
＜数学解説＞
珈 （単項式の除法，食塩水，平面図形，図形と関数）

（1）（－2xy2）3÷{（－3x3y2）2÷（－ x2y）}÷（－ ）
2

＝－8x3y6÷{9x6y4×（－ ）}÷ ＝

－8x3y6×（－ ）× ＝

（2） 食塩の量について，100× × × ＝100× （ ）
2

＝

＝±√‾‾ 100－x＝± x＝100± x＜100より，x＝100－

（3） 円Oの半径をrとし，∠BOCの二等分線と線分BDとの交点をEとする。角の二等分線の定理よ

り，BE：DE＝OB：OD＝r：（r－1） よって，DE＝ BD＝ △ODEと

△ADCにおいて，円周角の定理より，∠BOC＝2∠BACだから，∠DOE＝∠DAC 対頂角だか

ら，∠ODE＝∠ADC 2組の角がそれぞれ等しいので，△ODE∽△ADC OD：AD＝DE：

DC （r－1）：3＝ ：1 r－1＝ 2r－1＝21 2r＝22 r＝11 よ

って，OA＝11

（4） 2点A，Bはy＝kx2上の点だから，A（－2，4k），B（6，36k） 直線ABの式をy＝mx＋nとお
くと，2点A，Bを通るから，4k＝－2m＋n，36k＝6m＋n この連立方程式を解いて，m＝4k，
n＝12k よって，C（0，12k）とする。線分OCの中点をDとすると，D（0，6k） △AOB：△ADB

＝OC：CD＝2：1より，y＝kx2とy＝4kx＋6kとの交点をPとすれば，AB//DPより，△ADB＝△APB

だから，△AOB＝2△APB＝平行四辺形APBQとなる。y＝kx2とy＝4kx＋6kからyを消去して，
kx2＝4kx＋6k x2－4x＝6 （x－2）2＝6＋4 x－2＝±√‾10 x＝2±√‾10 －2＜x＜6よ

り，両方とも適する。
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平 成 30 年 度

解 答 と 解 説
《平成30年度の配点は解答用紙に掲載してあります。》

珈 （1） （2） x＝100－ （3） OA＝11 （4） 2＋√‾10，2－√‾10

玳 （1） 29 （2） 7 （3） 7928 珎 （1） BD＝2－√‾2 （2）

玻 （1） a＝－2 （2） ①　OC＝ ②　r＝

（3） x座標　 ， y座標　

珀 （1） AL＝ （2） OP＝
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＜数学解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



玳 （場合の数，数の性質）

（1） 0のカードを2枚使ってできる3けたの整数は，100，200，500の3個。2のカードを2枚使ってで

きる3けたの整数は，（2，2，0），（2，2，1），（2，2，5）の組み合わせがあり，それぞれ，2個，3

個，3個ある。0，1，2，5の4枚のカードから3枚使ってできる3けたの整数は，百の位，十の位，

一の位の順に決めていくと，3×3×2＝18（個）ある。よって，全部で，3＋2＋3＋3＋18＝29（個）

（2） 6＝2×3より，6で割り切れる整数は，3の倍数かつ偶数である。各位の数の和が3の倍数とな

る組み合わせは，（0，1，2），（0，1，5），（2，2，5）であり，それぞれからできる偶数は，102，

120，210，150，510，252，522の7個。

（3） 同じカードを使ってできる11個の整数の和は，100＋200＋500＋202＋220＋122＋212＋221＋

225＋252＋522＝800＋422＋555＋999＝2776 次に，0，1，2，5の4枚のカードから3枚使って

できる3けたの整数は18個であるが，百の位が0の2けたの整数012，015，021，025，051，052の6

個を含めた24個の整数の和は，（0＋1＋2＋5）×（100＋10＋1）×6＝888×6＝5328となり，百の位

が0の2けたの整数6個の和は，（1＋2＋5）×（10＋1）×2＝176 よって，求める整数の和は，

2776＋5328－176＝7928

珎 （平面図形の計量）

（1） 折り目CDで頂点Aが重なる点をHとすると，DH＝DA，∠DHC＝∠DAC＝90°だから，△BDH

は∠BHD＝90°の直角二等辺三角形である。DH＝DA＝xとすると，BD＝√‾2 DH＝√‾2 x AB＝AD

＋DBより，1＝x＋√‾2 x x＝ ＝ ＝√‾2 －1 よって，BD＝√‾2（√‾2

－1）＝2－√‾2 

（2） CE＝DE＝yとすると，AE＝1－y △ADEに三平方の定理を用いて，y2＝x2＋（y－1）2 2y

＝x2＋1 y＝ ＝ ＝2－√‾2 よって，BD＝CEとなり，DE//BC

だから，∠DEG＝∠CFG ここで，∠DEG＝∠CEGだから，∠CFG＝∠CEGとなり，CF＝CE

したがって，四角形CEDFはひし形である。ひし形CEDF＝DE×DH＝（2－√‾2 ）（√‾2 －1）＝2√‾2 －

2－2＋√‾2 ＝3√‾2 －4 よって，四角形BFGD＝△DBC－△CFG＝ ×√‾2 ×（√‾2 －1）－（3√‾2 －

4）× ＝ － ＝

玻 （1次関数と図形）

（1） 仮定より，BA＝BC＝BOだから，3点A，C，Oは点Bを中心とする半径2の円周上にあり，

∠ACO＝90° 直交する2直線の傾きの積は－1だから，a× ＝－1 a＝－2

（2） ①　直線褄とx軸との交点をDとすると，y＝－2x＋4にy＝0を代入して，0＝－2x＋4 x＝2

よって，D（2，0）だから，AD＝√‾‾‾22＋42‾＝2√‾5 2組の角がそれぞれ等しいから，△OCD∽

△AOD OC：AO＝OD：AD OC＝ ＝

②　AC＝√‾‾‾42－（‾‾‾）
2‾
＝ 円Pと3辺OC，CA ，AOとの接点をそれぞれE，F，Gとする。

円外の1点からひいた接線の長さは等しいから，四角形CFPEは正方形となる。CE＝CF＝rより，

OG＝OE＝ －r，AG＝AF＝ －r OA＝OG＋AGより，4＝（ －r）＋（ －r）
2r＝ －4 r＝ －2＝
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（3） 円Qとy軸，直線褄，mとの接点をそれぞれH，I，Jとする。

AH＝AI＝a，CI＝CJ＝bとすると，OH＝4＋a，OJ＝

＋b ここで，AI＋CI＝ACより，a＋b＝ …（衢）

OH＝OJより，4＋a＝ ＋b a－b＝ －4…（衫）

（衢）＋（衫）より，2a＝ －4 a＝ －2 （衢）－

（衫）より，2b＝ ＋4 b＝ ＋2 四角形CJQIは

正方形だから，HQ＝IQ＝CJ＝ ＋2 よって，円Qの中

心のx座標は， また，OH＝4＋ －2＝ ＋2より，円Qの中心のy座標は，

珀 （空間図形の計量）

（1） 正三角形OABにおいて，AからOBにひいた垂線をAHとすると，AH＝ AB＝ HL

＝OL－OH＝ OB－ OB＝ － ＝ よって，AL＝√‾‾（ ‾‾‾‾）
2

＋（‾‾）
2‾
＝√‾‾＝

（2） AM＝AL LM//BCより，LM：BC＝OL：OB＝3：5 よって，

LM＝ BC＝ 線分LMの中点をQとすると，AQ＝√‾‾‾AL2－‾‾LQ2‾

＝√‾‾（ ‾‾‾‾）
2

－（‾‾‾）
2‾
＝ また，線分BCの中点をNとすると，

AN＝ON＝√‾‾‾OB2－‾‾BN2‾＝√‾‾‾32－（‾‾√‾5 ）2‾＝2 3点O，Q，Nは同一直線

上にあり，OQ：ON＝OL：OB＝3：5 よって，OQ＝ ON＝

ここで，△OANは∠ONAが鈍角の二等辺三角形だから，点Pは直線AQ上にあり，AP＞AQ

AP＝xとおくと，OP2について，OA2－AP2＝OQ2－PQ2 32－x2＝（ ）
2

－（x－ ）
2

9－

x2＝ －（x2－ x＋ ） x＝ x＝ ＝ したがって，

OP＝√‾‾‾32－（‾‾‾）
2‾
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★ワンポイントアドバイス★

例年に比べると，関数・図形に重点のおかれた出題で，図をかきながら考え，計

算力も要求される内容である。時間内完答はねらわず，手を着けた問題はミスの

ないように解答したい。



＜英語解説＞
珈 （正誤問題：前置詞，現在完了，受動態）

1 「私の家族の誰も，ワレンチナ・テレシコワが1963年6月16日に宇宙に行った最初の女性だった

ことを知らない」「（日にち，曜日）に」は onで表す。
2 「2か月前に，彼女は幕張銀行に勤める友人を訪ねるために千葉に行った」「2か月前に」と過去

の時点のことを表しているので，現在完了ではなく過去時制で表す。

3 「生徒のほとんどは学校でその映画を見て喜んだが，中にはそうでない者もいた」「中にはそう

でない者もいた」は，前半の「喜んだ」を受けているので，同じ be動詞を使って some were
notとするのが正しい。

4 「この前の日曜日，私は図書館に行く途中で外国から来た旅行者に話しかけられた」「～に話し

かける」は speak to～で表すので，受動態でも toが必要。speakは〈speak＋言語名〉で「～
語を話す」という意味で用いるが，〈speak＋人〉の形では用いない。

5 「警察はこの前の日曜日に私たちの学校に侵入した男を探している。図書室の最も大切な本の1

冊が盗まれたのだ」「盗まれた」に対する主語は One of the most important books の One
で単数なので，be動詞はwasが適切。

6 「新しいことを学び，あなたからそれを学びたいときにそれを他の誰かに教えることはわくわく

することだ」「（人）に～を教える」は〈teach＋人＋～〉または〈teach＋～＋ to＋人〉で表す。

玳 （語句整序問題：現在完了，関係代名詞，比較，接続詞）

（全訳） 私の家族は元々はベトナムの出身だが，1私は2歳のときからオーストラリアに住んでい

る。私は新しい国が大好きだが，今も自分自身をベトナム人だと思っている。私の祖母は，私が若

かった頃によくその国について話をしてくれ，私はその話を聞くのが好きだった。そういうわけで，

私はランタン祭りがとても好きなのだ。それは秋に行われ，2私たちにとって，オーストラリアの

異なる場所に住む家族や友人たちに会うことはすばらしい時だ。祭りに行く前に，私の母はいつも

特別な月餅を作る。今では私も作る。3私のは母のものほどおいしくはないけれども！
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珈 1 ウ・on 2 ア・went 3 エ・were not 4 ア・spoken to 5 エ・was
6 イ・teach it to someone

玳 1 A エ　　B キ　　C ウ　　2 A オ　　B ア　　C カ

3 A カ　　B ア　　C エ　　4 A キ　　B カ　　C エ

5 A ウ　　B エ　　C イ

珎 （1）（例） you can make a sound （2）（例） the streets are always crowded

玻 問1 （ウ） 問2 are less important 問3 1 （c） 2 （a） 3 （c）

問4 1 F 2 T 3 F 4 T 5 T

珀 問1 June 問2 母親の妊娠を知らされた日。 問3 イ

問4 1 ウ　　2 エ　　3 イ　　4 ア　　問5 ウ　　問6 エ　　問7 ウ

問8 ウ　　問9 ウ，オ，キ

LISTENING COMPREHENSION

【Part 1】 No. 1 （b） No. 2 （c） No. 3 （b） No. 4 （d）

【Part 2】 No. 1 F No. 2 T No. 3 T No. 4 F

＜英語解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



多くのベトナム人ではないオーストラリア人が祭りにやって来る。それはとてもよく知られてい

て，人気があるのだ。彼らは食べ物を食べたり，音楽を聞いたり，踊りを見るためにやって来る。

私はベトナムの踊りが大好きで，いつも参加している。4私の父は，私は若い頃の母に似ていると

言う。

私がいちばん好きな時間は夜だ。私たちはみな明かりを持って歩き，それから盛大な花火大会が

行われる。花火を見た後，5私たちは公園の近くに住んでいるので一晩泊まりにおばの家に行く。

ランタン祭りは，私が1年でいちばん好きな時間である。

1 （I）have lived in Australia since I was two years old. since の後に過去時制の文を続け，
「～のときからずっと…している」という現在完了の文にする。

2 （it’s a great time）for us to meet up with our family and friends who live in（different
parts of Australia.） 不定詞の主語は，不定詞の前に〈for ＋人〉を置いて表す。meet up with
～ は「（人）に会う」という意味。who は関係代名詞で，who ～ Australia が our family and
friendsを修飾している。

3 （So do I now,）although mine aren’t as good as my mom’s. although「～だけれども」
があるので，「私の（月餅）は母のものほどおいしくはない」という内容を続けると，前半の「今

では私も作る」とのつながりが自然になる。「～ほど…ない」は not as… as～で表す。
4 （My dad says that）I look like my mom when she was young. when以下は直前の my

momを修飾して「～のときの」の意味を表す。look like～は「～に似ている」という意味。
5 （we go to）my aunt’s house for the night as she lives（near the park.） この場合の asは
「～なので」と理由を表す意味。「（祭りが行われる）公園の近くに住んでいるので一晩泊まる」と

いうつながりにする。for the nightは，「一晩泊まって」という意味で用いられる。

珎 （条件英作文問題：助動詞）

（全訳） 日本の友達たちへ，

こんにちは，

私の名前はマイク・テイラーです。私は15歳で，シドニーに住んでいます。4月から，私は1年間

日本で勉強することになっています。私は千葉市のホストファミリーの家に泊まります。私は初め

て日本に行くことにとてもわくわくしていますが，少し不安があります。私は日本についてほとん

ど知らないので，私が日本にいる間に何を知るべきか教えてくれませんか？

こんにちは！

私の名前はシュンスケです。私はあなたにたくさんのことを教えてあげたいと思いますが，最初

に，次の2つのことを知っておくべきです。あなたはラーメンとかそばについて聞いたことがあり

ますか？　それらの麺を食べるときに，（1）音を立ててもかまいません。それは日本では行儀の悪

いことではありません。

そして，出かけるときには電車や地下鉄に乗らなくてはなりません。あなたは（2）通りがいつも

混んでいることを知って驚くでしょう。だから，私は東京に買い物に行くときには毎回それらを使

うのです。

この2つのことがあなたにとって役立てばいいと思います。日本での滞在と勉強を楽しんでくだ

さい！

がんばって！

（1） 空所の前で麺類を話題にしていること，その後では空所に入る内容を受けて，「それは日本で

は行儀の悪いことではない」と言っていることから，麺類を食べるときは音を立ててもよいとい

う日本の習慣について言っていると推測できる。「音を立てる」はmake a soundで表す。
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（2） 空所を含む文の前で，「電車や地下鉄に乗らなくてはならない」と言っていること，その後で

は「だからそれら（＝電車や地下鉄）を使う」と言っていることから，空所には電車や地下鉄を使

う理由を表す内容が入ることが推測できる。電車や地下鉄以外の交通手段としてはバスがあるが，

バスを使うと問題があるという内容を考え，例えば「通りが混んでいる」などという内容にする

とよい。「混んでいる」は crowded または busy で表せる。また，street の代わりに road「道
路」を用いてもよい。

玻 （長文読解問題・説明文：語句解釈，脱文補充，内容吟味）

（全訳） あなたは明日までに英語の宿題を終わらせなければならないが，まだ始めていない。あ

なたは先月祖母が送ってくれた贈り物のお礼を言うために祖母に電話をするべきだ。あなたの壊れ

た自転車が玄関の脇にある。それはもう何週間もそこにある。あなたは本当にそれを修理するべき

である。しかし，あなたはそれらのことを何もしていない。代わりに，あなたはお気に入りのテレ

ビ番組を見ている。あなたは番組が終わったらそれら他のことをするつもりでいる－かもしれない。

あなたは先延ばしにしている。私たちはみな，ときどきそうする。私たちの中には，他の人たち以

上にそうする人がいる。私たちはなぜ先延ばしをするのだろうか？　それは本当にそんなに悪いこ

となのだろうか？

一般に，先延ばしとは今するべき作業を未来のあるときまで後回しにすることである。後回しに

することは先延ばしの最も重要な要素であると言う心理学者もいるが，それが唯一の要素ではない

と言われている。通常，先延ばしをするときは，状況を悪化させることがわかっていても作業を後

回しにする。なぜこのようなことをするのだろうか？　いくつか理由がある。まず，私たちは，困

難なことや不快なことをする前に，気分のよいこと－楽しいことをする方を好む。私たちは，困難

な作業の方が重要である場合でもしばしばそうする。次に，締切に間に合わせることのプレッシャ

ーを感じれば，最高の仕事をするだけだと信じている人たちがいる。締切に間に合わせることは，

必要とされている時までに作業を完了することだ。最後に，質の良い，十分な仕事ができないので

はないかと思うために作業を後回しにする人もいるかもしれない。

ほとんどの人は，先延ばしをすると罪悪感を覚える。作業を後回しにするべきではないことを知

っているのだ。締切を守れないかもしれないし，うまく作業をするための十分な時間がないかもし

れない。しかし，哲学の教授であるジョン・ペリーは，作業を後回しにすることが良い考えである

場合もあると言う。彼は先延ばしについて多くのことを書いている。彼は，先延ばしをしている間

に他の多くの大事な作業を完了していると言う。例えば，部屋を掃除したり，自転車を修理したり，

英語のレポートを書く代わりに数学の宿題をするかもしれない。これは時に積極的先延ばしと呼ば

れる。積極的先延ばしはしばしば多くのことを成し遂げる。

先延ばしにはもう1つのプラス面がある。その分野の別の専門家であるフランク・パートノイ教

授は，作業や決定を後回しにしてより良い仕事をする可能性があると言う。先延ばしにすると，そ

の作業のことをよく考える－それについて懸命によく考える時間ができて，その作業をするための

最善の方法のために計画を立てる。また，優先順位をつける，つまり，どれがより重要でどれがそ

れほど重要でないかを決める時間もできる。自分が計画を立てているとか優先順位をつけているこ

とに気づかないこともある。そうしたものは，部屋の掃除だとか自転車の修理など，他の作業をし

ている間に出てくる。あるいは，シャワーを浴びていたり運動をしていたりする間に出てくるかも

しれない。そうしたものは，先延ばしをしている間に出てくるのだと言ってよいだろう。パートノ

イ教授は，私たちは先延ばしを現代の生活の一部として受け入れなくてはならないと言う。私たち

にはしなければならないことをすべてするのに十分な時間は決してないだろうから，選択をしなけ

ればならない。彼は，私たちはみな先延ばしをするのだから，上手に先延ばしできるようになるべ
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きだと言う。上手に先延ばしをすれば，しばしば思慮深く創造的な仕事につながることがある。

だから，もしある作業を先延ばししているならば，上手に先延ばししているかどうか自分自身に

問いかけてみることだ。お前は他のことをしている間にその作業のことをよく考えているか？　お

前はそれをどのようにするか何かアイデアを得ているか？　もしそうなら，あなたは上手に先延ば

ししているのかもしれないし，そのことで罪悪感を覚える必要はない。ただテレビゲームをしてい

たりピザを食べているだけならば，おそらく上手に先延ばししていないのだ。ただ先延ばししてい

るだけなのだ。そしておそらくそのことについて罪悪感を覚えるべきなのだ。

問1 active procrastination「積極的な先延ばし」，つまり，先延ばしを肯定的にとらえて述べて
いる部分であることに着目する。具体的には，下線部を含む文の2文前に書かれている，ある作

業を先延ばししている間に部屋の掃除ができる，自転車を修理する，英語の代わりに数学の宿題

をするといった別の成果が出ることを言っているので，「多くのことを成し遂げる」という意味

が合う。

問2 抜き出されている文は「自分が計画を立てているとか優先順位をつけていることに気づかな

いこともある」という意味。この文の plans，prioritiesが複数形であることから，第5文の主語

They に着目する。They が plans，priorities を指すと考えると，「計画を立てていたり，優先
順位をつけていたりすることに気づかない。それらは他のことをしている間にたまたま出てくる

ものだからだ」という因果関係を表す内容になる。

問3 1 「人は（c）単に難しい作業をしたくないから先延ばしをする」 空所には，先延ばしをする

理由が入る。先延ばしをする理由は第2段落に挙げられている。そのうち，第6文の「難しいこと

や不快なことをする前に楽しいことをする方を好む」ことと同内容の（c）が適切。（a）は「他の作

業の方が大事だと考える」，（b）は「こうすることは状況を悪化させるかもしれない」，（d）は「そ

れが悪いことだと思わない」という意味。 2 「（a）ペリー教授もパートノイ教授も先延ばしは

必ずしも悪いことではないと考えている」 第3段落ではペリー教授，第4段落ではパートノイ教

授について，先延ばしの良い点についての考え方が述べられている。（d）の neither～ nor…は
「～も…も－ない」という意味。 3 「上手に先延ばしをするときは，（c）まだ後回しにしている

作業について考えている」 第4段落で述べられている，「先延ばしをしている間に作業を終わら

せるための計画を立てたり，優先順位をつけたりする時間ができ，その結果，良い仕事ができる」

というパートノイ教授の考えを受けて，筆者は第5段落第1文で，「上手に先延ばししているかど

うか自分自身に問いかけてみる」ことを勧めている。さらにその問いかけの具体的な内容は第2

文の「他のことをしている間にその作業のことをよく考えているか自分に問いかけてみるべきだ」

ということなので，上手に先延ばしをしているということは，その間，後回しにしている作業に

ついて考えていることになる。（a）は「作業を後回しにしていることについて悪いと感じない」，

（b）は「後回しにしている作業よりも大事なことをする」，（d）は「先延ばしの肯定的な見方を見

つけようとする」という意味。

問4 1 「先延ばしをするとき，人はときどきそうと気づかずに作業を後回しにしている」（F）

第2段落第3文「状況を悪化させることがわかっていても作業を後回しにする」，第3段落第1文「ほ

とんどの人は，先延ばしをすると罪悪感を覚える」など，先延ばしは意識的にするものだという

内容の記述はあるが，無意識的に先延ばしをすることがあるという記述はない。 2 「ある人々

は，締切に間に合わせるために先延ばしにする」（T） 第2段落第8文に，締切のプレッシャーに

よって良い仕事をするために先延ばしをする人の例が書かれている。 3 「作業を後回しにする

ことに罪悪感を覚えるときは，上手に先延ばしにしている」（F） 最終段落第4文を参照。筆者

は，上手な先延ばしをしているときは罪悪感を覚える必要はないと述べているのであり，罪悪感
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を感じるときは上手な先送りをしているということではない。また，第3段落第1文にあるように，

罪悪感を感じるのは，上手かどうかにかかわらず，一般に先延ばしをしている場合である。

4 「ある人々は，先延ばしをしているときに作業をどのように完了するかについて考えている」

（T） 第4段落第3文の内容に合っている。 5 「パートノイ教授は私たちが先延ばしをすること

は自然なことだと考えている」（T） 第4段落最後から2文目にある，「私たちはみな先延ばしを

するのだから，上手に先延ばしできるようになるべきだ」というパートノイ教授の考えから，教

授は人が先延ばしをするのは自然なことだと考えていることがわかる。

珀 （長文読解・物語文：語句補充，指示語，文選択補充，語句選択補充，内容吟味）

（全訳） 窓辺で椅子に座り，腕に（あ）6月の暖かい日光を感じていると，自分がどこにいるのか思

い出さなくてはならなかった。そこが病院の部屋であることを信じるのは難しかった。注意深く選

ばれた壁紙と家具を見ている間，私はその日，そう以前のことではない，この冒険が始まったあの

日に遡って思い出した。

心地よい涼しさの乾燥した10月の一日だった。私たちのホッケーチームはライバルのチームに2

対1で勝ったところだった。私は疲れていたが興奮していた。私は自分たちの車に乗りこんだ。学

校を出ようとしているとき，母がその日病院に行ってきたと言った。私は母がかかりうるすべての

病気について考えると神経が高ぶってきて，「（い）何のために？」と尋ねた。

「あのう…」 彼女はためらい，私の心配が高まった。「妊娠しているの」

「何ですって？」 私は驚いて言った。

「妊娠しているのよ」と彼女は繰り返した。

1私は言葉を失った。私は車に座り，このようなことは高校にいるときに親に起こるようなこと

ではないとしか考えられなかった。私は母の体内にいる小さな人間のことで腹が立ち，混乱してい

た。再婚後は母に別の子供を決して産んでほしくなかったのだ。

継父が彼の初めての子供の誕生について聞いて彼の目に驚きと喜びが見えたとき，私は興奮した。

2赤ちゃんが生まれてくる，そして私の喜びは表に現れた。しかし，内面では，私は恐れと怒りを

どうにかしようとしていた。

私の両親は家の装飾から名前の選択まで，あらゆる準備に私を関わらせようとした。彼らはまた，

赤ちゃんの誕生の場に私もいるように決めた。しかし，この妊娠がもたらした興奮と幸福にも関わ

らず，友人や親戚がひっきりなしに新しい赤ちゃんについて話すのを聞くのはつらかった。私は，

赤ちゃんが生まれたら，母が私に与えてきた（A）愛情を受けられないのではないかと思った。とき

どき私が1人でいると，この子供が私から持ち去ろうとしているものについての（B）怒りが（C）喜びを

取り去ろうとした。

その6月17日に私が分娩室に座っている間，私は（う）自分自身に，「私の人生はどのようになるの

だろうか？　終わりのない赤ちゃんの世話の仕事になるのだろうか？　私は何をあきらめなければ

ならないだろう？　最も大事なこととして，私は母親を失うのだろうか？」と問いかけ始めた。心

配する時間はすばやく消えてなくなっていった。3私に赤ちゃんの妹ができたのだ。

それは人生で最も信じられない経験だった。誕生とは本当に奇跡である。医者が女の子ですと知

らせたとき，私は泣いた。4私はみんなに伝えるのを待ちきれなかった。

私の恐れは，暖かくて理解のある家族の助けのおかげでもはやなくなっている。学校へ行く車が

来るまで毎朝私と一緒に待ち，それから，窓の内側でお母さんに抱かれて，小さな手を振って別れ

のあいさつをする小さな人物がいることがどれほど特別なことなのか，私には説明できない。帰宅

して，彼女が来て一緒に遊ぼうと私を引っ張る前にコートを脱ぐ機会（え）しかないことがとてもす

ばらしいのだ。
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今では，家中にエマへのたくさんの愛情があることがわかる。彼女が（お）何も持ち去らずにとて

もたくさんのものを私の人生にもたらしたことがわかったとき，私の怒りは消えた。私は，自分が

こんなに赤ちゃんを愛せるとは思いもしなかったし，彼女の姉であることから得る喜びを何ものに

も換えないだろう。

問1 病院が舞台として出てくるのは，冒頭の場面と，筆者の妹が生まれた6月17日のことである。

物語は，冒頭で筆者が分娩室で赤ちゃんが生まれるのを待っている場面から始まり，母親が妊娠

したことを告げられた10月のある一日に遡って，それから赤ちゃんが生まれた6月17日までの筆

者の心情の変化をたどる形になっている。

問2 全訳を参照。第1段落最終文にある that day に関係副詞 when 以下の説明が「この冒険が始
まった」と続いている。したがって，第2段落第1文の主語 It は that day を指すと考えられる。
この日，筆者にとって最大の出来事は，母親が妊娠したことを知らされたことで，そのことを

「この冒険が始まった日」と表している。

問3 この場面で，筆者にとって母親が病院に行ったということは，何かの病気なのかという心配

の種でしかないはずなので，病院に行った目的や理由を知りたいはずである。したがって，「何

のために？」の意味のイが適切。

問4 全訳を参照。 1 母親から妊娠したことを知らされた直後の場面。空所の後で，「このよう

なことは高校にいるときに親に起こるようなことではないとしか考えられなかった」「母の体内

にいる小さな人間のことで腹が立ち，混乱していた」など，精神的に不安定な状態にあることか

ら，誰かと話をする状況ではないことがわかる。 2 空所を含む文は，直後の文，「しかし，内

面では，私は恐れと怒りをどうにかしようとしていた」と対照的な内容になる。「私の喜びは表

に現れた」ことの原因として適切なのはエ。 3 赤ちゃんが生まれてくることに伴う心配事が

すぐに消えた理由に当たる内容のイが適切。 4 赤ちゃんが生まれ，筆者が感動のあまり涙を

流す場面。それまでの不安が一掃されて開放的な気持ちになっているので，喜びを他の人々に伝

えたいというアが適切。

問5 全訳を参照。この場面で，筆者は生まれてくる赤ちゃんのことで，不安に思っていることに

着目する。 （A） 空所に入る語は my mother had given me「（それまで）母親が私に与えて
きた」に修飾される。それが，赤ちゃんが生まれると受けられなくなることを心配していること

から，love「愛情」が適切。 （B）・（C）「この子供が私から持ち去ろうとしているものについ

ての（B）が（C）を取り去ろうとした」という流れ。筆者は，赤ちゃんが生まれることによって自

分がどうなるのかわからず不安に思い，赤ちゃんから持ち去られるものがあるのではないかと考

える。そのことから「怒り」の感情が芽生え，その「怒り」が強いために，「喜び」が取り去ら

れてしまう，とすると理屈が通る。

問6 筆者自信は，赤ちゃんが生まれる前，誕生を喜ぶ気持ちよりも自分がどうなるのかという不

安の方が大きかった。そうした疑問を喜びにあふれる母親や継父，親戚に問うのは不自然である

し，この場面で筆者の問いに答える人物も出てこないので，ここでは筆者は自分自身に問いかけ

ていると考えるのが自然。

問7 全訳を参照。ここでは，家に帰るとすぐに赤ちゃんが一緒に遊ぼうとせがむので，コートを

脱ぐ時間しかないことを表している。

問8 赤ちゃんが生まれる前，筆者は赤ちゃんによって何かが奪われてしまうのではないかといっ

た不安を感じていたが，赤ちゃんが生まれてからは一切そうした不安から解放されている。また，

空所の後に instead「そうではなく，それどころか」という語があることからも，前半は instead
以下の「とてもたくさんのものを私の人生にもたらした」と対照的な「彼女（＝赤ちゃん）は何も
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持ち去らなかった」という内容にするのが適切。

問9 ア 「筆者は自分が病院にいることに気づいて驚いた」（×） 第1段落第1，2文を参照。筆者

は，暖かい陽射しを浴びていると，自分が病院にいることを信じるのが難しかったと述べている

が，ふと病院にいることに気づいて驚いたという心情ではない。 イ 「筆者はとても妹が欲し

かった」（×） 第4段落最終文で，筆者は母親に再婚後は子供を生んでほしくなかったと述べて

いる。 ウ 「赤ちゃんと筆者の父親は異なる」（○） 第4段落最終文から，筆者の母親が再婚し

ていることがわかる。また，第5段落第1文の stepfather は「継父」のことで，生まれてくる赤
ちゃんは，母親とその再婚相手の男性との間の子供である。 エ 「母親は筆者が知る前に赤ち

ゃんについて夫に話した」（×） 第5段落第1文，「継父が彼の初めての子供の誕生について聞い

て彼の目に驚きと喜びが見えた」から，継父はこのときに初めて子供ができたことを知ったこと

がわかるが，筆者が母親から子供ができたことを知らされたのは，その前の段階である。

オ 「筆者は友人や親戚が赤ちゃんの話をするとうれしくなかった」（○） 第6段落第3文を参照。

筆者は友人や親戚が赤ちゃんの話をするのを聞いてつらく感じている。 カ 「赤ちゃんの名前

はまだ決められていない」（×） 最終段落第1文に Emma という名前が出てくるが，最終段落
の内容から，これは筆者やその母親ではなく，新たに生まれた赤ちゃんの名前であると考えるの

が適切。 キ 「筆者は今では，赤ちゃんの妹は自分の人生で最も貴重なものの1つであると感じ

ている」（○） 最終段落最終文の内容に合う。

リスニング問題

【Part 1】

John Smith wanted to be a pilot when he was a child.  After he worked hard and saved
a lot of money, he decided to buy his own plane.

Then he took flying lessons.  Unfortunately, he wasn’t a good student.  But at last he
passed his pilot’s test and had a license to fly the plane without an instructor.

For a while he was happy taking the plane on his own.  But he soon felt lonely in the
plane, so he decided to ask friends to come with him.  But his friends didn’t want to fly
with him.  They had all seen how he drove his car.  He was not the safest driver on the
road.

He had no one else to ask, so he finally invited his dentist to join him on a short flight.
The dentist accepted his invitation because he did not know John well and had never been
in a plane before.

John wanted to show his dentist what a good pilot he was.  After the plane took off,
John put the plane into a steep dive.  He turned it on its back.  He rolled it over and over.
He did all kinds of things with the plane.

Throughout the flight, the dentist just kept saying to himself, “What am I doing here ?
I must be crazy.”

In the end, John landed the plane safely, though very roughly.  The dentist got out and
looked at him.

“Thanks for both flights,” he said to John.
“Both flights?” John said, surprised.  “But you’ve only had one flight.”
“Oh, no,” his dentist said.  “I’ve had two: my first and my last.”

No. 1 What kind of pilot is John ?
（a） Slow but safe
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（b） Very wild
（c） Very experienced
（d） Very careful

No. 2 How did the dentist probably feel during the flight ?
（a） Excited
（b） Thankful
（c） Afraid
（d） Impressed

No. 3 Why did John do many tricks while flying ?
（a） Because he wanted to know his plane was good.
（b） Because he wanted to show that he could fly well.
（c） Because he was so happy to fly with the dentist.
（d） Because he wanted the dentist to enjoy his flight.

No. 4 What will probably happen next ?
（a） John will stop flying.
（b） John’s other friends will ask for a ride.
（c） The dentist will learn to fly. 
（d） The dentist will not fly with John again.

【Part 1】

ジョン・スミスは子供のころパイロットになりたかった。一生懸命に働いてたくさんのお金を貯

めてから，彼は自分の飛行機を買うことにした。

それから彼は飛行訓練を受けた。不運にも，彼はできの良い生徒ではなかった。しかしついに彼

はパイロットの試験に合格し，指導者がいなくても飛行機を飛ばす許可証を手にした。

しばらくの間，彼は自分で飛行機に乗ることができてうれしかった。しかし彼はやがて飛行機の

中で孤独を感じたので，友人に一緒に来るように頼むことにした。しかし彼の友人たちは彼と一緒

に飛びたいと思わなかった。彼らはみな，彼の車の運転のしかたを見たことがあったのだ。彼は道

路ではいちばん安全でない運転手だったのだ。

彼には他に頼む人がいなかったので，彼はついにかかりつけの歯医者を短時間一緒に飛ぼうと招

待した。歯医者はジョンをよく知らず，飛行機を見たことがなかったので，彼の招待を受けた。

ジョンは，歯医者に自分がどれほど上手なパイロットであるかを見せたかった。飛行機が離陸す

ると，ジョンは飛行機を急降下させた。彼は飛行機を逆さにした。彼は何度も何度も飛行機を横に

回転させた。彼は自分の飛行機ですべての種類のことをした。

飛行中ずっと，歯医者は「私はここで何をしているんだ？　私は気が狂っているにちがいない」と

独り言を言い続けているだけだった。

ようやくジョンは無事に飛行機を着陸させた，とても乱暴ではあったが。歯医者は外に出て彼を

見た。

「2度の飛行をありがとう」と彼はジョンに言った。

「2度の飛行ですって？」とジョンは驚いて言った。「でもあなたは1度しか飛行していませんよ」

「いや，違うよ」と歯医者は言った。「2回乗ったよ。初めてのと最後のとね」

No. 1 ジョンはどのようなパイロットですか。

（a） ゆっくりだが安全だ。

（b） とても荒っぽい。
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（c） 経験がとても豊富だ。

（d） とても注意深い。

No. 2 歯医者はおそらく飛行中にどのように感じましたか。

（a） わくわくしていた。

（b） ありがたいと思っていた。

（c） 怖かった。

（d） 感動していた。

No. 3 ジョンはなぜ飛行中に何度も曲乗りをしたのですか。

（a） 自分の飛行機が良い状態であることを知りたかったから。

（b） 自分が上手に飛べることを見せたかったから。

（c） 歯医者と飛ぶことができてとてもうれしかったから。

（d） 歯医者に飛行を楽しんでもらいたかったから。

No. 4 次にはおそらく何が起こりますか。

（a） ジョンが飛行するのをやめる。

（b） ジョンの他の友人たちが飛行機に乗せてくれと頼む。

（c） 歯医者が飛行を学ぶ。

（d） 歯医者は二度とジョンと飛行しない。

【Part 2】

After uuiversity, Kyle Berner tried many different jobs.  He tried producing music,
selling computers, and even selling hot dogs from a cart on the street.  His dream was to
travel overseas.  One day, he bought a ticket to Thailand.

Kyle traveled to a small village.  Kyle worked as an English teacher and studied the
local culture. After a year, he went back to the United States and got a job at university,
but he couldn’t forget about the village he visited.

He returned to Thailand one year later, and during this trip he bought a pair of flip-
flops made from natural rubber by a local family.  He loved the shoes, and then he got an
idea.  He wanted to sell these shoes in the United States.  So he started his own company.

The goal of his company is not only to make money, but also to do good things for
others.  It gives one percent of its profits to groups that help people, one percent to help
grow new rubber trees, and one percent to groups that help the earth.  Kyle’s company has
become successful, and he is now selling his flip-flops around the world.
No. 1 Kyle Berner had traveled overseas before he finished university.
No. 2 Kyle’s stay in Thailand had a great influence on his future career.
No. 3 Kyle cares about helping the earth and other people.
No. 4 Kyle wanted people in Thailand to get flip-flops more easily than before. 

【Part 2】

大学を出てから，カイル・バーナーは多くの違う仕事をやってみた。彼は音楽の制作，コンピュ

ーターの販売，通りで荷車からホットドッグを売ることさえやった。彼の夢は海外旅行をすること

だった。ある日，彼はタイ行きの切符を買った。

カイルは旅行で小さな村に行った。カイルは英語教師として働き，地元の文化を勉強した。1年

後，彼は合衆国に戻って大学の仕事を得たが，訪れた村のことが忘れられなかった。

彼は1年後にタイに戻り，旅行中に地元のある家族が天然ゴムから作ったサンダルを買った。彼
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はその靴がとても気に入り，それからある考えが浮かんだ。彼はそのサンダルを合衆国で売りたい

と思ったのだ。そこで彼は自分の会社を起こした。

彼の会社の目標はお金を稼ぐだけでなく，他人のために良いことをすることでもあった。人々を

助ける団体に利益の1パーセントを，新たにゴムの木を栽培する手助けに1パーセントを，そして地

球を守る団体に1パーセントを与えるのだ。カイルの会社は成功し，彼は今では世界中でサンダル

を売っている。

No. 1 カイル・バーナーは大学を卒業する前に海外を旅行したことがあった。

No. 2 カイルのタイでの滞在は彼の将来の仕事に大きな影響を与えた。

No. 3 カイルは地球や他の人たちを助けることに関心がある。

No. 4 カイルはタイの人々に以前よりももっと簡単にサンダルを手に入れてほしいと思った。
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★ワンポイントアドバイス★

珈の正誤問題は，特に難しい文法事項を問うのではなく，単数と複数など，ごく

基本的な事項に関わるものを問うものがほとんどである。主語に対する動詞の形

など，基本的なことに注意しながら考えることが正解率のアップにつながる。

珈 （1）（写真）（a） （岩石名）（イ） （理由） マグマが急冷されてできた火山岩のう

ち，マグマの粘性が低いから。 （2） 石灰岩　 （3） CaCO3＋2HCl → CaCl2＋H2O＋CO2

（4） 火山島の周辺は水深が浅く，サンゴが生息できるから。 （5） ① （最新） W

（最古） Z ② （最新）（え） （最古）（あ）

玳 （1）

（2） ①　2A個　　②　2A個　　③ （A＋B）個（2A個，2B個） ④　2B個

（3） Na＋，Cl－ （4） ①　一定である　　②　Na＋ ③　H＋ ④　H＋

⑤　OH－ （5） ア　 （6） ①　4.9g ②　4.5g ③　8.7％

珎 （1） ①　南から北　　②　N極とS極で等しい　　③　一定

とみなせる　 （2） 右図　 （3） ①　左　　②　左

③　右　　④　S （4） ①　磁力線の間隔が狭い

②　強　　③　S

（5）

＜理科解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》
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＜理科解説＞
珈 （大地の動き－プレート運動と付加体）

（1） 問題文中の「粘性の低いマグマが急冷して固まった」から，SiO2の割合が小さく，斑状組織

をしている火山岩，つまり，玄武岩である。海洋底の大半は，玄武岩の基盤の上にうすく堆積物

が乗った構造をしている。

（2） サンゴが固まってできるのは石灰岩である。

（3） チャートの主成分は，一般のガラスと同じSiO2であり，塩酸とは反応しない。一方，石灰岩

の主成分はCaCO3であり，塩酸と反応して二酸化炭素が発生する。チャートと石灰岩の見た目が

似ているときの判断材料の一つである。

（4） サンゴは，温暖で浅くきれいな海底で生息する。太陽光の差し込まない深海底では生息でき

ないから，大きな海洋の真ん中ではふつう生息できない。しかし，火山島の周辺は浅いから，サ

ンゴが生息できる環境となる。

（5） ①　図2のセットPの部分だけを見ると，一般の地層の法則性どおり，下の方が古く，上の方

が新しい。 ②　図2を全体的に見ると，最初にできたセットはP，次にできたセットはQ，最後

にできたセットはRである。このように，セットごとをひとまとめに見ると，まるで上にある地

層が新しく，下にある地層が古いように見える。これが付加体の特徴である。実際の西南日本に

は，南側からプレートが沈み込んでいるので，南側から新しい地層が付加してくる。山陰地方な

どの地層（あ）は古生代にできたものが多いが，瀬戸内地方の地層（い）や（う）には中生代の地層が

多く，四国の南部にある（え）は中生代だけでなく新生代の地層も存在する。

玳 （酸とアルカリ・中和－中和とイオン）

（1） 中和反応では，H＋とCl－からH2Oができる。はじめの塩酸に含まれていたH＋は，中和により

減り続けて0になる。するとこんどは，水酸化ナトリウム水溶液に含まれるOH－が増え始める。

一方，Na＋とOH－は，水を蒸発させない限り，水溶液中では電離したままである。よって，はじ

めの塩酸に含まれていたCl－は，一定のまま変わらないし，水酸化ナトリウム水溶液に含まれる
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（6） コイルの内部は磁力線が平行で，その間隔が一定だから。

玻 （1）（選んだ型A） ①　イ　　②　下図　 （選んだ型B） ①　エ　　②　下図

（2） ①　視野が広い　　②　ピントが合わせやすい　 （3）（選んだ型A） c，e，f

（選んだ型B） c，e，f

A B



Na＋ははじめから増え続ける。

（2） ①　水酸化ナトリウム水溶液を入れていないのだから，水溶液は塩酸だけである。よって，

イオンの数は，H＋がA個，Cl－がA個の，合計2A個である。 ②　Na＋がB個，OH－がB個入って

くると，中和によって，H＋は（A－B）個となり，OH－はすべて消費され0個となる。Cl－は最初の

A個そのままであり，Na＋はB個入れたままである。よって，総数は，（A－B）＋0＋A＋B＝2A個

である。要は，H＋が減った分だけNa＋が補充されて，総数は変化しないといえる。 ③　過不

足なく中和するから，H＋もOH－もすべて消費され0個となる。Cl－は最初のA個そのままであり，

Na＋はB個入れたままである。よって，総数は，（A＋B）個である。なお，A＝Bだから，解答と

しては（A＋B），2A，2Bのどれでも正解となる。 ④　H＋とOH－がA個ずつ消費されるから，

H＋は0個となり，OH－は（B－A）個となる。Cl－は最初のA個そのままであり，Na＋はB個入れたま

まである。よって，総数は，0＋（B－A）＋A＋B＝2B個である。要は，入れたイオンのうちOH－

が減った数は，最初からあったCl－の数と同じなので，総数は入れた2B個と等しいといえる。

（3）（1）・（2）でもみたように，H＋とOH－は結びついてH2Oができる。しかし，Na＋とOH－は，水

溶液中では電離したままである。だから，中和点でも電流は0にならない。

（4） ① （2）の①・②・③からわかるように，中和点まではイオンの総数は変化しない。

②・③ （1）（2）でみたように，中和点までは，H＋が減少するぶん，Na＋が増加する。

④　a→bの間，H＋が減少し，Na＋が増加すると，電流が減少したことから，H＋の方が電気を伝

えやすい。 ⑤　図2では，Na＋よりH＋が電気を伝えやすいことから，アがHCl，イがNaClの水

溶液と判断できる。すると，NaClよりもNaOHの水溶液が電流を流しやすいことがわかるので，

Cl－よりOH－が電気を伝えやすいとわかる。

（5）（4）の④・⑤のことから，アがHCl，イがNaClの水溶液である。

（6） ①　1mL＝1cm3である。密度1.20g/cm3の水酸化ナトリウム水溶液17.0mLの質量は，17.0×1.20

＝20.4（g）である。この水溶液のうち24％が水酸化ナトリウムだから，20.4× ＝4.896（％）で，

四捨五入により4.9gである。 ②　HClとNaClの質量比は，（1.0＋35.5）：（23.0＋17.0）＝36.5：

40.0である。この比を用いると，4.9gの水酸化ナトリウムを中和するために必要な塩化水素の質

量xは，36.5：40.0＝x：4.9より，x＝4.47…で，四捨五入により4.5gである。 ③　密度1.03g/cm3

の塩酸50.0mLの質量は，50.0×1.03＝51.5（g）である。この水溶液のうち4.5gが塩化水素だから，

その濃度は，で， ×100＝8.73…で，四捨五入により8.7％である。

珎 （磁界とその変化－磁針にはたらく力）

（1） 磁界の向きは，磁針のN極の向きである。地球上の大半の場所では，方位磁針のN極は北を向

く。だから，地磁気の向きは，おおまかに見て南極付近から北極付近に向かう向きである。シャ

ーレの中のような狭い範囲だけを見れば，磁力線は平行で間隔が一定とみなせるので，磁針のN

極が北向きに受ける力と，S極が南向きに受ける力は等しい。そのため，磁針そのものが移動す

ることはなく，同じ場所で回って北を向く。

（2）・（3）・（4） 地磁気より充分に強い棒磁石を近づけると，棒磁石のN極が磁針のS極を引き付け，

磁針のN極とは反発する。棒磁石のN極から出る磁力線は，棒磁石から離れるにつれて広がって

いくため，棒磁石の近くでは間隔が狭く，遠くなると広くなる。そのため，棒磁石の近くでは磁

界が強く，遠くでは磁界が弱い。本問の場合は，S極が右向きに受ける力が強く，N極が左向き

に受ける力が弱い。そのため，磁針自体は器ごと右向きに移動していく。

（5） 図5と図6をみると，A，B，Cともに，磁界の向きは左向きなので，N極は右向き，S極は左向

きの力を受ける。Aはコイルの外側にあり，磁力線は左にいくほど広がっているので，磁針のN

4.5
51.5

24
100
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極の位置では磁力線の間隔がやや広く，磁界の強さがやや弱い。そのため，磁針のS極が右向き

に受ける力より，N極が左向きに受ける力が弱い。よって，Aの磁針は右に移動する。Cはコイ

ルの外側にあり，磁力線は左にいくほど狭まっているので，磁針のS極の位置では磁力線の間隔

がやや広く，磁界の強さがやや弱い。そのため，磁針のN極が左向きに受ける力より，S極が右

向きに受ける力が弱い。よって，Cの磁針は左に移動する。

（6） Bはコイルの内側にあり，磁力線は平行で，磁力線の間隔や磁界の強さは一定である。その

ため，磁針のN極が左向きに受ける力とS極が右向きに受ける力は等しく，磁針は移動しない。

玻 （器具の使用法－光学顕微鏡）

（1） Aは鏡筒とレンズが上下に移動するタイプの顕微鏡である。bの調節ねじをイの向きに回した

ときに，鏡筒が上昇して，対物レンズがプレパラートから遠ざかる。Bはステージが上下に移動

するタイプの顕微鏡である。bの調節ねじをエの向きに回したときに，ステージが下降して，プ

レパラートが対物レンズから遠ざかる。

（2） 顕微鏡での観察では，はじめは低倍率から観察をはじめ，その後，必要に応じて高倍率に変

えていく。低倍率では，視野が広く，光量も多いので視野が明るい。そのため，全体像が分かり

やすく，見たいものを見つけやすい。また，低倍率の対物レンズの方が，レンズそのものの長さ

が短く，ピントも合わせやすい。

（3） 低倍率でピントが合っている場合，高倍率に変更するには，そのままの位置でレボルバーを

回転させ，高倍率の対物レンズをセットすればよい。横から見て対物レンズをプレパラートに近

づけるなど，初めからの操作は必要ない。高倍率の対物レンズに変えたとき，ピントはだいたい

合っているが，微調整は必要である。そのため，微動調整ねじcを少し回す必要がある。また，

高倍率にすると，視野が暗くなるため，しぼりfを開いて光量を増やす操作が必要な場合もある。

反射鏡eは，片面が平らで，もう片面が凹面になっているので，低倍率のときは平らな方を使い，

高倍率では凹面の方を使って光を集めるようにすればよい。
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★ワンポイントアドバイス★

問題文をよく読み，その趣旨にあわせて考えを進めていく必要がある。記述問題

でも，問題文の流れから外れすぎないことを意識しよう。

珈 問1 4 問2 2 問3 4 問4 煬帝　　問5 （例） 高句麗遠征を計画していたた

め，日本との友好関係を重視したから。 問6 倭寇　　問7 1 問8 1 問9 ギリ

シャ正教　　問10 2 問11 （例） 朝鮮からの使者を迎えることによって，幕府の権威

が上がることを期待したから。 問12 河村瑞賢［河村瑞軒］ 問13 韃廻船

問14 （例） 東日本では主に金貨が，西日本では主に銀貨が使用され，その交換比率も一

定ではなかったから。 問15 南北戦争　　問16 2 問17 五カ年計画

問18 （例） 円高が進んだ結果，日本の輸出品は割高となり，外国での売れ行きが悪くな

った。 問19 （例） 冷戦の激化，特に中国，朝鮮の情勢の変化を受けて，GHQは占領政

策を転換し，日本を安定した資本主義国とするため，経済復興を重視するようになったか

ら。 問20 ゴルバチョフ

＜社会解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



＜社会解説＞
珈 （日本と世界の歴史－史料や文章を題材にした歴史）

問1 X－縄文土器は，低温で焼かれたため，黒褐色をしている。Y－黒曜石を用いた石器の分布状

況から，旧石器時代の交易範囲はかなり広かったと考えられる。

問2 ア－楽浪郡は，紀元前108年，漢の武帝が朝鮮に設置した4郡の一つ。中心は現在の平壌付近。

イ－光武帝は，後漢の初代皇帝。王莽
おうもう

を倒して漢を復興した。朝貢した奴国の王に印綬を与えた

ことで知られる。

問3 X－卑弥呼は三国時代の三国（魏・呉・蜀）の一つである魏に使いを送った。Y－卑弥呼が中国

から授けられたといわれる金印は発見されていない。志賀島で発見された金印は，奴国の王が光

武帝から与えられたものとされる。

問4 煬帝は隋の2代皇帝。大運河の建設，長城の修復などの大事業を行ったが，612～614年に高句

麗遠征を強行したため，各地で反乱が起こり，暗殺された。

問5 小野妹子が聖徳太子による国書を携えて隋を訪れた607年は，煬帝が高句麗遠征を計画してい

たころである。そのため，煬帝は，日本との友好関係を維持した方が得策と考え，答礼使を日本

に送ったとされる。

問6 倭寇は，13～16世紀，中国，朝鮮の沿岸を掠奪した海賊集団に対する中国，朝鮮側の呼称14

～15世紀には北九州周辺の海民と朝鮮人が中心，16世紀には中国人の密貿易商人が中心であった。

問7 fは室町幕府　3代将軍足利義満。義満は，1392年，南朝と北朝を和睦させ，南北朝の合一を

達成した。2は平清盛，3は藤原純友，平将門，4は足利義政。

問8 ウ－エラスムスはオランダの人文主義者。多くの古典の校訂・注釈・出版に尽力。主著は

『愚神礼賛』，『平和の訴え』など。エ－ヤン＝ヨーステンは，オランダの船員，貿易家。1600年

にリーフデ号に乗り込んで，ウイリアム＝アダムズらとともに豊後に漂着。徳川家康に用いられ

て江戸に居住（八重洲の地名は，かれの日本名である耶
や

揚
よう

子
す

に因むとされる）。朱印船貿易に活躍

した。

問9 ギリシャ正教は，聖像崇拝問題を契機としてローマ＝カトリックから分かれた，主に東ロー

マ帝国（ビザンツ帝国）内のキリスト教。東ローマ帝国滅亡後は，ロシア正教，セルビア正教，グ
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玳 問1 2 問2 1 問3 2 問4 （例） 国会は，選挙で選ばれた国民の代表者によっ

て構成されているが，裁判所の裁判官はそうではない。よって，高度な政治性をもった国

家の行為については，民主主義の原則から，裁判官は判断を避ける傾向がある。

問5 （例） 政府がもつさまざまな情報を知る権利は，国民主権を実現する上で必要不可欠

だから。 問6 1 問7 1 問8 2 問9 1 問10 2 問11 （1） W

（2）（例） 建設国債は，道路や住宅，港湾などの社会資本を建設するための財源として国

が発行する公債なので，現代の世代だけでなく，将来の世代も負担すべきであるという考

え方があるから。

珎 問1 （1） ハルツーム　 （2） 3 問2 4 問3 （1） センターピボット方式

（2）（例） 大量の水の採取によって，地下水が枯渇してしまう。 問4 3 問5 1

問6 （例） 人口の多少によって， 1人当たりの負担額が異なるから。

問7 （1） ブラジル　 （2） 中国　　問8 4 問9 （例） マカオを植民地としていた

から。（15字） 問10 （例） 人口の減少や少子高齢化が進んでいるので，路線バスを利

用することにより宅配事業を維持することができるから。



ルジア正教など，各国，各地方の呼称が用いられている。

問10 X－11～13世紀には，地中海を経由して先進的な知識や技術，イスラム圏に伝わっていたギ

リシャ哲学などがイスラム世界からヨーロッパにもたらされた。Y－イギリスではなく，イタリ

アで活躍した。

問11 朝鮮通信使を，幕府は最大級の待遇で迎えた。これは，日本国内に将軍の国際的地位，権威

を示す上でも重要であったからである。

問12 河村瑞賢は江戸時代の富豪，土木家。明暦の大火に際し，木曽の木材を商って巨利を得，豪

商となった。幕命により，東廻り航路，西廻り航路を開き，淀川，安治川，長良川などの治水事

業にも尽力した。

問13 韃廻船は，江戸時代，大阪～江戸間を往復した廻船。17世紀半ば，摂津などの船問屋が菱垣

廻船に対抗し，酒，雑貨を江戸に積み出したのに始まる。酒樽をおもな積荷としたのでこの名が

ある。小型で船足が早いため，菱垣廻船をしのいだ。

問14 江戸時代，東日本では主に金貨が（金遣い），西日本では主に銀貨が（銀遣い）それぞれ取引き

の中心とされ，両者の交換比率が相場によって常に変動した。このため，両替商が必要とされた

のである。

問15 南北戦争は，1861～65年，奴隷制の是非などをめぐってアメリカが南北に分裂して起こった

内戦。アメリカは日本の開国を実現させたが，当初，日本との貿易をほとんどを行うことができ

なかった。

問16 X－明治新政府は，殖産興業をスローガンに，1872年，新橋～横浜間に鉄道を開通させたほ

か，同年，富岡製糸場を開業した。Y－屯田兵は，士族の授産と北方の防備を目的に置かれた。

アイヌ人ではなく，もと武士が中心となった。

問17 五カ年計画は，一国社会主義を掲げるソ連が，スターリンの指導のもとで行った政策。国家

指導の下で生産を管理する計画経済による社会主義経済政策。第一次（1928～32年），第二次

（1923～37年）などがある。

問18 政策的に円高に誘導した結果，日本の輸出商品は割高となり，外国での売れ行きが悪くなっ

た。

問19 中国内戦での共産党の優勢が明らかになった1948年以降，GHQによる占領政策は転換し，

日本を政治的に安定した工業国として復興させ，資本主義陣営の東アジアにおける主要友好国と

する政策を採用した。そして，日本の工業生産能力を抑制しようとする政策を改め，経済復興を

強く求めるようになり，財閥解体は中途半端なものに終わった。

問20 ゴルバチョフは，ソ連共産党最後の書記長（在任1985～1991）。ソ連唯一の大統領（在任1990

～1991）。1986年からペレストロイカを進め，ソ連社会の改革を目指した。1991年の保守派によ

るクーデターで指導力を失い，共産党解散，大統領辞任に追い込まれた。

玳 （公民－政治思想，国際政治，時事問題，経済のしくみなど）

問1 X－ロックはイギリスの哲学者，政治学者。政治論では，『市民政府二論』でホッブスに対抗

して人民主権を説き，人民の抵抗権を主張して名誉革命の正当性を理論化した。Y－ルソーは議

会制民主主義ではなく，直接民主制を唱えた。

問2 パリ協定は，2015年12月にフランスのパリで開かれた気候変動枠組み条約第21回締約国会議

（COP 21）で採択された，2020年以降の地球温暖化防止対策の新しい法的枠組み。京都議定書か

ら離脱していたアメリカや，中国，インドなど新興国，発展途上国を含む気候変動枠組み条約に

加盟するすべての国が採択に参加したため，地球規模の対策として評価する声があがった。ただ

し，2017年，アメリカのトランプ大統領はパリ協定からの離脱を表明し，国際社会では反発が広
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がっている。

問3 X－国際法は，国家間の合意に基づき，国家間の関係を規律する法。条約および国際慣習法

から成る。Y－国際司法裁判所では，紛争当事国が同意しない限り，裁判を開始することができ

ない。即ち，紛争当事国の一方だけの提訴では裁判は開始できない。

問4 国会や内閣が高度の政治的判断に基づき，その政治的責任において行う統治行為は，違憲立

審査権の対象にはなじまないという考え方を統治行為論という。これは，議院内閣制を採用する

日本では，内閣は国会の信任に基づいて成立し，国会は選挙により選出された国民の代表者によ

って構成されることによるものである。

問5 情報公開は，国や地方公共団体の行政機関が保有する公的な情報を，国民が自由に入手でき

るように保障すること。国民の「知る権利」を保障し，開かれた政府や社会の実現をめざすもの

で，国は1999年に情報公開法を制定し，多くの地方公共団体でも情報公開条例が制定されている。

問6 X－国連憲章第51条は，「この憲章のいかなる規定も，国際連合加盟国に対して武力攻撃が発

生した場合には，安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間，個

別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」と明記している。Y－安倍晋三内閣

は，2014年7月，集団的自衛権の行使を容認する憲法の解釈変更を閣議決定した。

問7 X－議院内閣制は，行政権の中心をなす内閣を，議会の信任に基づいて組織する制度。通常，

内閣は議会に対して責任を負う。イギリスや日本にみられる制度である。Y－議院内閣制のもと

では，一般に首相（内閣総理大臣）には，下院の多数党（第一党）の党首が就任し，主要閣僚の多く

は多数党の議員から選出される。このため，立法府と行政府の協力関係が成立しやすい。

問8 X－台風によってリンゴ農園に大きな被害が発生すると，リンゴの供給が少なくなる。この

時，ほかの条件に変化がなければ，均衡価格は上昇する。Y－リンゴの健康効果がとりあげられ

て流行すると，リンゴの需要が高まる，この時，ほかの条件に変化がなければ，均衡価格は上昇

する。

問9 市場への参入・退出が自由に行われる競争的な市場においては，価格によって需要と供給が

調整され，資源の適正配分も達成される。

問10 X－銀行の仕事として特に重要なのは，人々の貯蓄を預金として集め，それを企業などに貸

し出すことである。一人一人の預金額は少なくても，多くの預金者から集めることで，銀行は多

くの資金を貸し出すことができる。Y－銀行が住宅などを購入する個人に対し資金を貸し出すこ

と（住宅ローン）は，銀行の重要な仕事の一つである。

問11 （1） 日本の公的債務残高の対国内総生産（GDP）比は，2016年現在，先進国中で最も高い

222.2％に達している。Xはギリシャ，Yはイタリア，Zはドイツである。 （2） 財政法が例外的

に建設国債の発行を認めているのは，道路や港湾のような社会資本は，現在の世代だけでなく，

将来の世代も利用するので，その建設経費は現在の世代と将来の世代がともに負担すべきである

という考えからである。

珎 （日本と世界の地理－水資源を題材にした地理）

問1 （1） 白ナイルと青ナイルは，スーダンの首都ハルツームで合流している。 （2） アスワン

ハイダムの建設により，河川流量が減少。寄生虫の宿主となる巻き貝が海に流されずに流域にと

どまり，住血吸虫症が蔓延するようになった。

問2 ティグリス川はトルコ，イラク，ユーフラテス川はトルコ，シリア，イラクを流れる河川。

パキスタンは流れていない。パキスタンを流れる主要な河川はインダス川である。

問3 センターピボット方式は乾燥，半乾燥地域にみられる灌漑農法で，360度回転するアームで，

地下水の散布・施肥・農薬散布などを行う。主にアメリカのグレートプレーンズで利用されてい
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るが，塩害の発生，地下水の枯渇などの問題も発生している。

問4 デリーは内陸に位置するので，臨海部に位置するムンバイ，チェンナイに比べ，年降水量が

少ない。よって，（ア）である。ムンバイは，5月～10月，海からの季節風の影響を強く受けるの

で，この時期に降水量が多い。よって，（イ）である。チェンナイは，11月～4月に海からの季節

風の影響を強く受けるので，この時期に降水量が多い。よって，（ウ）である。

問5 X－図から，太平洋高気圧が平年に比べ南に位置し，この影響でオホーツク海高気圧が平年

よりも南に張り出していることが読み取れる。Y－図から，太平洋高気圧とチベット高気圧は平

年に比べて，本州付近での張り出しが弱く，日本の南海上で強く張り出していることが読み取れ

る。

問6 人口が多い地域では，住民1人あたりの水道料金は安く，人口の少ない地域では，住民1人あ

たりの水道料金は高くなる。

問7 （1）はコーヒー豆の生産量が世界一であるからブラジル。（2）は茶の生産量が世界一であるか

ら中国。なお，Cはカカオ豆，Dは葉たばこである。

問8 X－東ヨーロッパでも，2018年2月現在，スロバキア，スロベニア，エストニア，ラトビア，

リトアニアがユーロを導入している。「多くの国ではユーロの導入が進んでいない。」という記述

は誤りである。Y－EUに加盟するだけでは，加盟国間の国境を越える移動は自由にならない。

各国民の自由移動に関する協定であるシェンゲン協定を結ぶ必要がある。

問9 ポルトガルは，長い間，中国南部，広東省珠海に接する港湾都市マカオを植民地として支配

した。そのため，広東語系の「CHA」を使用していると考えられる。

問10 資料から，有田川町の人口が減少しており，また少子高齢化が急速に進んでいることが読み

取れる。このような過疎地域では，現状のままでは，宅配サービスを維持することが困難となる。
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★ワンポイントアドバイス★

難易度の高い問題がみられるが，このような問題は合否にはあまり関係しない。

むしろ，基礎的，基本的な問題で確実に得点することが合格への条件である。

問一 （a） エ　 （b） エ　 （c） ア　　問二　ウ　　問三　エ　　問四 （例） 将来へ

の希望がなく，これ以上幸福になれる可能性を見いだせない状況を自覚して，やむを得ず

今の生活を満足だと考えるから。（58字） 問五　ア　　問六　オ　　問七 （例） 今の

若者は，現在の生活が将来にわたっても変わらないのなら，それはそこそこの幸福が持続

するものと考え，一方自分がニートやひきこもりなど，格差社会の犠牲になっているので

あれば，これからもそれを変えることはできないので，不幸だと考えるということ。（120

字）

問一 （a） 車掌　 （b） 復唱　　問二　オ　　問三　ア　　問四 （例） ヘヴンがどの

ようなところなのか，言葉ではなく「僕」に実感として味わってほしいと思い，「僕」もそ

れに気づいて，それ以上の質問をやめたから。 問五 （例） 見た目以上に深く傷ついて

いるのは，ほかでもない自分自身であることに思い当たり，自分の置かれた状況を考える

と消え入りたいような気持ちになったから。 問六　エ　　問七　ウ

二

一

＜国語解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



＜国語解説＞
（論説文－内容吟味，脱語補充，漢字の書き取り）

問一 （a）「率直」。アは「促す」，イは「既に」，ウは「遂げる」，エは「率いる」，オは「辛くも」。

（b）「意表」。アは「評判」，イは「標識」，ウは「漂泊」，エは「表情」，オは「描写」。

（c）「臨床」。アは「臨んだ」，イは「輪」，ウは「隣」，エは「翻す」，オは「鎮める」。

問二　アは「その結果として」，イは「はなはだしい」，ウは，打消をともなって「特別にとりたて

て言うほどの」，エは「概して。一様に」，オは「一般的に」などの意味。

問三　現代の若者の考え方を説明するにあたって，「センス」という言葉を用いるとその考え方を

よりわかりやすく説明できるという内容の一文なのでオが適切。若者にとって，何かをなすため

には，センスの有無が最も重視されると考え，自分がそのことに関わるか否かの判断基準にして

いるということである。

問四 「大澤によれば」で始まる段落に着目する。ここでは「もはや自分がこれ以上は幸せになる

とは思えないとき……『今の生活が満足だ』と回答する」とある。この内容をもとにまとめると

よい。

問五 「変わりっこない」という感覚が若者を覆いつくしている現状は，「確信」というより「自明」

という方が適切である。

問六 「その感覚」は，「あらゆる変化を断念すること」と考える。何も変化しないと自己の将来を

決定づけてしまったとき，それを受け入れることはある意味での満足感が得られるのである。

「翻訳」の意味にも注意して考える。

問七 「幸福」も「不幸」も，文字通りの意味ではなく，「変化しない」ことを前提にした感覚であ

ることに着目する。また「幸福」は，「そこそこの幸福」であり，その人が本来的に望んでいる

「幸福」の状態というわけではない。

（物語－内容吟味，文脈把握，漢字の書き取り）

問一 （a）「車掌」は，列車，電車，バスなどで車内の事務を受け持つ乗務員。 （b）「復唱」は，

前の人が言ったことを，繰り返して口に出して言うこと。

問二 「人間はいつでもなにかしら考えてるだろうし。その点，動物は基本的に静かだって感じが

する」「人間は寝てても夢を見て，起きてからも夢の中身をああだこうだって考えたりもするし，

うるさいね」とあることから考える。

問三 「人間だけだよ，言葉を話すの」を前提として，「言葉でああだこうだ話して……ちょっと馬

鹿みたいだね」というコジマの発言内容から考える。

問四　コジマは一貫して行先のヘヴンがどのようなところ（またはもの）なのかを話さない。ただ

「目をほそめて」はいる。そして「ついたらわかりますから，がまんです」という言葉に対して

「僕が肯く」のに満足しているので，強いて質問を続けなかったことに気をよくしていることを

考慮する。

問五　コジマは，「僕」と同じように，同級生から激しいいじめを受けていることが前書きに書か

れている。そうした自分が置かれている状況に思い至って声は小さくなり，黙ってしまう。しか

し，何の不満を述べることもなく，自分の状況を受け入れようとしている。

問六　直後に「誰も放っておいてくれない」とあるので，時計は放っておかれる（日頃から特に意

二
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識されていない）存在であるとわかる。オが紛らわしいが，「なくてはならない」とは書かれて

いない。

問七 「僕」とコジマは「互いに相手に強い興味を持ち，会話を楽しんでいる」という積極的な関

係とはいえない。

（古文－内容吟味，文脈把握，口語訳，主語）

〈口語訳〉 小野宮右大臣といって，世間では賢人右府と申し上げる（方がいらっしゃった）。若い

ころから（小野宮が）心に思っていたことは，身にすぐれた才能がないならば，何事につけてもその

徳はあらわれがたい（ということである）。（そこで）本当の賢人の振る舞いをして，賢人の名で呼ば

れることを心から願って，ひたすら清廉潔白の振る舞いをなさっていたのだった。しかし，周囲の

人は，（小野宮を賢人だとは）全く認めなかった。かえって，嘲る人さえあるほどだった。（あると

きのこと，小野宮は）新しく家を建てて，引っ越しをなさったその夜，火鉢の火が御簾の縁にはね

て，なかなか消えなかった。（小野宮は）しばらくそれをご覧になっていると，しだいにくすぶりは

じめ，少しずつ燃え上がりはじめたのだった。人々は驚きあきれて，走り寄ってきたが，それを押

し止め，消させなかった。そして，火が大きく広がった時に，（小野宮は）笛だけをお持ちになって，

「車をこれへ」と言って，お立ち退きになった。少しの物も運び出されなかったのである。

このことがあってから，自然と賢人としての名が評判になり，帝をはじめとし申し上げて，

（人々が）格別に感心して，もてはやしたのであった。このことからすれば，たしかに家一軒が焼け

てしまうようなことも，大臣にとっては数にも入らぬことであったのだろう。

ある人が，後になってそのわけをお訪ね申し上げたところ，小野宮は，「小さな火がはねただけ

なのに，思いもかけず，燃え上がった。これはただごとではない。天の神が下された災いなのだ。

人間の力でもって，これに対抗するならば，これよりもっと重大な事件が身に起こっただろう。ど

うして，家一軒をむきになって惜しんだりする必要があろうか」とおっしゃったという。

その後も，ことにふれて，このようなお振る舞いが続いたので，とうとう賢人と言われるように

なり，一生を終えられた。後には鬼や神霊が人間を惑わそうとして化けた姿なども見破られたとい

うことである。

正直を好みて，心が邪悪でなければ，誠心は神にも通じる

と，曹大家が「東征の賦」の中で書いているが，その言葉が思い出される。ほんとうにその通り

である。

だからといって，身分が低く，貧しい者たちが，小野宮のこのような振る舞いの真似をするべき

ではない。しかし，その身分，身分に応じて「賢人の道に同じくであろう」ということは，大切な

ことなのである。

問一　Ⅰ 「さらに～打消」は「まったく～ない」と，否定を強調する文型。「許す」は，大臣を賢

人だと認めること。 Ⅱ 「やむ」は「止む」で，一生を終わること。 Ⅲ 「いやし」は，身分

が低いという意味の形容詞。

問二　bは，火鉢から飛びはねた火の粉。それ以外は小野宮大臣が主体である。

問三 「清廉潔白」は，卑しい気持ちや私利私欲がないという意味の四字熟語。

問四　ある人の質問に対して，大臣は「わづかなる走り火の……惜しむにたらむ」と答えている点

に着目する。

問五 「これより，おのづから……もてなされけり」の内容に着目する。ウが紛らわしいが「同等

に扱われる」が誤り。

問六　新築の家を一軒失うことなど，ものの数には入らないほどのささいなことだという意味であ

る。
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問七　小野宮大臣の振る舞いは素晴らしいものであり，それは曹大家が「東征の賦」に書いた漢詩

の内容と重なるものであるということ。アは「災厄すらも克服できた」，ウは「災厄を乗り越え

て」が，それぞれ大臣の身に災厄が降りかかり，それで大臣が苦しんだことを表すので誤り。エ

は「大きく食い違う」が本文の内容とは逆。オは「才能がなかった」が誤り。

問八 「ひとしからむ」は，一般の人は小野宮大臣のように身分が高くはないが，精進する内容は

同じようなものだということ。

渋谷教育学園幕張高等学校（前期学力）
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★ワンポイントアドバイス★

問一は，文脈から判断すると誤りやすい。それぞれ基本的な古語や文型を含ん

でいるので，重要古語，現古異義語などを確実に覚えるようにしておくとよい。
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