕生したのは、復活したイエスが昇天し

た後、ユダヤ教の祝日ペンテコステ（五旬節）の日に聖霊

が弟子たちに降ったときと考えられています。聖霊の力に

よって力を与えられた弟子達が、宣教活動を始めたこの日

の出来事を聖霊降臨といいます。①「主の昇天」はその

10 日前に復活したイエスが弟子達の目の前で天にあげら

れた出来事。②「過越の祭り」は出エジプトを記念するユ

ダヤ教の祭りで、キリスト教ではその頃、復活節（イース

ター）が行われます。④「主の公現」とはイエスが本性上

そなえている神性を人々に公に現わしたことです。星に導

かれた東方の三人の博士たちが、幼子イエスが神の子、救

い主、メシヤであることを贈り物で宣言したことを記念す

る日（１月６日）です。 
問２［２］ 正解④ 91％ 
 よくできていました。ペテロは（？～６４？）イエス=
キリストの１２使徒の中心人物。もとガリラヤ湖の漁夫。

イエスと最後まで行動をともにした。晩年ローマで布教し，

ネロ帝のキリスト教迫害で，パウロとともにローマで殉教

した。代々のローマ教皇は，このペテロの後継者とされて

いる。  
問３［３］ 正解① 60％ 
 これはどちらかというと世界史の問題ですが、教科書

（p.42）にも名前が載っていたので出題しました。コンス

タンティヌス 1 世はディオクレティアヌス引退後の内乱

を収拾し、帝国を再統一しました。帝国の統一を維持する

ため寛容な宗教政策を採り、ネロ以来禁止されていたキリ

スト教に信教の自由を与えて公認しました。新首都コンス

タンティノポリスを建設し、大帝と呼ばれました。 
問４［４］ 正解② 88％ 
 これも正答率が高い問題でした。センター試験には珍し

い知識を問う問題です。①『省察』はデカルトの著作。③

『中論』は竜樹（ナーガールジュナ）の著作。④『弁名』

は荻生徂徠の著作です。倫理の授業を受けていると、２学

期にはどの著作についての知識も持つことになりますよ。 
問５［５］ 正解① 56％ 
 この問題は授業プリントをしっかりやっていればでき

ているはず。この問題の出来にみられるように、前回より

も試験勉強が不足している印象を受けました。②のニコラ

ウス・クザーヌスは２学期後半にでてくる 15 世紀ドイツ

の神秘主義的神学者。③のテルトゥリアヌスは「不合理な

るゆえに信ず」と述べたラテン教父。④のオリゲネスは万

物の回復説を唱えたギリシア教父です。アンセルムスはス

コラ哲学の父といわれました。その思想の特徴は、信仰と

理性的探求の関係を自覚的に確立したところにあります。

その関係を「理解(知解)を求める信仰」(fides quaerens 
intellectum)、「（credo ut intelligam 理解せんがために

信ず）」と表現しています。 
問６［６］ 正解① 67％ 
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 もともとユダヤ教のパリサイ派の律法主義者だったパ

ウロは，回心した後，律法よりも信仰によって義とされる

と述べました（②）。また，信仰と希望と愛のうち，愛こ

そがキリスト者にとって最も重要な徳であるとも主張し

ています（③）。また，かつてのパウロにとっての神は厳

しい裁きの神だったのですが，回心後はキリストのいけに

えにあらわされるように，人間に対する愛にあふれた神と



して説かれています（④） 
問７［７］ 正解③ 97％ 
 解説が不要なほどの正答率でした。ちなみに①「受胎告

知」は大天使ガブリエルが神からつかわされて，ナザレの

一処女マリアのもとに現れ，彼女が救世主(メシア)を産む

こと(処女降誕)を告げる場面。②「山上の垂訓」は「山上

の説教」ともいうが，『マタイによる福音書』5～7 章の通

称で，この部分は 5 章 1 節と 8 章 1 節の状況説明によっ

て，「山上で」語られたイエスの説教とされているためこ

う呼ばれる。代表的な教えは，「あなたがた貧しい人たち

は，さいわいだ。神の国はあなた方のものである」「敵を

愛し，憎む者に親切にせよ」「人々にして欲しいと，あな

た方の望むことを，人々にもその通りにせよ」など。④「東

方三博士の礼拝」も絵画のテーマによくなっていますが，

問１で説明したとおりです。 
問８［８］ 正解① 48％ 
 新約聖書が最終的に今日の形態にまとめられたのは，

397 年のカルタゴ会議のときです。それまでは各地方でそ

れぞれ独自のまとまりをもつ聖書が用いられていたと思

われています。正典の決定を促進した重要な動機は，2 世

紀半ばのグノーシス主義者マルキオンが旧約聖書を排斥

して簡略福音書を作成して，独自の排他的な正典を制定し

たことでした。したがって，グノーシス主義を説明する①

が正解となります。②は「単性論」と呼ばれるキリスト論

で，キリストは神性のみをもつという立場ですが，カルケ

ドン公会議ではキリスト単性論は否定され，キリストは完

全な神性と完全な人性を備えるとしたうえで，その両者の

関係を「混ざらず，変わらず，分かれず，離れない」とい

う否定の表現によって規定しました。③の善神アフラ・マ

ズダと悪神アーリマンがでてくるのはゾロアスター教で

す。④は千年王国運動といい 12～14 世紀頃，熱狂的に展

開されていたことがありますが，センター試験には出てこ

ないかな？ 
問９［９］ 正解③ 79％ 
 三位一体とは，父なる神と子なるイエスと聖霊が同質

（ホモウシオス）であるという考えで，同一というわけで

はない。したがって，①はまちがい。②は神とキリストの

同質性を否定するアリウスの説。④はネストリウスの説で，

キリストの人間性と神性を分離して考えるものでした。 
問１０［10］ 正解② 60％ 
 この選択肢はセンター試験のものですが，新プラトン主

義が直接問われたわけではありません。この時は自然哲学

を説明しているものを選択肢の中から選ぶものでしたの

で，③が正解でした。新プラトン主義のキーワードは「一

者」と「流出」ですね。「一者」から「知性」が，「知性」

から「魂」が，「魂」から「物質」世界が流出するという

思想が②の新プラトン主義の特徴です。①は「理（ロゴス）」

と「情念に支配されない」というキーワードからストア派

であることが分かりますね。④は誰の哲学か分かります

か？ 「質料」「形相」のキーワードがアリストテレス的

であることが分かりますね。 
問１１［11］ 正解② 58％ 
 倫理の昨年 2004 年度センター本試験では，なぜか出題

されませんでしたが，最近は毎年，思想家の原典資料を読

んで，その内容に適した選択肢を選ぶ問題は必ず出ていま

した。次回のセンターでも必ずこのタイプの問題は出てく

るはずです。資料をしっかり読んで（重要なところにアン

ダーラインをしてもいいでしょう）その内容を把握できれ

ば，難しくはありません。要は，読解力が問われる問題で

もあります。この資料からは，「自己愛」によって基礎づ

けられるのが「地上の国（この世の国）」で，「神への愛」

によって基礎づけられるのが「神の国（天上の国）」であ

るということが読み取ることができます。したがって，①

は自己愛にあたる概念を「隣人愛」としてあらわしている

ので誤り。③はオリゲネスの万物の回復説。④は正解とま

ぎらわしい部分もありますが，資料の文章からすると，こ

の結論にはならないはずです。 
問１２［12］ 正解④ 42％ 
 間違いは④ですが，この説明はルネサンスの「人文主義」

をあらわすものです。そのほかはいずれもスコラ哲学の説

明ですよ。 
問１３［13］ 正解① 56％ 
 トマス・アクィナスのキーワードは「アリストテレス哲

学」と「信仰と理性の調和」でしたね。正解の①で少しま

ぎらわしいのは，「信仰の優位のもとで」の信仰と理性の

統合というところかな？ 他の選択肢を見てみると，②は

信仰と理性が異質な領域ということで二重真理説をあら

わしています。トマスを批判したドゥンス・スコトゥスな

どがこのような思想を展開しています。③は「永遠の相の

もと」というキーワードで連想しなければいけないのがス

ピノザという思想家です。スピノザについては夏休みの補

習と２学期後半に登場します。④も同様の時期に登場する

「予定説」を唱えたカルヴァンの思想です。 
問１４［14］ 正解④ 77％ 
 この問題はサービス問題のつもりでした。中間前に配っ

た用語問題集の「キリスト教の展開」をやっていれば必ず

できる問題だからです。キリスト教の三元徳の「信仰」「希

望」「愛」は，はじめにパウロが唱え，その後アウグステ

ィヌスが強調したものでした。この解答結果からすると，

今回の倫理の試験の準備を，きちんとしていなかった人が

30％ほどいたということが分かりますよ。 
問１５［15］ 正解① 53％ 
 これは逆にひねった問題，難問にしたつもりでしたが，

半数以上ができていました。オッカムは唯名論者であり，

唯名論とはどのような思想なのかということを知ってい

れば，たやすくできた問題でした。①のように普遍とは名

前あるいは記号であって実在しないという立場が唯名論

です。②と③は実在論の立場，④はアンセルムスの神の存

在証明でした。 
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第２問 

問１［16］ 正解④ 29％ 
 名家の思想家といえば，公孫竜と恵施。用語問題プリン

トにも載っていたはずなのですが…。とにかく，諸子百家

の正答率はとても低かったですね。確かに，倫理のセンタ

ー試験ではこのような知識を問う問題は多くはないので

すが，世界史受験者はこの辺は絶対にまちがえてはいけな

い分野ですよ。名家は知識論や論理学を展開した学派です。

本文中の「至大無外」とは「これ以上大きなものがないも

のが至大」であるということで，「至小無内」とは「これ

以上小さなものがないものが至小」であるという数学の集

合論のような意味合いをあらわしている。 
［17］ 正解③ 32％ 
 商鞅は法家思想を秦に導入して天下統一を導いた人物。

同じく法家の韓非の著作『韓非子』では，人民は支配と搾

取の対象であり，君主に奉仕すべきものとされています。

「君主と人民の利害は相反する」として，この観点から，

厳格な法で人民を規制すべきを説いています。この点も現

代の法治主義とは異なるところですね。秦の始皇帝は法家

思想家の李斯(りし)を登用し，封建制を廃止ししたことを

非難した儒家思想家たちを生き埋めにし，その著作を焼い

たと言われます。それが焚書坑儒です。 
［18］ 正解⑤ 39％ 
 陰陽家の代表的思想家，鄒衍は陰陽五行説をはじめて組

織化した人です。たとえば，王朝の交替はその有する所の

五行，すなわち木･火･土･金･水の五つの徳の転移によって

起こるとされるなど，歴史や季節の循環が陰陽五行で説明

されました。 
［19］ 正解⑦ 34％ 
 農家の代表的思想家は許行。神農（農業神）の教えと称

して，君主も人民もともに労働に従うべきだという君民並

耕説と，同じ長さの布帛(ふはく)，同じ量の五穀は同じ値

段であるべきだという物価斉一論を説きました。これに対

して孟子は批判を加えています。 
［20］ 正解⑧ 34％ 
 孫子の兵法といえば，ビジネス書にもよく引用されてい

るようです，管理職系ビジネスマンにも人気の組織論を含

んだ兵法書です。 
問２［21］ 正解② 90％ 
 中国思想の特徴は「天」の思想にあります。西郷隆盛の

座右の言葉は「敬天愛人」ここから③の「愛人」の選択肢

を作ったんだけど，意味わかんなかったろうなぁ。②の「崇

祖」も中国思想の重要な一要素ですが，ここでは文脈から

崇祖は入りません。 
問３［22］ 正解③ 24％ 
 ②の易筮（えきぜい：筮竹を使った占い）を選んだ人が

32％，①の五経を選んだ人は 26％でした。「礼」とは旧字

では「禮」と書きますが，この文字は「神に仕える」とい

うような意味がありましたが，それが人間関係の中にも適

用されるようになり，儀式の進行上使用される音楽も含め

て「礼楽」と呼ばれ，それがさらに国家の秩序をを維持す

る法律制度も意味するようになってくる。詳しくは教科書

p.59 参照のこと。 
問４［23］ 正解② 84％ 
 よくできていました。「もっかどこんすい」と覚えてお

きましょう。ちなみに③は宝塚歌劇団の組の名前です。 
問５［24］ 正解④ 41％ 
 朱子学を「理学」「性理学」というのに対して，陽明学

は別名「心学」とも言われます。それぞれの学派が何を重

視していたかが，そこから伺い知ることができます。 
問６［25］ 正解① 40％ 
 ①は「恒産なければ恒心なし」（民衆にとっては定まっ

た収入がなければ，正しい心の在り方もない），という孟

子の言葉。その他はいずれも『論語』の言葉。まちがえた

人は，資料集 p.92～p.94 に載っているのでチェックする

こと！ 
問７［26］ 正解④ 63％ 
 儒家思想の「仁」は近親者への愛が基本となってそれが

拡大していく形の愛。墨家の「兼愛」は無差別の愛をさす

ので，墨家の人々は「仁」を別愛（差別的な愛）と呼んで

批判しました。 
問８［27］ 正解② 43％ 
 ②は易姓革命の説明のようですが，「天命に逆らってで

も」という点が間違いです。孟子は，民の声こそが天の声

であると考えたので，民衆を軽んじる時点でその天子は天

命を失ったと考えます。天命を失った天子は，伐たれて当

然という考えが易姓革命の発想です。①の「良知良能」は

孟子の性善説の基礎となるもので，これを強調したのが王

陽明です。③の王道政治は，徳の端緒としての「人に忍び

ざるの心」を実際に政治に取り入れたものとしてとらえて

います。 
問９［28］ 正解④ 44％ 
 「人の性は悪にして，其の善なるは偽なり」という荀子

の言葉は，本性が悪である人間は「偽」＝「人為的努力」

によってはじめて善に導かれるということをあらわしま

す。教科書 p.65 参照のこと。ちなみにそれぞれ，①は仏

教。②は法家思想。③はアウグスティヌスの思想をあらわ

しています。 
問１０［29］ 正解① 46％ 
 この問題も問７と同様に儒家と墨家の思想の比較です

が，これは資料を読み取る力を問う問題です。資料の中で

は，「義」はいずれも正義としてとらえられていますが，

『墨子』の方はその内容についても詳しく述べられていま

す。ここでは，正義に基づいた政治の在り方が，天と霊魂

と人に「利」を与えるとして，「義」と「利」が結びつく

形で説明されていますが，『論語』では，「義」と「利」は

全く別物としてとらえられています。ということで①が正

解となります。 
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問１１［30］ 正解④ 47％ 
 道家思想のいう「道 tao」は，すべてがそこから生まれ，

そこへと帰っていく，言葉では説明できない万物の根源で

ある…ということが押さえられていれば④が正しいと分

かります。①は「物事の道筋」と言っていますが，これは

「道理」と呼ぶにふさわしいものですね。②は「相対的」

というところが間違いです。「道」は絶対的であるという

のが道家思想の根本です。③は無為自然を体得した人間な

ら「道」を言葉で表現することができるとするところが間

違いです。誰によっても言語化できないのが「道 tao」の

特徴です。 
問１２［31］ 正解① 33％ 
 ③の「和光同塵」を選んだ人が 37％いました。これは，

すぐれた学徳や才能を深く包んで，世俗に交じりあうこと，

を指しますが，資料集 p.99 を参照してみて下さい。①は

『大学』の中の一節で，修身⇒斉家⇒治国⇒平天下という，

徳治主義的な政治の在り方をあらわします。 
問１３［32］ 正解① 62％ 
 これも資料文を読んで，知識と読解力を問う問題です。

荘子の言う「道」が混沌であるなら，②③のような儒家思

想的な「道」は選択からはずれます。残りの④に描かれて

いるように，コツとシュクは自己の功績や名声に執着して

いるようには描かれてはいませんので，①が正解になりま

す。 
問１４［33］ 正解④ 78％ 
 ①は「君子」。②は「仙人」。③は「小人」で④が正解の

「真人」となります。 
問１５［34］ 正解③ 42％ 
 ③は「居敬窮理」の説明ですので，正解が③。しかし，

①選んだ人が 34％もいるよ。 
［35］ 正解① 44％ 
 ①はそのまんま「致良知」だから，陽明学はこちら①が

正解となります。しかし，③を選んだ人が 35％もいまし

た。 ちなみに②は日本の陽明学系思想家，中江藤樹の思

想。④は三浦梅園の思想です。いずれも２学期に登場です。 
 

第３問 

問１［36］ 正解② 98％ 
 高い正答率でした。コメント不要でしょう。 
問２［37］ 正解③ 91％ 
 ③ヴェーダ最古の文献  ①初期仏教経典の一つ『法句

経』②バラモン教正統の社会規範  ④ゾロアスター教聖典 
問３［38］ 正解③ 69％ 
 「ウパニシャッド」とは「奥義書」の意味。①の選択肢

に該当する「リグ」とは賛歌の意味でした。 
問４［39］ 正解① 64％ 
 ①の「梵我一如」について，用語だけでなくその理解も

問う問題にしてみました。「梵我一如」という真理は輪廻

を繰り返すためではなく，輪廻から抜け出すためのもので

す。 
問５［40］ 正解② 94％ 
 六師外道の１人，ジャイナ教の開祖が，②ヴァルダマー

ナ，尊称マハーヴィーラ。ちなみに「ジャイナ」とは「勝

者」の意味。①のウパーリとは，仏陀の入滅直後の仏典結

集の時に戒律をとりまとめた人物。同じく④のアーナンダ

は仏陀の侍者で，教法をとりまとめた人物。③のアングリ

マーラは仏弟子となった殺人鬼。資料集 p.85 参照のこと。 
問６［41］ 正解③ 66％ 
 どれもまぎらわしかったかも知れませんが，触れてはな

らない穢れたものとして扱われていたのは，シュードラ

（奴隷階級）ではなく，アヴァルナでした。ということで，

正解は③。 
問７［42］ 正解② 63％ 
 ②「諸法無我」とは，存在するものすべては永遠不変の

実体（我：アートマン）ととらえてはならない，というこ

と。 
問８［43］ 正解③ 60％ 
 ①仏教では自分が「根源的な」存在であるとは考えませ

ん。②自分が「不可知」であるということは「知り得ない」

ということになってしまい，仏教的真理によっては知り得

ないと言うことになってしまいます。④自分の本質が世界

存立の原因や条件を超越したものなのだという発想も仏

教的ではないですね。③の自分を含めたすべての存在が相

対的であるという縁起説的な思想が仏教思想として正解。 
問９［44］ 正解③ 54％ 
 ①は「集諦」なら正解。②は八正道で分かるとおり「道

諦」。③煩悩を滅して涅槃の境地に入るから「滅諦」。これ

が正解。④「道諦」の「道」は修行方法のことを指します。 
問１０［45］ 正解③ 65％ 
 この問題ももう少し正答率が高くてもよさそうなもの

なんだけど…。③の「無明」は仏教的知識がないことをあ

らわします。①を選んだ人は 17％いましたが，縁起が苦

しみを生むのではなく縁起という真理を知らない無知が

苦を生むというわけです。 
問１１［46］ 正解② 73％ 
 苦しみを滅ぼすための八正道の正しい修行方法は「中

道」（苦行でもなければ快楽でもない修行方法） 
問１２［47］ 正解③ 55％ 
 「ひたすら断食の苦行に打ち込み，ついに悟りを得て仏

陀となった」という点が間違えだね。苦行では悟りは得ら

れないというのが仏教の立場です。 
問１３［48］ 正解⑤ 58％ ［49］ 正解④ 78％ 
 今年のセンター試験の問題でした。「慈悲」＝「与楽・

抜苦」が分かれば易しい問題だったと思いますが… 
［50］ 正解① 60％ 
 実は［50］の問題は授業でまだやっていない，大乗仏

教（北伝仏教）と上座部仏教（小乗・南伝仏教）の違いに

ついてです。大乗仏教は他者の救済としての「慈悲」を重

視し，上座部は修行者の「解脱」を重視していました。 
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