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＜算数解説＞
1.　（四則計算）
（1）　98－29－19＝98－48＝50
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2.　（割合と比，速さの三公式と比，単位の換算，場合の数，立体図形，平面図形，数の性質）
（1）　（1620－90×4）÷7＝180（円）
（2）　4.2÷60×9＋0.14×5.5＝0.63＋0.77＝1.4（km）
（3）　45÷（1.4×0.8－1）＝45÷0.12＝375（円）
（4）　3×3×2－2×2×1＝14（通り）
（5）　AとBの体積比…10：9　　AとBの縦の長さの比…1：1.5＝2：3　　AとBの縦の長さの比…

1：0.8＝5：4　　AとBの底面積の比…（2×5）：（3×4）＝5：6　　したがって，Bの高さはAの
（9÷6）÷（10÷5）×100＝75（％）

（6）　A＝3×△，15＝3×5，21＝3×7より，3×△×5×7＝630，△＝630÷（3×5×7）＝6　
 したがって，Aは3×6＝18，または，18×

5＝90（＝3×5×6）のときも，最小公倍数が
3×5×6×7＝630になる。

3.　（平面図形）
右図アより，4×4＋4×8÷2＋2×2×（1＋0.5）
＋2×2×3.14÷4＝32＋6＋3.14＝41.14（cm2）

4.　（消去算）
かき，りんご，梨1個の値段をそれぞれ，カ，
リ，カ×2で表す。カ×2＋リ×3＋カ×2×5＝カ×12＋リ×3＝1470（円）…①　　カ×5＋リ×3＋
カ×2×2＝カ×9＋リ×3＝1470－270＝1200（円）…②　　したがって，カは（1470－1200）÷（12
－9）＝90（円），リは（1200－90×9）÷3＝130（円）

2022年度

解 答 と 解 説
《2022年度の配点は解答欄に掲載してあります。》

1.　（1）　50　　（2）　 1
6　

2.　（1）　180　　（2）　1.4　　（3）　375　　（4）　14　　（5）　75　　（6）　18と90　
3.　41.14cm2　　4.　130円　　5.　3456cm3　　
6.　円（の面積の方が大きい），（理由）解説参照　　7.　（A，B）＝（40，11）（39，36）　
8.　（1）　毎分65m　　（2）　560m　　（3）　16　　（4）　毎分85m
9.　6人・12人　　10.　（1）　220・270　　（2）　EFEF9797…98個　　9898…1個
○推定配点○
　各5点×20（2.（6），6.，7.，9.，10.（1）・（2）各完答）　　　計100点

＜算数解答＞《学校からの正答の発表はありません。》
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5.　（立体図形，平面図形，割合と比）
右図の図形アの周の長さ…（15＋20）×2＝70（cm）　　図形アの面積…
（1644－70×18）÷2＝192（cm2）　　したがって，立体の体積は192×18
＝3456（cm3）

6.　（平面図形，割合と比，論理）
円の面積の方が大きい…（理由）解答例：正方形と円の周が3×4＝12の
とき，正方形の面積は3×3＝9，円の半径は4÷2＝2，円の面積は2×2×3＝12

7.　（数の性質，場合の数）
1011＝A×25＋B（BはA以下）　　A＝40のとき，B＝1011－40×25＝11　　A＝39のとき，B＝1011
－39×25＝36

8.　（割合と比，速さの三公式と比，旅人算，グラフ）
（1）　弟の分速…1430÷22＝65（m）
（2）　（1）より，8分のとき，弟は家まで1430－65×8＝910（m）の位置にいる。したがって，家か
ら図書館までは1470－910＝560（m）

（3）　ア…（1）とグラフより，（1430－780÷2）÷65＝16（分）
（4）　（1）～（3）より，姉の急ぎ足の分速は（560－780÷2）÷（16－14）＝85（m）

9.　（数の性質，場合の数，消去算）
30個ずつ拾った人数を△人，同数ずつ分けた個数を○個とする。全員で分けたどんぐりの総数…
25×3＋26×1＋30×△－5＝30×△＋96＝3×（10×△＋32）が○×（3＋1＋△）＝○×（4＋△）に等
しい。468の約数のうち，4より大きく30より小さい数…6，9，12，13，18，26　　△＝6－4＝2
のとき…3×（10×2＋32）＝156が○×（4＋2）＝○×6に等しく，○＝156÷6＝26　　△＝9－4＝
5のとき…3×（10×5＋32）＝246が○×（4＋5）＝○×9に等しく，○＝246÷9＝82

3（不適）　　△＝
12－4＝8のとき…3×（10×8＋32）＝336が○×（4＋8）＝○×12に等しく，○＝336÷12＝28　
△＝13－4＝9のとき…3×（10×9＋32）＝366が○×（4＋9）＝○×13に等しく，○＝366÷13＝366

13
（不適）　　△＝18－4＝14，△＝26－4＝22のときも，同様に不適。したがって，人数は4＋2＝6（人）
または4＋8＝12（人）

10.　（演算記号，概数，数の性質）
（1）　［745十の位］＝700の場合…Bは970－700＝270　　［745一の位］＝750の場合…Bは970－750
 ＝220
（2）　［C十の位］＝8800の場合…Cは8750以上8849以下　　［C一の位］＝8800の場合…Cは8795以
上8804以下　　［D十の位］＝1000の場合…Dは950以上1049以下　　［D一の位］＝1000の場合…

 Dは995以上1004以下　　C＋D…8750＋950＝9700以上，8849＋1049＝9898以下　　EFEFが
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 9797のとき…8750＋1047から8847＋950まで1047－949＝98（個）　　EFEFが9898のとき…
8849＋1049より1個

＜理科解説＞
1　（物質と変化，環境と時事）
（1）　ガソリン・石油などは化石からできる燃料なので埋蔵量に限りがあるが植物が光合成により
取り入れた過去の時代の二酸化炭素を発生するので地球温暖化の原因となる。

（2）　水素は火をつけると爆発し，気体の中で最も軽い。また，水酸化ナトリウム水溶液にアルミ
ニウムがとけるときに発生する。物を燃やすのを助ける性質があるのは酸素である。

（3）　①　5.6kg＝5600gで800km走行するので，1km走行するためには5600÷800＝7（g）必要であ
る。　②　①より1km走行するには7gの水素が必要で水素7gは11.2×7＝78.4（L）である。水素
と酸素の結びつく体積比から必要な酸素は2：1＝78．4：xより39．4Lとなる。

（4）　①　ガソリン自動車（A）の総電力量は150×41＝6150（円），走行距離は820kmだから，6150
 ÷820＝7．5（円）となる。電気自動車（B）は30×62＝1860（円），1860÷465＝4（円），水素自動車
（C）は1200×5.6＝6720（円），6720÷800＝8.4（円）となる。　②　電気自動車自体から温室効果
ガスは出ないが電気自動車自身を充電するときの電気が火力発電によりつくられると間接的に二
酸化炭素を発生していることになる。

2　（天体・気象・地形－流水・地層・岩石）
（1）　①　安山岩はマグマが地表近くで急に冷えて固まったため図のような斑状組織である。花こ
う岩はマグマが地下深くでゆっくり冷えて固まったため図のような等粒状組織となる。　②　マ
グマの粘りけが強いと溶岩ドームのできるイ，粘りけが弱いと高くならないアのような形にな

1　（1）　ア　化石　　イ　二酸化炭素　　（2）　3　　（3）　①　7g　　②　39．4L
（4）　①　B，A，C　　②　充電する電気が化石燃料による発電の場合。

2　（1）　①　安山岩　4　　花こう岩　5　　②　イ→ウ→ア　　（2）　4　　（3）　4　　（4）　3
3　（1）　①　ア，ウ　　②　3　　（2）　3　　（3）　①　4　　②　ウ
4　（1）　2　　（2）　①　ア　　②　ア　　（3）　1，6，8　　（4）　3，4　　（5）　6　　
（6）　暖かい南の国にわたり，集団で冬を過ごす。

○推定配点○
　1　（4）　各3点×2　　他　各2点×5　　2　各3点×5（（1）①完答）
　3　（1）①，（3）①　各2点×2　　他　各3点×3　
　4　（1）・（4）　各2点×2（（4）完答）　　他　各3点×4（（2），（3）各完答）　　　計60点

＜理科解答＞《学校からの正答の発表はありません。》

8.「姉の位置から家までの距離＋弟の位置から家までの距離」のグラフが出題され
る場合がめずらしく，注意が必要である。9.「どんぐり拾いの人数」は，問題自体
は難しくはないが，計算によって確かめる処理が簡単でもない。

★ワンポイントアドバイス★
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る。
（2）　牡蠣は今でも浅い海に生息していることから，地層がたい積した当時も浅い海であったこと
がわかる示相化石である。

（3）　筑波山山体を形成する岩石が深成岩であり，たい積した当時浅い海であった地層のあること
から、筑波山は火山ではなく隆起することによってできたと考えられる。

（4）　筑波山が火山ではなく，はんれい岩や花こう岩の深成岩から形成されていることから岩石を
削り出して墓石や建築に利用したことが考えられる。

3　（電流－回路と電流・電流のはたらき）
（1）　①　スイッチAだけ入れるとイの電球には電気が流れないのでつかない。　②　スイッチAと
 Bが入っているときに，豆電球アとイは並列なので抵抗は 1

2，豆電球ウの抵抗は1となり，抵抗を

 合わせると 3
2となるので，回路全体流れる電流は

2
3となる。流れる電流は豆電球アとイは

1
3，豆

 電球ウには 2
3となる。スイッチAを切ると豆電球イとウは直列となり抵抗は2となるので，流れる

 電流は豆電球イもウも 1
2となる。そのため豆電球ウの明るさは弱くなる。

（2）　豆電球アはAとBにつながっているがCとはつながっていない。豆電球イとウはAとBにつな
がっていないがBとCにはつながっている。また，AとCにつないだ結果から豆電球イとウは並列
につながていることがわかる。豆電球イとウが並列なのは3と4だが豆電球アはAとBにつながっ
ているので4となる。

（3）　①　発熱量は，イが 1
2，ウが2，エはそれぞれ 1

2なので全体で1となる。　②　温度の変化と
発熱量は比例するが，水の量は反比例する。発熱量の比はア：イ：ウ＝2：1：4で，水の量の比

 はア：イ：ウ＝100g：40g：240g＝5：2：12となるので，温度の変化ア：イ：ウ＝ 2
5：

1
2：

4
12

 ＝12：15：10となる。最も水温が低いのはウとなる。
4　（生物－植物）
（1）　イネは1つの花の中にめしべとおしべがある両性花，トウモロコシ・ヘチマ・アカマツは1つ
の株に雄花と雌花が雌雄同株，イチョウは雌雄異株である。

（2）　雌花に実ができ，ドングリの実は殻斗が枝についている。
（3）　冬は気温が低いのでくさりにくく，冬に食べ物を貯蔵する習性がある動物が地面に埋めて隠
すことで他の動物に横取りされにくくなる。地面に埋める量には限りがあるので1度にたくさん
食べにくくなる。

（4）　コナラのドングリよりミズナラのドングリの方がタンニンを多く含んでいて，食べたネズミ
の生存率が低いことから取り入れる量が多いほどダメージが大きいことがわかる。また，数週間
にわたり少量ずつ与えておくと生存率が向上することからダメージを小さくできることがわか
る。

（5）　毎年同じ量のドングリが実れば，ネズミは食べたいだけ食べて数を増やし，ドングリが食べ
つくされる可能性があるので，実る量が少ない年を作り，ネズミの数を減少させ，実る量が多い
年に食べ残しが出るように実る量をコントロールすることによりバランスを保っている。

（6）　ツバメは夏鳥という渡り鳥で，日本が寒い冬の間は暖かい南の国にわたり，集団で冬の時期
を過ごす。
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＜社会解説＞
1　（日本の歴史―古代～現代の政治・社会など）
問1　古墳時代初期には銅鏡など邪馬台国の卑弥呼の時代のような呪術的色彩が強い副葬品がみら
れるが，中～後期になると鉄製の武器や兜

かぶと
など武具の占める割合が高くなる。

問2　庸や調を都へ運搬する人夫は運脚と呼ばれ税を納める農民の負担となった。往復の食糧は自
己負担であり帰国の途中で飢えから死亡する者もあったといわれる。
問3　聖武天皇は紫

し が ら き
香楽宮（滋賀県甲賀郡）で大仏造立の詔を発し宮の付近で造立を始めたが，のち

平城遷都に伴い東大寺で再開しこれを完成させた。
問4　初の武家政権・平氏政権も朝廷の支配のもとに位置付けられており，朝廷という権威から離
れては存在できなかった。頼朝は東国に朝廷から独立した武士のための政権を目指した。
問5　武家政権は1867年の大政奉還まで継続した。
問6　自ら開発したり賜わった領地を，命を懸けて守るという意味での一所懸命が転じたもの。
問7「身分の下の者が上の者に打ち剋（か）つ」こと，あるいはそういった社会の風潮。
問8　信玄が築いたといわれる「信玄堤」は，最も洪水が起こりやすい釜無川と御

み だ い が わ
勅使川の合流点

に造られた霞堤（洪水時に一部の水を氾濫させ水位を下げる）で現在もその一部が残っている。
問9　今切関とも呼ばれ，浜名湖南西部にあった箱根などと並ぶ最重要とされた関の一つ。
問10　20歳以上の男子に3年間の兵役を課した制度。当初は戸主や官吏，代人料を納めた者など免

1は電気自動車と水素自動車が関連した科学的な出題で，問題で与えられた数値から
考える問題である。2の筑波山，4のドングリの問題も既存の知識から考える力が求め
られる。じっくり問題文を読み，条件等を整理して落ち着いて考えよう。

★ワンポイントアドバイス★

1　問1　（例）　祭祀の指導者（から）軍事的な指導者（へ）　　問2　（例）　自分たちで都まで運ば
なければならないから。　　問3　東大寺　　問4　（例）　朝廷の影響を受けない武士のための
政治　　問5　イ　　問6　一生懸命　　問7　下剋上　　問8　ア　　問9　ウ 　　
問10　徴兵令　　問11　原敬　　問12　五・一五事件　　問13　教育基本法　

2　問1　（1）　赤石（山脈）　　（2）　天竜（川）　　（3）　カルデラ　　問2  ア　　問3　愛知用水
問4　（例）　中国・四国の両山地が季節風をさえぎるから。　　問5　鉄鋼業・石油化学工業
問6　レモン　　問7　（1）　三角州　　（2）　（例）　埋め立てられる以前は島だったから。
問8　のり　　問9　（例）　上空を強い西風が吹いているから。

3　問1　健康で文化的　　問2　介護保険　　問3　ノーマライゼーション　　問4　保健所
問5　年金　　問6　消費税　　問7　（例）　保育所の数を増やすこと　　
問8　（例）　現在の給付水準を引き下げること。

○推定配点○
　1　問5・問8・問9　各1点×3　　他　各2点×10　　
　2　問1・問2・問7（1）　各1点×5　　他　各2点×8　　3　各2点×8　　　計60点

＜社会解答＞《学校からの正答の発表はありません。》
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除規定があったが，1889年の改正で国民皆兵がほぼ確立された。
問11　米騒動で退陣した寺内正毅首相に代わって就任，爵位を持たない首相として人気を博した。
問12　海軍青年将校らによるクーデター。軍部はこの事件を政治的に利用，海軍大将・斎藤実挙
国一致内閣を成立させ政党政治は終止符を打たれた。
問13　戦後の民主教育の基本となる法律。これにより戦前教育の指針とされ天皇制を支えていた
教育勅語は根拠を失い1948年に国会で失効宣言がなされた。

2　（日本の地理―国土と自然・産業・貿易など）
問1　（1）　日本アルプスで最も南に位置する通称南アルプス。　（2）　木曽山脈と赤石山脈の間を
流れ浜松の東で遠州灘に注ぐ。　（3）　東西18km，南北24kmに及び5万人もの人が生活している。

問2　日本最高峰の富士山は山梨県と静岡県の両県にまたがる。
問3　1960年代初めに完成，岐阜県南部から知多半島最南端まで伸びる用水路。工業用水にも利用
され，戦後の中京圏発展の原動力となった。
問4　季節風が山を越えると水蒸気を失うため乾燥した空気が流れ込む。降水日数が少なく「晴れ
の国」を標榜する県もあり各地に天文台が作られている。
問5　原油の輸入はサウジアラビア・アラブ首長国・カタール，石炭はオーストラリア・インドネ
シア・ロシア，鉄鉱石はオーストラリア・ブラジル・カナダ。
問6　瀬戸内の気候は地中海と似ておりレモンやオリーブ（香川が90％以上）の栽培も盛ん。
問7　（1）　中国山地を源とする太田川は下流域で6つの川に分流，これらを天然の濠として利用し
た。　（2）　江戸時代以降は埋め立ても進行，江波付近は江波島という島であった。
問8　干満の差の大きい有明海は日本のノリ生産の半分以上を占める地域となっている。
問9　地球の自転の関係で中緯度の上空10000m付近では極めて強い西風が吹いている。
3　（政治―政治のしくみ・社会保障など）
問1　具体的な権利については条文に規定されていないため，単に国の努力目標であるといった説
や，反対にこれに基づいて立法その他の措置を要求できるといった説が対立している。
問2　介護を必要とする人を社会全体で支えていこうという制度。少子高齢社会の進展で介護のリ
スクをできるだけ多くの人で負担するため40歳以上の人が保険料を支払う。
問3　高齢者や障がい者を特別扱いせず，人として等しく普通（ノーマル）の生活を送れる社会こそ
がノーマルな社会であるという社会福祉の基本理念。
問4　保健所は地方分権や行政改革などの流れの中，この30年間でほぼ半減したこともコロナ対策
で大きな障害となった。都道府県や特定の市や区が人口10万人を目安に設置している。
問5　高齢者世帯収入の約7割を占め年金だけで生活している人も多い。少子高齢社会に伴い1人の
現役世代が1人のお年寄りを支える「肩車型社会」の到来も予想されている。
問6　景気に左右されず安定した税収が見込まれる反面，所得の少ない人により負担が重い逆進性
が指摘される。そのため2019年に10％に引き上げる際は軽減税率も採用された。

問7　政府は保育の受け皿を確保するため保育施設の拡大や保育士の給与引き上げなど様々な対策
を実施。しかし，働き方の変化などから保育のニーズは高まっており解決というには程遠い。
問8　現在の賦課方式では世代間の格差解消は不可能に近い。積立方式や全額税金を投入する最低
保障年金，全国民対象のベーシックインカムなど抜本的な対策を考える必要がある。

記述問題では正解のない問題も増える傾向にある。日ごろから世の中の動きに関心
を持ち，問題意識を持って生活することの大切さを意識しよう。

★ワンポイントアドバイス★
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＜国語解説＞
（紀行文－要旨・大意・心情・細部の読み取り，空欄補充，ことばの意味，漢字の読み書き，記述力）
問一　「立派」の「派」は9画であることに注意。「時折（ときおり）」はときどき，ときたま，とい
う意味。「自在」は思いのままであること。「燃（え）」の音読みは「ネン」。熟語は「燃焼（ねん
しょう）」など。「小刻み」はごく短い間かくで動作をくりかえし行うこと。「改（めて）」の音読
みは「カイ」。熟語は「改革（かいかく）」など。　
問二　（1）　ぼう線部1の「そうして」は，ディヴィッドがいらないと言ったビスケットを，持っ
て帰れるようさりげなく手わたしているチャーリーに対するものなのでウが適切。ぼう線部1直
前のチャーリーの行動を説明していない他の選択肢は不適切。　（2）　ぼう線部1は，ディヴィッ
ドがビスケットを「手に取る限り勧め」たり，「さりげなく……持って帰ってくれというふうに
手わたす」というチャーリーのディヴィッドに対する行動なので，エが適切。相手の立場を考え
ながら接するということを説明していない他の選択肢は不適切。　
問三　Aは「とてつもない速さ」で歩いている様子なので，勢いよく進むさまを表すウが適切。ア
はじっとしているさま，イはがっかりしているさま，エは軽やかで華やかなさま。　
問四　（1）　「ややもすると」は物事がとかくそうなりがちであるさまを表わすので，アが適切。
 （2）　「がぜん」は突然，急にという意味なので，イが適切。　
問五　（1）　「私」が「気がつかなかった」のは，ディヴィッドが教えてくれた「ロック・ワラ
ビー」「ディンゴ（あるいは野犬）」である。　（2）　ぼう線部3前で述べているように「とにかく
彼についていくのが精一ぱいで，また動物だって動きがすばやい」ため，「気がつかなかった」
のである。　
問六　ぼう線部4前で述べているように「ディパックに貴重品や薬品類を一式入れたまま歩いて」
いることで，歩くのが大変になり，4のように思っているのである。　
問七　ぼう線部5は，「もはや開き直ってのろのろ歩く」ことを「『お前は自分の国では歩いたこ
とがないのか？』」とディヴィッドにあきれられたときの「私」の様子なので，イが適切。ディ

問一　立派　　ときおり　　自在　　燃（え）　　小刻（み）　　改（めて）　　問二　（1）　ウ　
（2）　エ　　問三　ウ　　問四　（1）　ア　　（2）　イ　　問五　（1）　ロック・ワラビー，ディン
ゴ［野犬］　　（2）　とにかく彼　　問六　デイパックに貴重品や薬品類を一式入れたまま歩いて
いる（ところ。）　　問七　イ　　問八　（1）　楽器　　（2）　ア・イ　　問九　（1）　ウ　　
（2）　ア　　問十　（例）　A　岩場の石をお土産に持っていきなさい　　B　幾百年，幾千年も昔
の　　C　貴重　　問十一　イ　　問十二　何も話しかけてはこなかった［何も待たずにじっとし
ていた］　　問十三　エ　　問十四　（1）　アボリジニたち　　（2）　エ・カ　　問十五　イ・オ
問十六　この土地の精霊たちと交信していた（こと。）　　問十七　（例）　家族で旅行に行った時，
海岸をみんなと話しながら歩いていると，夕暮れ時だったので，水平線に太陽がしずみそうに
なっていた。話すのを止め，その様子をみんなでただ見ているだけだったが，まぶしく美しい光
景に感動している気持ちをみんなで共有していることを感じた。
○推定配点○
　問一　各2点×6　　問五・問十・問十二・問十四・問十六　各4点×9　　問六　5点
　問十七　8点　　他　各3点×13　　　計100点

＜国語解答＞《学校からの正答の発表はありません。》
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ヴィッドにばかにされてくやしい気持ちを説明していない他の選択肢は不適切。
問八　（1）　ぼう線部6直後から続く4段落で述べているように，「ディジュリィドゥ」は天然の木
の空洞を利用して作る「楽器」のことである。　（2）　「ディジュリィドゥ」に用いられる「天
然の木」の内部は「自分でくりぬかなくても……蟻たちがきれいに空洞になるまで食べつくして
しまう」ので，アは適切だがウは不適切。「表皮」は「サーモンのようにピンクがかったもの，
黄色っぽいもの」などがあるのでイは適切。石の説明であるエ，オは不適切。　
問九　（1）　「変哲もない」はこれといってとくに変わったところがない，平凡であるという意味。
 （2）　「目をこらす」はじっと見つめるという意味。　
問十　ぼう線部9は，岩場にあった，ウーマンズ・ストーンと呼ばれる石をディヴィッドが「私」
の手にのせ「『持って帰るかい』」と言ったことに対するものである。ぼう線部9後の会話などに
あるように，その石は「幾百年，幾千年も昔の」もので「私」は「貴重」あるいは「大切」なも
のであるはずだと思ったので，驚いたのである。ぼう線部9前後の会話やぼう線部9後の内容か
ら，A，Bは指定字数以内にまとめ，Cは「私」が石に対して思いこんでいた言葉を入れる。
問十一　ぼう線部10は，この土地には何千年も昔の石が「ごろごろ落ちている」ことに対するも
のなので，イが適切。ぼう線部10前の「私」とディヴィッドの会話を踏まえていない他の選択
肢は不適切。
問十二　ぼう線部11の説明として直後で「たがいに何も話さずに時間を過ごしていながら……私
にはディヴィッドのことが少しずつわかっていくよう」に感じていたことを述べているので，
「『不愉快』に感じるはずのこと」とは，何もしないこと＝「何も話しかけてはこなかった。（14
字）」「何も待たずにじっとしていた。（14字）」といったことである。　
問十三　ぼう線部12後で，何をするでもなくディヴィッドと時間を過ごした「私」は，彼が帰る
頃には「ずっと親しんでいた」と感じていたことを述べているので，エが適切。同じ時間を過ご
したことで親しくなったことを説明していないア，ウは不適切。「二つの文化が出会うことで」
とあるイも不適切。　
問十四　（1）　ぼう線部13の「彼ら」は「かつてこの大陸を……」で始まる段落でも述べている
「アボリジニたち」のことである。　（2）　「スピリットのワールド」はディヴィッドのようなア
ボリジニたちが大切にしているもので，「アボリジニたちは，地図やコンパスや，手帳を持った
ことは一度もな」く，「そうした物がまったくなくとも……地図を持たない代わりにソングライ
ンという歌の道を持っていた」ということを述べている。また「『かつてアボリジニたちはパン
ツをはかずに火の夢，水の夢を見た。……』」とチャーリーが話していることから，「スピリット
のワールド」にあてはまるのは，エの「ソングライン」とカの「火の夢」で，他は「現実世界」
のものである。　
問十五　問十四（2）でも考察したチャーリーの話は，「『パンツをはかずに火の夢，水の夢……に導
かれ旅を続け』」ていたアボリジニたちは「『国に勝手に支配されて移動することもできない』」
ので，「『パンツをはくようになった』」ということなので，イ，オがあてはまる。ぼう線部15の
あるチャーリーの話を踏まえていない他の選択肢は不適切。　
問十六　ぼう線部16後で，16のことを「だがあの時間，……確かにこの土地の精霊たちと交信し
ていたのである」と述べているので，この部分を指定字数以内にまとめる。　
問十七　解答例では，美しい光景の感動を家族と共有したことを述べている。「他者とすごしたこ
とをきっかけに，今まで意識したことのない感覚に気づいた」経験ということを踏まえて，誰か
と一緒に過ごすことを通して，ぼう線部17のように言葉を交わさなくても感覚を共有した経験
を思い返してみよう。「ない場合は想像したことでも良い」と指示があるので，17の「私」の経
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験を参考に，他者と共有する感覚を友だちや家族との過ごすことでどんな感覚が生まれるかを想
像してみよう。

紀行文では，筆者が旅を通してどのような思いを抱いたかを読み取っていこう。

★ワンポイントアドバイス★


