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1. 試験開始の合図があるまで、 この問題冊子の中を見てはいけない。
2.

「受験番号 J は、 解答用紙の受験番号欄に忘れずに記入すること。

3. この冊子には、 1 問題 (2 つの設問）がある。 乱丁、 落丁、 印刷不鮮明の箇所が
あった場合には、 申し出ること。

4. 解答用紙は、 1 枚である。 解答は、 必ず解答用紙の所定の解答欄に記入すること。
所定の欄以外に記入したものは、 無効である。

問題

次の文 章を読んで、 後の問に答 えよ。

わたしの場 合、ふりかえっ てみ ると、本に線 をいれる箇 所には あきらかにふたつの系 列

である。
「
だ いじな ところ」というのは、 その本 を理 解するうえ で、カギ にな る ような と ころか、

あるいは 、著 者のかんがえがは っきりあらわ れているところな どである。 それは いわば、
「その本にとって」だ いじな ところな のである。あるいは また、「 その本の著 者にとって」
だ いじな ところである。
ところが、じ っさ いには、 その書 物の本筋 とはほ とんど関 係な いような 、場 合によっ て
は 著 者が気がつかず にかいているような ことがらで、ひじょうにおも しろく おも って、傍
線 をいれて いる場 合がすくな くな いのである。こ れ が、「おも し ろい ところ」 であっ て、
そのおも しろさ は まさ に、．
「
わたし にとって」 のおも しろさ である。 わたし の傍 線 をひい
た部 分を、も し著者がみ たら 、おど ろきあきれるかも しれな い、 そういう性 質のも のであ
る。

すると、わたしは 本をよむのに、じ つは 二 重の文 脈でよんでいることにな る。ひと つは
著 者の構 成した文 脈によってであり、 も うひとつは 、わたし固 有の文 脈によ ってである。
それは 、まったくべ つのも ので、一 本にはな らな い。
このことは、 よく いわ れる ような 、「
本は 批 判的 によめ」 というこ ととは ちがう とおも
う。批 判ど ころか、第一の文 脈においては まっ た＜著 者に追 随して、ただ 感心してよんで
いるのである。第二の文 脈があらわれてくるという のは 、わたしが、 著 者とは まったく別
の、「あらぬこ と」をかんがえな がらよんでい るという ことの証 拠である。 あるいは また、
触発や連想ということも ある。それも 、著 者にはおも いも よら ぬところに飛 火するも のだ 。
この第 二の文 脈のほ うは 、だ から、文 脈というのも はずかしいような 、シ リメ ッレツな も
のといっ てよ い。しかし、とにかく著者の思 想とは別 のも のな のである。

本の著 者に対し ては 、ややす まな いような 気も するが、第 二の文 脈でよむことは、いわ
ば本をダ シにして、自 分のかっ てな かんがえを開 発し、 そだててゆくことである。も っば
ら読書 のたのしみ を享楽するのも いいが、 それはいわば消 費的 読書 である。 それに 対し て、
こちらは 生産的読書 法ということはできな いだ ろう か。あるいは、また、 このや りかたな
ら、読書 はひとつの創造的 行為とな る。著 者と の関 係でいえ ば、追 随的 読書 あるいは 批 判

『知的 生産 の技 術』に よる。文 章の一部 を省略 ・改 変したところがある。）

筆者はどのような 読書 を「 創造的 読書 」とよんでいるのか。 一五 0字 以内でまとめ

（
慰印覧

的読書 に対して、これは創造的 読書 とよんでは いけな いだろうか。

問
よ。

問二 筆者の読書 に対 する考えをふまえ、あな た自 身の読書 についての考 えを、具 体例 を
あげて五五0字 以上六五0字 以内で論 述せよ。
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がある。第一の系 列は 、「
だいじな ところ」であり、第二の系 列は 、「おも しろい ところ」

(この部分は，著作権の都合上，公開できません。)

