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第 1問 次の英文を読み、以下の問 1と問 2に答えなさい。 

 

Roughly a kilometer north of the towering Great Buddha Hall lie the upper reaches of a small river, the Saho River, which 

is mentioned in no less than 10 of the poems of the Manyôshû.  

     At the Saho River crossing 

          Where the plovers cry ….. 

          When shall I come for you, 

          Fording the crystal-pure shallows  

          On horseback ….. 

The supply of water seems to have been insufficient1) at Heijô Capital, and it has been suggested that this was one of the 

factors taken into consideration in the court’s decision to move the capital to Heian (present Kyoto) at the end of the eighth 

century. Whether this is true or not, it is certain that the water around Nara does not compare with that at Kyoto, and the fact 

that the Saho River flows close to the site where the palace was located must have served to endear2) the modest stream to the 

court nobles. Thus, the fresh quiet beauty of the stream, with its abundance3) of plovers4) and frogs whose sounds made its 

banks so pleasant for the nobility5) of the eighth century, is repeatedly referred to in the poems. （中略） 

An Edo Period (1615-1867) guide to the picturesque6) sights of Nara lists the “Fireflies7) of Saho River”, and the river 

seems thus to have continued to have been renowned8) among the local residents over the centuries. The famous O-mizutori 

event, which is claimed to have taken place annually, without interruption9), over the last 1,200 years at the Tôdai Temple, is 

one of the most interesting religious functions held in the Nara region. According to tradition, the priests who participate in 

the ceremony prepare for it by washing themselves in lustral10) water taken from the Ebisu River, one of the upper tributaries11) 

of the Saho River, another evidence that its waters have a reputation for being particularly pure.  

（NARA by Shigeru Aoyama, translated by Don Kenny & Money L. Hickman, 1964 より作成） 

 

1) insufficient: 不十分な、不足な  2) endear: ～に慕われる  3) abundance: 大量、豊富 

4) plover: 千鳥  5) nobility: 貴族  6) picturesque: 絵のように美しい  

7) firefly: ホタル  8) renowned: 有名な  9) interruption: 中断  

10) lustral:（身の）清めの  11) tributary: （川の）支流 

   

 

問 1 平安京へ都を移した要因の１つとして考えられることを述べなさい。 

 

問 2 佐保川が澄んでいることを示す事柄を挙げなさい。 

 



令和 2年度 奈良県立大学 地域創造学部 推薦入学試験 小論文問題（その 2） 

 

 

第 2問 次の文を読み、以下の問 1と問 2に答えなさい。 

 

「悲観」は物事に対して慎重になり、用意周到な準備をする姿勢を生む。もちろん、そういった準備をしない「楽

観」に比べれば、余分な労力やコストがかかることになるから、問題なく物事が運べば、ちょっとした損をすることに

なるだろう。 

 一方、「悲観」によって生まれるものは、成功を導くこと以外にも、成功確率を上げられたことによる精神的な安定

がある。一般にこれを、「余裕」という。 

 あらゆるトラブルを想定して手を打つことで、余裕が生まれ、その余裕によって、さらに緻密な思考が可能となる。

これは、余裕が客観性や冷静さをもたらすためだ。余裕がないときには、人間は緊張し、一点に集中しがちである。す

ると、どうしても多くのものを見落としてしまう。悲観というのは、可能性のパトロールのような思考であり、頭の中

であちらこちらを歩き、周辺を見回して、見落としがないかと探し回るような思考なのだ。 

「上手くいかないかもしれない」と心配をするだけの「悲観」では、明らかに不充分である。上手くいかない原因と

して、どのような場合が考えられるか、という方向へ思考を向ける必要がある。そこまで考えて初めて、悲観の効果が

表れる。 

 このように、周辺の可能性を考えて回る行為が、客観的な視点を育てる。いつも悲観して、悪くなる要因を探してい

ると、どういったものを見逃しがちかも、だんだんわかってくる。それは、一方向からしか見ないような、固定された

視点に生じがちな死角に隠れている。 

 思いもよらない原因で失敗してしまう経験を何度か積むと、その原因を「思いもしなかった」のは何故なのか、とい

うことに気づく。自分が立案した計画などでは、特に気づきにくかったことだ。重要な計画ならば、複数の人間がチェ

ックをすることで、見逃しが避けられるが、これもつまりは視点の問題だった証拠である。客観的になれず、主観的な

予測に頼っているから、エラーの想定が不充分になる。（中略） 

 なんでもかんでも疑えば良いのか、といえば、半分はそうでもないが、半分はそのとおりだ。そうでもないというの

は、すべてを疑っていたら、きりがないからである。あまりにも対象が多すぎる。さらに、疑ったもののうち、ほんの

一部しか疑う価値のあるものは見つからない。疑えば、疑問が生じる。その疑問には、自身で答を出すしかない。周り

の考えない人たちは相手にしてくれないからだ。その答が価値のあるものかどうかについても、自身で検証するしか

ない。 

 このように、「悲観」によって物事を疑い、問題を見つけ、それを自分なりに解釈するのは、けっこう面倒なことな

のである。 

 考えることは、考える習慣がない人には、もうそれだけで重労働だ。しかし、頭は使えば使うほど回るようになる。

この点では、運動と同じで、躰を慣らすことがまず必要だろう。そして、躰以上に頭の回転には個人差がある。 

 人間の肉体的な差というのは、それほど大きくない。足が速い遅いの差は、せいぜい数倍だろう。これに比べて、頭

の回転数のようなものは、何十倍も何百倍も違うように見受けられる。というのは、そもそも大勢の人がほとんど頭

を回していないからだ。本来頭脳が持っている能力を使っていない。（中略） 

 成人するまでに、多くの人は勉強をする。広い分野の知識を頭に入れる。このような基礎的な知識が、物事を考える

ための材料となり、また考えるほど、その能力も高まる。こういった総合的な能力によって、社会で観察されることを

分析し、多くの人が考えなくなった常識などに疑問を抱くことができるようになる。また疑問を抱けば、それに関す

る新たな情報にアクセスし、頭の中のデータはさらに増え続ける。 

 若いときにこれだけ準備をして社会に出るのだが、どういうわけか、大人になると仕事の効率が優先され、周囲に

合わせる、指示に従う、といった「反応」をするだけの人間になってしまう場合がとても多い。「もう勉強しなくて良

い」という解放感からなのか、考えないようになる。面倒なことからは「卒業」してしまうのだ。 

 大まかにいうと、これが「楽観」の始まりである。つまり、「自分はもう大人になって仕事に就いた。あとは、仕事

で失敗しないように気をつけていれば生きていける」という楽観である。仕事を覚えるまでは、多少頭を使うけれど、

それも中年になった頃には、だいたいわかってくる。あとは恙（つつが）なく役目を果たすだけ、言われたことを実行

するだけ、となる。 

 一度考えることをやめてしまうと、頭は鈍ってくる。考えるのがますます億劫になるから、復帰が難しい。そうなる

まえに、日頃からジョギングをするような心構えで、できる限り頭を使うことをおすすめする。 

（森博嗣『悲観する力』幻冬舎新書、2019年より作成） 

 

 

問 1 下線部において、筆者が重労働だと主張している理由について、70字以上 100字以内でまとめなさい。 

 

 

問 2 筆者の考える「悲観」することの大切さについて、あなた自身の今までの経験を踏まえてどのように考え

るか、400字以上 600字以内で述べなさい。 


