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＜数学解説＞
1　（数・式の計算，平方根）
（1）　2－11＝－（11－2）＝－9

（2）　（－5）×（－3）＋（－2）2÷4＝15＋4÷4＝15＋1＝16

（3）　 5
6
＋（－ 4

9）÷ 4
3
＝ 5

6
＋（－ 4

9）× 3
4
＝ 5

6
－ 1

3
＝ 5

6
－ 2

6
＝ 3

6
＝ 1

2
（4）　3（2x＋y）－5（x＋y）＝6x＋3y－5x－5y＝x－2y

（5）　√̄2 ×√̄6 ＋ 3
√̄3 
＝√̄2 ×√̄2×3＋ 3×√̄3 

√̄3 ×√̄3 
＝2√̄3 ＋3√̄3 

3
＝2√̄3 ＋√̄3 ＝3√̄3 

2　（因数分解，一次方程式，二次方程式，不等式，式の値）
（1）　x2＋8x＋16＝x2＋2×4×x＋42＝（x＋4）2

（2）　3x＋4y＝1…①，2x－y＝－3…②とする。①＋②×4　11x＝－11　x＝－1　これを②に代入し
て，2×（－1）－y＝－3　－y＝－1　y＝1

（3）　解の公式より，x＝－7±√̄72－4×1×1
2×1

＝－7±√̄45
2

＝－7±3√̄5 
2

（4）　代金の合計は，300×a＋b×7＝300a＋7b（円）と表される。これが2500円以下だから，300a＋
7b≦2500

（5）　x－y＝3＋√̄3 －2√̄3 ＝3－√̄3 より，x2－xy＝x（x－y）＝（3＋√̄3 ）（3－√̄3 ）＝32－（√̄3 ）2＝9－
3＝6

3　（円の性質と角度，一次方程式の応用，確率）
（1）　点Bをふくまない⌒ACに対する中心角と円周角の関係から，∠ABC＝ 1

2
∠AOC＝ 1

2
×（360°－90°）

 ＝ 1
2
×270°＝135°

平 成 28 年 度

解 答 と 解 説
《平成28年度の配点は解答用紙集に掲載してあります。》

1　（1）　－9　　（2）　16　　（3）　 1
2
　　（4）　x－2y　　（5）　3√̄3 

2　（1）　（x＋4）2　　（2）　x＝－1，y＝1　　（3）　x＝－7±3√̄5 
2

　　（4）　300a＋7b≦2500

（5）　6

3　（1）　135度　　（2）　73　　（3）　 6
25

4　（1）　y＝－x＋2　　（2）　（0，2√̄3 ）
5　（1）　解説参照　　（2）　√̄22cm

6　（1）　5L　　（2）　13分12秒後
7　（1）　a＝14，b＝56　　（2）　57.5点
8　（1）　12√̄2 cm3　　（2）　13：25

＜数学解答＞
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（2）　十の位の数をxとすると，もとの自然数は10x＋3，十の位の数
と一の位の数を入れかえてできる自然数は，3×10＋x＝x＋30と表
されるから，10x＋3＝2×（x＋30）－1　10x＋3＝2x＋60－1　8x＝
56　x＝7　よって，もとの自然数は73。

（3）　カ－ドの引き方の総数は，5×5＝25（通り）あり，積が素数に
なるのは，右の表の○印をつけた6通り。よって，求める確率は

 
6
25

4　（図形と関数・グラフ，三平方の定理の逆）
（1）　A（2，0）　y＝x2にx＝－2を代入して，y＝（－2）2＝4　よって，B（－2，4）　直線ABの式は，傾

 きが， 0－4
2－（－2）＝－1なので，y＝－x＋bとおいて（2，0）を代入すると，0＝－2＋b　b＝2　よっ

て，y＝－x＋2

（2）　C（－6，0）　AB2＝{2－（－2）}2＋42＝32，BC2＝{－2－（－6）}2＋42＝32，AC2＝{2－（－6）}2＝
64より，AB2＋BC2＝AC2　よって，三平方の定理の逆により，△ABCは∠ABC＝90°の直角三角
形である。したがって，線分ACは3点A，B，Cを通る円の直径だから，線分ACの中点をDとする
と，D（－2，0）であり，PD＝AD＝2－（－2）＝4　点Pのy座標をtとすると，PD2＝{0－（－2）}2＋
t2＝t2＋4＝42　t2＝12　t＞0より，t＝√̄12＝2√̄3 　よって，点Pの座標は（0，2√̄3 ）

5　（平面図形，相似の証明，線分の長さ）
（1）　（例）△BFEと△CFDにおいて，仮定から，∠BEF＝∠CDF…①　対頂角だから，∠BFE＝
∠CFD…②　①，②から，2組の角がそれぞれ等しいので，△BFE∽△CFD

（2）　△BCEは直角二等辺三角形より，BE＝CE＝5cm　△BFEと△CAEにおいて，（1）より，∠EBF

 ＝∠ECA…③　仮定より，∠BEF＝∠CEA…④　BE＝CE…⑤　③，④，⑤から，1組の辺とその
両端の角がそれぞれ等しいので，△BFE≡△CAE　よって，FE＝AEより，△AEFは直角二等辺
三角形　△CAEで，三平方の定理により，AE2＝AC2－CE2＝62－52＝11　AE＞0より，AE＝√̄11

（cm）　したがって，AF＝√̄2 AE＝√̄2 ×√̄11＝√̄22（cm）

6　（一次関数のグラフの利用）
（1）　（15－3）÷3＝4より，排水口を開いてから4分後の水の量は3Lである。その後，5－3＝2より，
毎分2Lの割合で水の量が増えるから，5分後の水の量は，3＋2＝5（L）

（2）　排水口を開いてからx分後の水
そうの水の量をyLとする。グラフ
より，排水口を開いてから10分た
った時点から2つの水そうの水の
量が初めて等しくなるのは，12≦
x≦14　このときの水そうAのよう
すを表すグラフの式は，傾きが，
3－1＝2で，点（12，3）を通るから，y＝2x＋bとおいて（12，3）を代入すると，3＝2×12＋b　b＝－
21　よって，y＝2x－21…①　水そうBのようすを表すグラフの式は，傾きが－3で，点（10，15）
を通るから，y＝－3x＋cとおいて（10，15）を代入すると，15＝－3×10＋c　c＝45　よって，y＝－
3x＋45…②　①，②を連立方程式として解く。①を②に代入して，2x－21＝－3x＋45　5x＝66

2回目

1回目
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　x＝66
5
＝13

1
5
　 1

5
分＝ 1

5
×60＝12（秒）より，13分12秒後。

7　（度数の分布，中央値）
（1）　度数の合計は，55＋a＋65＋39＋81＋88＋72＋b＋95＋35＝a＋b＋530より，a＋b＋530＝60.0

 ×10　a＋b＝70…①　a，bを除く最大の値は95，最小の値は35で，①より，a，bは70以下だから，
aが最小の値であり，95－a＝81…②が成り立つ。①，②より，a＝14，b＝56

（2）　度数の合計は，72＋69＋41＋94＋c＋30＋55＋d＋65＋60＝c＋d＋486より，c＋d＋486＝58.0×
10　c＋d＝94…③　cがdより小さいとすると，ヒストグラムより，cは40点以上50点未満の階級，
dは50点以上60点未満の階級にそれぞれ入っていることがわかる。cが40点以上なので，③より，
dは54点以下。よって，d＜55＜60　中央値は，5番目と6番目の値の平均であり，5番目の値は55，

 6番目の値は60より， 55＋60
2
＝57.5（点）

8　（空間図形，体積，面積の比）
（1）　△ABMは，内角の大きさが30°，60°，90°の直角三角形だから，AB：AM＝2：√̄3 　よって，

 AM＝√̄3 
2

AB＝√̄3 
2
×2√̄3 ＝3（cm）だから，△ABCの面積は， 1

2
×2√̄3 ×3＝3√̄3 （cm2）　したが

 って，求める体積は， 1
3
×△ABC×OD＝ 1

3
×3√̄3 ×4√̄6 ＝12√̄2 （cm3）

（2）　△OADで，三平方の定理により，AD2＝OA2

 －OD2＝102－（4√̄6 ）2＝4　AD＞0より，AD＝2

（cm）　点Oを通り，直線AMに平行な直線と直
線AEとの交点をGとすると，錯角は等しいか
ら，∠OGA＝∠GAM…①　直線AGは∠OAM

の二等分線より，∠OAG＝∠GAM…②　①，
②より，∠OGA＝∠OAGなので，△OAGは二
等辺三角形。よって，OA＝OG＝10cm　OG//AM

 なので，平行線と線分の比についての定理によ
り，OF：FD＝OG：AD＝10：2＝5：1　OE：
EM＝OG：AM＝10：3　したがって，△ADF＝

 2△FDM＝2× 1
5
△OFM＝ 2

5
×10＋3

10
△OFE＝

 
13
25
△OFE　以上より，△ADF：△OFE＝13：25

1　（1）　1　ウ　　2　イ　　3　ア　　4　イ　　5　エ　　（2）　1　イ　　2　エ　　3　ア　
4　ウ　　（3）　1　ウ　　2　エ　　（4）　①　午前7時15分　　②　イ

2　（1）　①　sang　　②　making　　③　stories　　（2）　④　friends　　⑤　One　　
⑥　meet

3　（1）　オ→ア→ウ→エ→カ→イ　　（2）　well　　（3）　①　haven＇t　　
②　who（thatでもよい）　　③　on

4　（1）　①　ウ　　②　ア　　③　エ　　④　イ　　⑤　エ　　
（2）　（例）enjoy studying English in Hawaii

＜英語解答＞
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10cm
⑤
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3

10

①
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＜英語解説＞
1　（リスニング）
　放送台本の和訳は，49ページに掲載。

2　（語句の問題：不規則動詞の過去形，動名詞，名詞の複数形，連語表現他）
（1）　①　When she was young, she sang on the street every day. 「彼女は若いころ，通りで
毎日歌った」　文中のbe動詞wasが，この文が過去形であること示しているので，singも過去形
にして時制をそろえる。　②　…, she kept making a lot of songs.  「彼女はたくさんの歌を作
り続けた」　＜keep＋～ing＞「（やめないで）～し続ける」　③　This is one of my favorite 
stories. 「これは私のお気に入りの話のうちの1つです」　＜one of＋複数形の名詞＞「～のうち
の1つ」

（2）　④　They were good friends and always played together. 「彼らは仲の良い友だちで，い
つも一緒に遊んでいました」　文の主語はtheyなので，複数形の主語。それに合わせてfriendに
sを付けて複数形にしよう。　⑤　One day, they left the town to travel all over the world. 
「ある日，彼らは世界中を旅行するために町を出た」　＜one day＞「ある日」という意味の連
語表現。　⑥　Now, I also want to go abroad and meet different people there. 「今，私も，
海外へ行って，そこにいるいろいろな人々に会いたい」　andとmeetの間に，want to「～した
い」が省略されていると考えよう。直前の，they were happy to see many other animals.（彼
らは多くの他の動物たちに会って楽しかった）という文もヒントになる。

3　（対話文読解問題：語句の並べ換え，言い換え，語句補充・記述）
（全訳）
ケンタ：やあ，ジョン。君は日本でクラブに入るつもりなの？
ジョン： うん。僕はオーストラリアでテニス部に入っていたんだ。でもこの学校にはテニス部がな

いんだね。
ケンタ：そうだね。他のスポーツを試してみたらどう？
ジョン：別のスポーツにトライしてみたいんだけど，どの部に入ったらいいか決められないんだ。
ケンタ： サッカーはどう？　Ⓐ君がもしサッカー部に入って，僕と一緒にプレーしてくれたら僕は

うれしいな。
ジョン： 昨日，君が練習しているのを見たけど，うまかったよ。Ⓑ僕は，サッカーは君のようにう

まくはないんだ。 

ケンタ：大丈夫。一緒にサッカーをしようよ。

5　（1）　ア　エ　カ　　（2）　①　Because she wanted to help him.　　
②　She practiced it every weekend.　　（3）　3 　　（4）　イ

6　（1）　（例1）　I＇ll talk about the school trip.　　（例2）　I＇m going to tell you about the 
basketball team.　　（2）　（例1）　We went to Kyoto for three days.  It was a beautiful 
city.  We visited famous shrines.  I enjoyed shopping with my friends.
（例2）　I practiced very hard after school every day.  During summer vacation, we 
had a lot of games with other teams.  I want to play basketball with my friends 
again.
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ジョン：そうだなあ，今決めるのは簡単ではないな。
ケンタ： それでは，明日のサッカーの試合を見にくるのはどう？　今月は，毎週土曜日に試合が行

われるよ。
ジョン：あ，明日は予定があるんだけど，来週の土曜に来てみるよ。
（1）　I＇ll…で始まっているので動詞の原形が続くと判断し，I＇ll be happy…。＜if＋主語＋動詞＞
「もし～なら」を後ろに続ける。join「入る，参加する」

（2）　言い換えた文は，「私は君ほどうまくサッカーをすることができない」という意味。＜not 
as…as～＞「～ほど…ではない」。‘…’の部分は，goodではなく，wellを入れる。＜play A 
well＞「Aを上手にする」　

（3）　①　「どの部に入ったらいいか，僕はまだ決めていないんだ」という意味。文末のyetに注目
し，＜not～yet＞「まだ～ない」を使って，現在完了形（完了用法）の否定文と判断する。
　②　「今日，僕は，サッカー部のメンバーのクラスメートと話したんだ」という意味。my 

classmateを先行詞として，主格の関係代名詞whoを空所に入れる。＜説明したい人（先行詞）＋
who＋動詞［助動詞］…＞の語順。　③　「試合は毎週土曜日に行われるので，来週見に行くつも
りにしている」という意味。＜on＋曜日＞「～曜日に」　On Saturdays，…「毎週土曜日に，…」

4　（対話文読解問題：語句補充選択，文補充選択，部分英作文）
（全訳）
マイク：こんにちは，ハルカ。この夏は何か計画があるの？
ハルカ： ええあるわ。11日間ハワイを訪れる予定よ。なぜかというと，私の夢はアメリカの大学で

勉強することだからよ。
マイク：いいね。ハワイでは何をするの？
ハルカ：これを見て。語学学校で英語を勉強する予定なの。
マイク： 午前中に，英会話の授業を受けるんだね。午後には，もしほかの計画があるなら授業を全

く受ける①必要はないんだね。
ハルカ： そうなんだ。でも私はその語学学校で一生懸命勉強したいの。だから午後に2つの授業を

取るつもりよ。
マイク：②どの授業を選ぶつもりなの？
ハルカ：どれだか分かるかしら？
マイク： そうだなあ，君は料理にとても関心があるし，英語を話すのも好きだよね。だから午後に

は，③「英語で話し合おう」と「英語で料理」を受けるつもりなのだと僕は思うな。
ハルカ： わあー！　その通りよ。ところで，8月1日にどこへ行ったらいいか分からないの。スポー

ツに関心があるし，外出するのも好きなの。どこに行ったらいいかしら？
マイク：君の夢について考えてみて。君は④大学を訪問すべきだよ。
ハルカ： そうね。じゃあ，それを選ぶわ。そうすれば，⑤8月2日に残りの3つができるわね。終日

自由行動だからね。
マイク：うん。
ハルカ：ワクワクするわ。待ち遠しいな。
マイク：君がハワイで英語の勉強を楽しめることを僕は願っているよ。
ハルカ：ありがとう，マイク。
（1）　①　ちらしにある，語学学校での授業内容を参照。「《午後》希望者のみの参加になります」と
あるので，午後は必ずしも授業を受ける必要はない。＜don’t have to～＞「～する必要はない」
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　②　空所をはさんで，前後のハルカの質問に自然につながる選択肢を考える。上記全訳を参照。
　③　空所を含む文の最初がSo…（だから…）で始まっているので，そのつながりを考えて，直前
の文の内容に注目する。　④　直前の文にあるように，マイクはハルカに，自分の夢について考
えるように勧めている。彼女の夢については，ハルカの最初の発言第2文を参照。　⑤　空所直
後に注目。ちらしの中の，1日中「自由行動」の日を指す。

（2）　I hope that you＇ll…「君が…するように僕は願っている」とあるので，空所には，マイクに
なったつもりで，ハルカのその旅行が楽しめるように語っている場面と考えよう。＜enjoy＋～
ing＞「～するのを楽しむ」という表現は，英作文で使う機会が多いので覚えよう。

5　（読解問題・物語文：内容真偽，英問英答，文の挿入，語句補充選択）
（全訳）　アヤカは小さな町に住んでいる中学生である。彼女の町では，夏に伝統的な祭りがある。
その祭りで，最も興奮させるイベントは和だいこの演奏だ。彼女の父親は和だいこの演奏者の1人
なので，毎年夏，公民館でほかの演奏家と一緒にとても熱心に和だいこの練習をする。
　アヤカの父は彼女に和だいこの練習をしてほしかったのだが，彼女はそれがやりたくなかった。
彼女は音楽は好きだが，和だいこには，関心がなかった。
　6月の終わりに，アヤカの父親が右腕を折ってしまい，和だいこの練習ができなくなった。彼は
悲しく感じた。なぜなら祭りはもうすぐで，しかも町には十分な数の和だいこの演奏家がいなかっ
たからだ。新たな演奏家を見つけるのは難しかったので，彼はアヤカに，彼の代わりに今年の祭り
で和だいこの演奏をしてくれるよう頼んだ。彼女は父親を助けたかったので，彼と一緒に公民館へ
行った。
　公民館では，和だいこの演奏家たちがアヤカを歓迎した。彼らの演奏はエキサイティングだっ
た。彼らのうちの1人は，彼女の家の近くに住む高校生であった。「なんてかっこいいのだろう！」
と彼女は思った。練習後，演奏家の1人がアヤカに言った，「あなたのお父さんは中学生の時に，和
だいこの演奏を始めたんですよ。あなたのおじいさんが彼に和だいこの演奏の仕方を教えたんで
す。私の父も私に同じことをしました。私たちの町の人は，長い間この伝統を引き継いでいるんで
す」　彼女はその話に興味を持つようになった。別の演奏家が言った，「最近，若者が和だいこの演
奏に関心を持たなくなり，町に子供たちはあまり多くありません」　アヤカは思った，「将来，だれ
が和だいこの演奏をするのだろう？」と。
　アヤカに和だいこの演奏の仕方を教えてくれる演奏家もおり，彼女はトライしてみた。和だいこ
の演奏は簡単ではなかったが，おもしろかった。彼女は祭りで和だいこの演奏をすることに決めた
ので，夏の間，毎週末にその練習をした。
　祭りの日，アヤカは父親の代わりに和だいこの演奏をした。町の多くの人が和だいこの演奏を見
てとてもうれしそうだった。アヤカは和だいこの演奏を本当に楽しんだ。他の演奏家たちは彼女と
演奏できてうれしかった。彼女の父親は彼女に言った，「和だいこの演奏をしてくれてどうもあり
がとう」　アヤカは思った，「お父さんから和だいこの演奏の仕方を習いたいな」
　今アヤカは，もっと一生懸命に和だいこの練習をしたいと思っている。彼女は，彼女の父親と祖
父のように，その演奏の仕方を年下の子たちに将来教えようと思っている。彼女は伝統を守ること
は大切だと思っている。　
（1）　ア　アヤカの町の祭りには長い歴史がある。（○）　第1段落2文目を参照。　イ　アヤカの祖
父は彼女と一緒に和だいこの演奏をしたがっていた。（×）　ウ　和だいこの演奏をしたいと思
っている人を見つけることは簡単だった。（×）　エ　和だいこの演奏家は公民館でアヤカを見
てうれしかった。（○）　第4段落最初の文を参照。welcomeは「歓迎する」という意味。
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　オ　アヤカの父親は，高校生の時から和だいこの演奏をしてきた。（×）　カ　アヤカの祖父は
彼女の父親に和だいこの演奏の仕方を教えた。（○）　第4段落6文目を参照。　キ　最近，和だい
この演奏をすることはアヤカの町の若者の間で人気がある。（×）　ク　今年の祭りで，アヤカ
の父親は和だいこの演奏をした。（×）

（2）　①　「アヤカは父親と一緒に公民館へなぜ行ったのですか？」という質問。第3段落最終文を参
照。Why～？で尋ねられているので，Because（なぜなら）主語＋動詞…で答えよう。　②　「夏
の間，アヤカは和だいこをいつ練習しましたか？」　第5段落最終文を参照。

（3）　挿入する文は，「アヤカは，『将来，だれが和だいこの演奏をするのだろう？』と思った」と
いう意味。アヤカは和だいこの未来を心配していることが分かる。空所3の直前の文では，ある
演奏家が，和だいこの演奏に若者が無関心であることと，子どもの数が少なくなっていることを
語っている。　

（4）　空所の直前の文を参照。文末の部分にlike her father and grandfather（彼女の父親と祖父の
ように）とある。第4段落6～9文目にはその具体的内容として，父から子へ和だいこの演奏の仕方
を教える，という伝統が引き継がれてきたこと，彼女がその歴史に関心を持ったことが述べられ
ている。

6　（条件英作文）
（1）　（例1）　「私は修学旅行について話します」という意味。　＜talk about～＞「～について話す」
　（例2）　「私はバスケットボール部について皆さんに話すつもりです」という意味。　＜tell you 
about～＞「あなたがたに～について話す［伝える］」　問題文では，「何について話しますか」と
質問されており，これから話すことなので，未来表現の＜will＋動詞の原形＞や，＜be going 
to＋動詞の原形＞を用いて書き始めるとよい。　

（2）　（例1）の和訳「私たちは3日間京都に行きました。とても美しい都市でした。私たちは有名な
神社を訪れました。私は友だちと買い物を楽しみました」　（例2）の和訳「私は毎日放課後に，
とても一生懸命に練習しました。夏休みの間，私たちは他のチームとたくさん試合をしました。
私は友だちとバスケットボールをまたしたいです」　思い出について語る部分は，過去形の文で
書くこと。

28年度英語　聞き取りテスト

〔放送台本〕
ただいまから1番の，放送による聞き取りテストを行います。問題は（1）から（4）までの四つです。
放送中メモを取ってもかまいません。それでは（1）の問題から始めます。
（1）　これから，No. 1 から No. 5 まで，五つの英文を放送します。放送される英文を聞いて，その
内容に合うものを選ぶ問題です。それぞれの英文の内容に最もよく合うものを，ア，イ，ウ，エの中
から一つ選んで，その記号を書きなさい。
それぞれの英文は，2回放送します。では，はじめます。

No. 1 I am writing a letter.
No. 2 In this museum, you cannot take pictures.
No. 3 We put money in this machine when we want something to drink.
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No. 4  Reading books is the most popular of all.  Listening to music is as popular as 
watching movies.

No. 5 It is Thursday today.  We have science and it is after English and before math.
これで（1）の問題を終わります。

〔英文の訳〕
No. 1 私は手紙を書いています。
No. 2 この博物館内では，写真を撮ることはできません。
No. 3 飲み物が欲しいときは，この機械にお金を入れます。
No. 4  読書はすべての中で最も人気があります。音楽を聞くことは映画を見ることとおなじくらい人

気があります。
No. 5 今日は木曜日です。科学の授業がありますが，それは英語の後，数学の前です。

〔放送台本〕
（2）　これから，No.1 から No.4 まで，四つの対話を放送します。それぞれの対話のあとで，その対
話について一つずつ質問します。それぞれの質問に対して，最も適切な答えを，ア，イ，ウ，エの中
から一つ選んで，その記号を書きなさい。対話と質問は，2回放送します。では，はじめます。
No. 1 A: Hi, Kumi.  Are you doing your homework?
 B: Oh, Tom.  No, I’m reading a book.
 A: I’m going to go to a coffee shop.  Do you want to come with me?
 B: Well, I want to finish this book.  I’ll stay here.
 Question:  What does Kumi want to do?
No. 2 A: What are you looking for, Maki?
 B: My watch.  I went to my classroom and the gym to look for it.
 A: Is it white?  I saw it in the library.
 B: Thank you.  I’ll go there.
 Question:  Where will Maki go?
No. 3 A: Yumi, this chocolate is for you.  It’s made in Australia.
 B: Oh, thank you.  Where did you get it?
 A: I got it from the new store near the station yesterday.
 B: I see.  I thought you went to Australia.
 Question:  Where did the man get the chocolate?
No. 4 A: Taro, can you take care of my two cats for six days?
 B: Sure, but why?
 A: My aunt will stay at my house and she doesn’t like cats.
 B: I see.  I already have three cats at home.  No problem.
 Question:  How many cats will Taro take care of for the six days?
これで（2）の問題を終わります。

〔英文の訳〕
No. 1 A：こんにちは，クミ。きみは宿題をやっているの？
 B：あら，トム。いいえ，私は本を読んでいるのよ。
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 A：ぼくは喫茶店に行くつもりなんだ。きみも一緒に行かない？
 B：そうね，私はこの本を読み終えてしまいたいの。ここにいるわ。
 質問：クミは何をしたいですか？
 答え：イ　彼女は本を読みたいです。
No. 2 A：何をさがしているの，マキ？
 B：腕時計よ。教室や体育館にさがしに行ったんだけど。
 A：それは白いの？図書館で見たけど。
 B：ありがとう。そこへ行ってみるわ。
 質問：マキはどこへ行くでしょうか？
 答え：エ　図書館へ。
No. 3 A：ユミ，このチョコレートをきみにあげるよ。オーストラリア産なんだ。
 B：あら，ありがとう。どこで買ったの？
 A：昨日，駅の近くの新しい店で買ったんだ。
 B：そうなのね。オーストラリアへ行ったのかと思ったわ。
 質問：男性はどこでチョコレートを買いましたか？
 答え：ア　彼は新しい店でそれを買いました。 

No. 4 A：タロウ，私の2匹のネコを6日間，面倒みてくれないかしら？
 B：いいよ，でもどうして？
 A：おばが私の家に泊まる予定なんだけど，彼女はネコが嫌いなのよ。
 B：そうなんだ。家ではすでに3匹のネコを飼っているから，問題ないよ。
 質問：タロウは6日間，何匹のネコを面倒みるでしょうか？
 答え：ウ　5匹。

〔放送台本〕
（3）　高校生のタクヤ（Takuya）は夏休みに，母校のみどり（Midori）中学校へ行ってきました。そ
のときの様子を，同じ中学校出身のエリ（Eri）に伝えています。これからその二人の対話を放送しま
す。そのあとで，その内容について，Question No. 1 と Question No. 2 の二つの質問をします。
それぞれの質問に対して，最も適切な答えを，ア，イ，ウ，エの中から一つ選んで，その記号を書き
なさい。対話と質問は2回放送します。では，はじめます。
Takuya: Hi, Eri.  I went to Midori Junior High School yesterday.
Eri: Really?  Did you meet Mr. Yamada, our English teacher?
Takuya: No, I didn’t.  He was playing baseball with his students.
Eri: Why did you go there?
Takuya: To do some volunteer work.
Eri: What did you do?
Takuya: I taught math to the students with a teacher.
Eri: Wow!  How was that?
Takuya: I enjoyed teaching math.  Now I want to teach it again, so I need to study it harder.
Eri: Great.  I like English, so I want to teach it to the students.
Questions: No. 1 Why did Takuya go to Midori Junior High School?

 No. 2 What did Takuya think after his visit to Midori Junior High School?
これで（3）の問題を終わります。
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〔英文の訳〕
タクヤ：こんにちは，エリ。ぼくは昨日，みどり中学校へ行ってきたよ。
エリ　：そうなの？私たちの英語の教師だった山田先生には会った？
タクヤ：いや，会わなかった。先生は生徒たちと野球をしているところだったよ。
エリ　：どうして中学校へ行ったの？
タクヤ：ボランティアをしにね。
エリ　：何をしたの？
タクヤ：先生と一緒に生徒たちに数学を教えたんだ。
エリ　：まあ！どうだった？
タクヤ： 数学を教えることは楽しかったよ。また教えてみたいから，もっと一生懸命に数学を勉強す

る必要があるな。
エリ　：すばらしいわね。私は英語が好きだから，生徒たちに教えてみたいわ。
質問 No. 1　なぜタクヤはみどり中学校へ行ったのですか？

 答え：ウ　生徒たちに数学を教えるため。
 No. 2　みどり中学校を訪問した後，タクヤはどう思いましたか？
 答え：エ　もっと一生懸命に数学を勉強する必要があると，彼は思いました。

〔放送台本〕
（4）　高校生のナンシー（Nancy）は，日本に留学しています。ナンシーのホームステイ先の家の留
守番電話に，同級生のトモコ（Tomoko）からメッセージが入っていました。二人は明日，クラスの友
達とわかば（Wakaba）公園に出かけます。これからその内容を放送します。待ち合わせ時間は何時何
分ですか。その時間を①に書きなさい。また，明日持っていくものとして正しい組み合わせを，下の
ア，イ，ウ，エの中から一つ選んで，その記号を②に書きなさい。では，はじめます。

Hello, Nancy.  This is Tomoko.  I want to tell you about our trip to Wakaba Park 
tomorrow.  It’ll rain tomorrow afternoon, so our plan changed.  You have to come to the 
station earlier.  Our first plan was to meet in front of the station at 7:50 in the morning, but 
we’ll meet there at 7:15 and ride a train at 7:30.  You should bring something to drink and an 
umbrella.  You don’t need your lunch because we’ll eat at the restaurant in the park.  So you 
should bring some money for that.  See you tomorrow.
これで，放送による聞き取りテストを終わります。

〔英文の訳〕
　もしもし，ナンシー。トモコよ。明日のわかば公園への旅行について話しておきたいことがある
の。明日の午後は雨になるから，予定を変更したわ。駅にもっと早く来てね。最初の予定では午前7

時50分に駅前集合だったけど，7時15分に集まって，7時30分の電車に乗る予定よ。飲み物と傘を持っ
てきてね。公園のレストランで食事をする予定だから，お弁当は必要ないわ。だから食事代のお金を
持ってきてね。それじゃあ，明日ね。
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＜理科解説＞
1　（各分野小問集合－化石，実験観察，電磁誘導，中和）
（1）　フズリナは，古生代を代表する示準化石である。一般に，化石は土砂の堆積によってできた
堆積岩に見られる。

（2）　ルーペは目に近づけて持ち，花を前後させて見やすい位置をさがす。また，スケッチすると
きは，先のとがった鉛筆で重ねがきせず，影などもつけずにかく。

（3）　同じ磁石の極でも，動き方を逆にすると，生じる誘導電流も逆向きになる。
（4）　H2SO4＋Ba（OH）2→BaSO4＋2H2O　硫酸と水酸化バリウムの中和では，水と硫酸バリウムが
生じる。

2　（各分野小問集合）
（1）　水やガラス中から空気中へ向かってななめに光が進むとき，屈折角が90°を超えると境界面で
屈折する光がなくなり，すべて境界面で反射する。この現象を，全反射という。

（2）　①　温室効果ガスとしては，二酸化炭素のほか，水蒸気などがある。　②　化石燃料とは，
古代の生物が長い年月をかけて変化したものである。ウランは生物由来ではなく金属である。

（3）　日本付近に見られる温帯低気圧は，南西に寒冷前線，南東に温暖前線が位置していることが
多い。

（4）　①　発生する気体はアンモニアである。アンモニアは水に非常によくとけるため，水上置換
法が使えないが，空気よりも密度が小さいため上方置換法で集める。　②　アは塩素，ウは水素，
エは二酸化炭素である。窒素肥料の原料には，硫酸アンモニウム，塩化アンモニウムなどが用い
られる。

（5）　①　遺伝子の本体は，デオキシリボ核酸（DNA）とよばれる物質である。　②　丸い種子の純
系の個体における遺伝子の組み合わせをAA，しわのある種子の純系の個体における遺伝子の組
み合わせをaaとすると，子の遺伝子の組み合わせはAaとなり，子の自家受粉によってできた孫

1　（1）　イ　　（2）　カ　　（3）　イ　　（4）　ウ
2　（1）　あ…大きく（なる）　　い…90（度）　　（2）　①　ウ
②　エ　　（3）　右図　　（4）　①　ウ　　②　イ　　
（5）　①　遺伝子　　②　ア　　（6）　①　仕事　　②　ア

3　（1）　肺静脈　　（2）　血管…ア　　特徴…b（と）c
（3）　①　肺胞　　②　空気とふれる表面積が大きくなってい
るから。　　③　小腸　　（4）　あ…二酸化炭素　　い…水

4　（1）　あ…酸化鉄　　い…アルミニウム　　（2）　空気中の酸素が試験管Aに入るのを防ぐため。
（3）　白く濁った。　　（4）　2CuO＋C→2Cu＋CO2　　（5）　還元

5　（1）　①　北極星…ウ　　方向…A　　②　2［か月後］　　③　ウ　　
（2）　①　ア　　②　エ　　③　天球上の太陽の通り道である。

6　（1）　①　エ　　②　21［N］　　（2）　あ…面積　　い…B（の面）　　（3）　説明…Cの面を下に
して置いたレンガの上に，もう一つのレンガを重ねて置いた。（「Cの面を上にして～」でも
よい）　圧力…3000［Pa］

＜理科解答＞
北

1000

低

X

Y
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の遺伝子の組み合わせは，AA：Aa：aa＝1：2：1となる。よって，aaは孫全体のうちの25％に
あたる。

（6）　①　持ち上げた物体は，落下することによって仕事ができる。このように，物体などがもっ
ている仕事をする能力をエネルギーという。　②　位置エネルギーは，木片の移動距離を使っ
て考えることができる。位置エネルギーは物体の質量に比例することから，質量67gの金属球を
10cmの高さから離したときの木片の移動距離をxcmとすると，36：11.6＝67：x　x＝21.58…　よ
って，およそ22cmである。このことから，手を離す高さが10cmのとき木片の移動距離がおよそ
22cmの点を通っているグラフを選ぶ。

3　（動物のからだのつくり）
（1）　肺から心臓に入る血液が流れる血管であるから動脈と静脈のうち，静脈であるとわかる。
（2）　心臓から出る血液が流れる血管が動脈であるが，このうち静脈血が流れるのは，心臓から出
て肺へ向かう肺動脈である。

（3）　①②　肺胞があることで表面積がふえるため，気体の交換が効率よく行われる。　③　柔毛
は，小腸の表面のひだに無数に見られる突起である。

（4）　生物が栄養分を酸素によって二酸化炭素と水などに分解するはたらきを呼吸といい，このは
たらきにより生物はエネルギーを得ている。

4　（還元）
（1）　鉄鉱石は酸化鉄が主成分である。製鉄では，酸化鉄から還元によって鉄を取り出している。
（2）　試験管内の物質はまだ高温であるため，空気が入ると試験管内にできた銅がふたたび酸化し
てしまう。「銅が再び酸化することを防ぐため。」でもよい。

（3）・（4）　酸化銅＋炭素→銅＋二酸化炭素の反応が起こっている。石灰水は，二酸化炭素の検出に
用いられる。

（5）　酸化銅は，酸素と銅が化合した物質である。酸化銅と炭素を密閉した試験管内で反応させる
ことで，炭素が酸化銅から酸素をとりさる還元が起こる。

5　（星の見え方）
（1）　①　北の空の星は，北極星をほぼ中心にして，反時計回りに動いて見える。　②　北の空の
星は1時間に15°ずつ，北極星を中心に反時計回りに回転して見えるため，午前0時の4時間前（午
後8時）には，15°×4＝60°より，図1の位置よりも60°左下に回転移動した位置にある。また，北の
空の星は1か月で，30°ずつ反時計回りに回転して見えるので，左下方向にあるこの星がもとの
位置（図1）にもどるのは，60°÷30°＝2より，2か月後である。　③　北極星は，北の地軸の延長
線上付近にある星で，北極では天頂付近に位置して見える。

（2）　①　おとめ座－地球－太陽の位置関係になったときである。よって，10月1日のおよそ6か月
後であるとわかる。　②　オリオン座は，冬の夜，南の空に見ることができる代表的な星座であ
る。冬（12月～1月）のころの地球は，おうし座とふたご座が真夜中に南中して見える位置付近に
移動している。　③　天球上を太陽が通るときの通り道を黄道という。

6　（力と圧力）
（1）　①　レンガがスポンジを押す力＝重力である。重力はレンガの置き方を変えても変わらない。
　②　2.1kg＝2100g　2100［g］÷100＝21［N］
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（2）　力の加わる面積が小さくなるほど圧力は大きくなる。よって，最も面積の小さなBの面となる。
（3）　力が2倍になったが圧力はBの面を下にしたときと変わらない。よって，実験で下になって
いる面は，Bの面積の2倍とわかる。Bの2倍の面積になるのはCの面である。21［N］×2÷（0.07×
0.2）＝3000［Pa］

＜社会解説＞
1　（地理的分野―世界地理－地形，―日本地理－諸地域の特色，歴史的分野―日本史－外交史・政治

史・文化史，公民的分野―憲法・経済一般）
（1）　アのヒマラヤ山脈はアジア州の，ウのアルプス山脈はヨーロッパ州の，エのロッキー山脈は
北アメリカ州の山脈である。イのアンデス山脈が，南アメリカ州の山脈として正しい。

（2）　日本国憲法第27条に「すべて国民は，勤労の権利を有し義務を負う」との規定がある。また，
第26条には「すべて国民は，法律の定めるところにより，その保護する子女に普通教育を受けさ
せる義務を負う。」との規定がある。

（3）　国名　1609年に平戸に開かれたオランダ商館は，幕府の鎖国政策によって，1624年スペイン
船が，1639年ポルトガル船が来航禁止となることにより，貿易を独占していった。1641年平戸の
オランダ商館は長崎出島に移された。　記号　1609年対馬藩の宗氏と李氏朝鮮の間で己酉約条が
締結され，文禄・慶長の役以来断絶していた朝鮮との貿易が再開された。また，1607年から対馬
藩の宗氏が仲介して朝鮮の使者が幕府を訪れるようになった。1636年以降は朝鮮通信使と呼ば
れ，江戸時代を通じて12回におよんだ。　　

（4）　語　消費者と生産者の間を取りもって，商品やサービスを生産者から消費者へ円滑に移転さ
せる働きのことを流通という。　記号　小売店で用いられる，バーコードによる商品の販売情報
の管理システムをPOS（point of sale）システムという。　　

（5）　県庁所在地が大津市なのは，滋賀県である。

1　（1）　イ　　（2）　勤労の義務　または　普通教育を受けさせる義務　　
（3）　国名　オランダ　　記号　ア　　（4）　語　流通　　記号　エ　　（5）　滋賀（県）
（6）　宗派名　浄土真宗（「一向宗」「真宗」でも可）　　記号　ウ

2　（1）　発電コストが高い　　（2）　語　均衡（価格）　　記号　ア
（3）　a　比例代表制　　b　格差（「価値の格差」でも可）　　数字　2（倍）　　
（4）　記号　イ　　語　オンブズマン（「オンブズパーソン」「オンブズ」でも可）　　（5）　ウ

3　（1）　エ　　（2）　イ　　（3）　ア　　（4）　記号　ウ　　県庁所在地名　神戸（市）
（5）　記号　ウ　　理由　原料の輸入に適している臨海部に分布しているため。　　
（6）　エ　　（7）　ウ　　（8）　イ　エ

4　（1）　宗教　イ　　時期　C　　（2）　天皇　天武（天皇）　　記号　イ　　（3）　ア　　
（4）　記号　ウ　　説明　株仲間に営業の独占を認め，営業税を納めさせた。また，長崎で
の貿易を盛んにして幕府の収入を増やそうとした。　　（5）　語　日米修好通商（条約）
記号　カ　　（6）　a　日清（戦争）　　b　日英（同盟）　　（7）　a　インド　　b　不服従
（8）　エ

＜社会解答＞
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（6）　宗派名　鎌倉時代に親鸞が開いた宗派は浄土真宗であり，京都にある総本山は本願寺である。
　記号　後鳥羽上皇が1221年倒幕の兵を上げたのが承久の乱であり，幕府の勝利後，京都に朝廷の
監視と西国御家人の統制のために置かれたのが六波羅探題である。なお，京都所司代は江戸時代
の役職である。

2　（公民的分野―日本経済・政治のしくみ）
（1）　表1から，火力発電が12～14円なのに対し，再生可能エネルギーは20円前後から30円弱である
ことが読みとれ，再生可能エネルギーの方が発電コストが高いことがわかる。　　

（2）　語　完全競争市場において需要と供給がつりあったときの価格のことを均衡価格という。均
衡価格では買い手の希望する量と，売り手の希望する量とが一致する。　記号　需要曲線は右下
がりであり，供給曲線は右上がりである。需要量が供給量を上回ると価格は高くなり，下回ると
価格は安くなる。

（3）　a　衆議院議員選挙では，1994年それまでの中選挙区制に替わって小選挙区比例代表並立制が
とられ，1996年の総選挙から実施された。小選挙区で300人，比例代表で180人が選出される。

　b　選挙区ごとの有権者数の違いを一票の格差といい，この差が大きいと法の下の平等を定めた
憲法に違反するとされる。　数字　表2から選挙区ごとの有権者数は，東京都第1区で宮城県第5

区の2倍以上になっていることが読みとれる。　
（4）　公職の地位にある公務員を，任期満了前に住民の発意で罷免する制度をリコールという。直
接民主制の一方法でもある。地方公共団体の首長の場合，有権者の3分の1の署名が集まれば住民
投票が行われ，過半数の賛成で解職される。　語　役所や公務員の違法行為を監視し，行政に関
する苦情を調査・処理する機関，または人のことをオンブズマンという。スウェーデン語で代理
人の意味である。

（5）　図2から，アとイは正しくないとわかる。表4からエが正しくないとわかる。表3からウが正し
いと読みとれる。

3　（地理的分野―世界地理－地形，―日本地理－地形図・地形・気候・産業・貿易）
（1）　本初子午線はロンドンのグリニッジ天文台付近を通過するので，イかエである。また，赤道
はアフリカのコンゴを通過するので，エが正しい。

（2）　図2の写真は手前に田があり，向こうに山が見え，山のふもとに集落が見える。Aが正しい。
郵便局 から北に進んで左にあるのは，高等学校ではなく小学校または中学校である。高等学校
の地図記号は である。山崎の集落の西や富神山の東には田の地図記号が見られる。Xは誤りで
ありYが正しい。　

（3）　A市B市とも1月2月の気温が0度近いので，秋田か盛岡である。日本海側と太平洋側では日本
海側の方が冬の積雪による降水量が多いので，Aが秋田，Bが盛岡である。

（4）　記号　国後島と択捉島のうち，北海道に近い方が国後島，遠い方が択捉島である。県庁所在
地Dの淡路島が所属する兵庫県の県庁所在地は神戸市である。

（5）　記号　石油化学工場は京浜・阪神・瀬戸内等に分布しているウである。　理由　日本は資源
の多くを輸入に頼っており，特に石油は99％以上を輸入に頼っている。輸入した原料で生産を行
うのには臨海部に分布している方が便がよい。

（6）　表3を見るとアとイが誤りであるとわかる。表4を見るとウが誤りであるとわかる。エが正し
い。

（7）　図4図5のどちらを見てもアは誤りであるとわかる。図5を見るとイが誤りであるとわかる。図
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4を見るとエが誤りであるとわかる。ウが正しい。　　
（8）　ア　「自給率も牛乳・乳製品よりも低くなった」が誤り。　ウ　「自給率も上昇した」が誤り。
　オ　「すべての品目で輸入量が国内生産量を上回った」が誤り。イ・エが正しい。

4　（歴史的分野―世界史－文化史，―日本史－政治史・外交史・文化史）
（1）　宗教　西暦610年頃に，ムハンマドはメッカ郊外で唯一神アッラーの啓示を受けたと主張し，
アラビア半島でイスラム教を始めた。　時期　紫式部が「源氏物語」を書いたのは平安中期，国
風文化の時代でありCの時期である。　

（2）　天皇　天智天皇の弟である大海人皇子は，弘文天皇として即位したおいの大友皇子と壬申の
乱で争い勝利を収めた。天武天皇として即位した後は，鸕野讃良皇女を皇后に立て，一人の大臣
も置かず，直接に政務をみて，天皇中心の国家建設を進めた。　記号　ア　19世紀前期の江戸幕
府の政策である。ウ　7世紀半ばの白村江の戦いで唐と新羅の連合軍に敗北した後の国防策であ
る。　エ　屯田兵は，明治初期のロシアの南下政策に対する明治新政府の政策である。ア・ウ・
エのどれも誤りであり，イが正しい。　　

（3）　中尊寺金色堂は奥州平泉に建立された。Xの位置である。地図の「あ」は青森県五所川原市
の十三湖の辺りである。中世から近世にかけては十三湊（とさみなと）と呼ばれ，室町時代にはア
イヌとの交易で栄えた。近世以降，「じゅうさんみなと」と呼ばれるようになる。　　

（4）　記号　a　江戸幕府が大名統制のために出した法令を武家諸法度という。1615年に出された最
初のものを元和令，1635年に出され，参勤交代などについて定めたものを寛永令という。
　b　説明　株仲間を公認して課税したり，長崎貿易を奨励するなど商業を重視し，商人の力を利
用して積極的な財政建て直しをはかった。

（5）　語　1858年アメリカとの間で締結された条約は，日米修好通商条約である。箱館・新潟・長
崎・神奈川・兵庫の5港を開港し，貿易を始めることを内容としていた。　記号　Ⅰの大日本帝
国憲法の発布は1889年である。Ⅱの立憲改進党の結党は1882年である。Ⅲの民撰議院設立建白
書の提出は1874年である。したがって，年代の古い順は，Ⅲ→Ⅱ→Ⅰである。

（6）　a　日清戦争後の1895年の下関条約によって，日本は賠償金2億両（テール）を得た。賠償金は
80％以上が軍備に使われたが，八幡製鉄所の建設費にもあてられた。　b　日本は1902年イギリ
スとの間に日英同盟を結んだ。日英両国には，ロシアと対立するという共通の利害があった。第
一次世界大戦時，日本は日英同盟を理由に参戦した。　

（7）　a　写真の人物はインドのガンジーである。　b　ガンジーは，イギリス植民地支配に対する
インド民衆の抵抗手段として，非暴力・不服従の運動を行った。　　

（8）　ア　環境庁の設置は1971年である。　イ　日本が国際連合に加入したのは1956年である。
　ウ　農地改革が行われたのは，1947年から1950年である。ア・イ・ウのどれも1974年よりも前の
出来事である。エのソ連解体が1991年である。

一　（一）　（1）　貸（し出し）　　（2）　簡潔　　（3）　冷（たい）　　（二）　1　　（三）　2　　
（四）　【例】葉月が大会用の原稿について言いかけたが，またふいと目をそらし，行ってし
まおうとしたところ。　　（五）　4

二　（一）　（1）　じちたい　　（2）　すいたい　　（3）　し（める）　　（二）　3　　

＜国語解答＞
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＜国語解説＞
一　（小説－情景・心情，文脈把握，内容吟味，漢字の読み書き）
（一）　（1）　「貸す」「借りる」は混同しやすいので注意する。　（2）　「簡潔」とは簡単に要点を捉え
ていること。「簡」は「竹」（たけかんむり）を忘れないこと。　（3）　「冷」は「氵」でなく「冫」。
音読みは「レイ」で冷蔵，冷気などと使われる。

（二）　「虚をつかれる」とは，予想しておらず油断していたところをつけこまれるという意味。み
さとが「虚をつかれた」のは，直前の葉月の言葉を聞いたからである。「アドバイザーの立場で
しか活動しようとしない」葉月が，みさとのアナウンス原稿のために本を選び，「子ども用にま
とめた本のほうが……こういう文章には向いているから」と原稿のことを考えてくれていたので
ある。この葉月の予想外の言動に不意をつかれ驚いた（＝「虚をつかれた」）のである。よって1が
正解。

（三）　――線イ直前の内容に着目する。みさとが「わたしのために？」と質問したときに，「みし
り，と音が聞こえた気がした」，「葉月の眉間にしわが寄っている」とある。これは，葉月はみさ
とのためにしたのではないということを強調しているのである。

（四）　みさとは葉月に大会についてのことをいろいろ教えてもらいたいと思っている。しかし葉月
は，「すたすたと出口へ向か」い，積極的に大会に関わろうとはしてくれない。そんな葉月であ
るが「歩きだそうとした」が「足を止め」て「なにか言いたげな顔を」している。何かを教えよ
うとしてくれているのだと感じたみさとは，「―なんでもない」と「目をそらし，行ってしまお
うとする」葉月を前にして，このチャンス（教えてくれようとしている）を逃してはならないと直
感的に感じたのである。

（五）　「葉月の眉間にしわが寄っている」，「（葉月が）一瞬なにか言いたげな顔をする」，「ゆっくり
とふりかえったその顔は，盛大なしかめ面だった」などという描写はみさとから見た葉月の様子
である。この，みさとが葉月の様子をうかがうようにしている描写から，みさとの葉月への心情
（放送部の大会出場に協力してほしい）が伝わる。

二　（論説文－大意・要旨，内容吟味，脱文脱語補充，漢字の読み書き）
（一）　（1）　「治」の音読みは「ジ・チ」でそれぞれ政治・治安などと使われる。訓読みは「おさ
（める）」。　（2）　「衰」の音読みは「スイ」，訓読みは「（おとろ）える」。字形の似た「哀」と間
違えないように注意。　（3）　「しめる」は「占める」のほか，「閉める」「絞める」「湿る」など同

（三）　地道な努力　　（四）　【例】どんなものでも一時的に借りているだけだと考え，共有
することによって，共に豊かになること。　　（五）　4

三　（一）　よさそう　　（二）　本のしらさぎが四五羽うちつれて飛ぶ（様子）　　（三）　1

四　（一）　2　　（二）　黄色　　（三）　3　　
五　（一）　2　　（二）　いらっしゃる（「おいでになる」「おみえになる」なども可）　　（三）　3

（四）　1　　（五）　（例）　私は，職場の研修で敬語を身に付けることができるという礼子さ
んの意見に賛成だ。
　なぜなら，必要になったときに学ぶ方が効果的に身に付くと思うからだ。学校でも敬語
を学ぶが，日常的に使わないので定着しないのだと思う。敬語を正しく使ってきちんと話
せる人は，礼儀正しくて信頼できる人のように感じる。仕事上の会話に敬語が必要だと考
えるので，私は職場の研修でしっかりと敬語を身に付けることが大切だと考える。
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訓異字が多いので注意する。
（二）　A　空欄前後に「日本は」「水に恵まれた国」とあることから，他の国と比べている（＝世界
を見渡している）ことがわかる。よって「世界的に見て」となることがわかる。　C　空欄を含
む文の直後の一文に着目する「地球に生まれた命の一部として，また，人間社会の一員として」
とあることから，「生物学的」＝「地球に生まれた命の一部」，C「社会的」＝「人間社会の一員」
と捉えていることが読み取れる。

（三）　空欄直前に「そういう」という指示語があることに着目する。「山や川を荒らすような勝手
な振る舞い」は許されず，「日本の山や川が近年まで豊かだった」理由を，前から読み取る。昔
は山や川を「共有財産」と認識し，「人々は，大切に大切にその維持管理に努めて」きたという
のが，その理由にあたる。五字という指定に従って，この内容と同じ意味のものを探すと（人々
の）「地道な努力」が見つかる。

（四）　――線を含む段落とその後の段落に着目する。まず，――線を含む一文で「それ」が「全体
の利益」だと述べているので，「それ」が何かを捉える。前の内容を読み取ると「世の中を大き
な循環だととらえ，どんなものでも『一時的に借りているだけだ』と考えると見方が変わ」り，
自分がもっているものを「ありがたく受け取って大事に使い，次のところにきちんと渡」そう
（＝共有していく）と考えることが，「それ」にあたるとわかる。自分だけでなく「共に豊かにな
る」ことで自分も豊かになる，これが「全体の利益」なのである。

（五）　本文では「川や山が誰のものか知っていますか？」と問いかけ，共有財産の所有権がどこに
なるかなどについて話を展開しながら，世の中を循環と捉え「シェア」するこによって自分自身
が豊かになる，言い換えればシェア以外に豊かになる方法はなく，さらには「これから時代の進
行とともに，まだまだ新しい『共有』の形が生まれてくる気がします」と筆者は主張している。
この主張に合うものは4である。1日本の水不足の回避方法などは本文に述べられていない。2本
文に「ものを『所有』することによって『儲ける』という発想で突き進んできた」とあるので，
「基本的に誰の所有物でもないので儲けにはつながらない」は誤り。3の内容は「ものを『所有』
することによって『儲ける』という発想で突き進んできた結果，地球は限界に近づいてしまって
いる」と正反対の内容なので誤り。

三　（古文－大意・要旨，内容吟味，仮名遣い）
　【現代語訳】　ある人が部屋をつくってそのふすまに絵を描かせる（ことになった）。しらさぎだけ
を描いて仕上げるよう注文した。絵描きは「承知しました。」といって焼筆で下絵を描いた。屋敷
の主人が言うことには「どれもいいようだが，このしらさぎの飛び上がったのは，羽のつかい方が
このようでは飛ぶことができまい。」という。絵描きは答えて「いやいや，この飛ぶ姿がこの絵の
最もすばらしいところなのだ。」と言っているうちに本物のしらさぎが四～五羽群がって飛んだ。
主人はこれを見て，「あれをご覧なさい。あのように描いてもらいたいものだ。」と言うと，絵描き
はそれを見て，「いやいやあの羽のつかい方では，私が描いたように飛ぶことはできまい。」と言っ
た。
（一）　歴史的仮名遣いで「ア段の音＋う（ふ）」の場合，現代仮名遣いに直すと，「オ段の音＋う」
となる。よって，ここでは「さう」を「そう」とする。

（二）　――線イの「これ」は，前にある「亭主これを見て」の「これ」と同じものを指している。
亭主と絵描きがここで一緒に見ているものとは「本のしらさきが四五羽うちつれて飛ぶ」様子で
ある。本物のしらさぎの飛びかたと絵に描かれたしらさぎの飛びかたが異なるので議論をかわし
ているのである。
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（三）　亭主は絵描きの描いたしらさぎを見て「羽づかい」に違和感をおぼえ，本物を見て「あのよ
うに描いてもらいたい」と主張する。しかし，絵描きは自分の描いたものがもっともすばらしい
とし，本物を見ても「あれでは自分の描いたようには飛べない」と言っている。ここから絵描き
が，自分の絵を本物以上に優れていると考えていることが読み取れる。よって1が正解。

四　（和歌（短歌）－内容吟味，脱文脱語補充，品詞・用法）
（一）　――線の「ながら」は，「同じ黄色」だが「同じではない」と逆接の接続助詞である。選択
肢1，3，4の「ながら」は二つの動作を並行する意味の接続助詞である。

（二）　前の部分から，自然界において人間が「分類」したものは何かを読み取る。さまざまな種類
の「黄色」の花が咲いているのを，人間は「黄色」とひとくくりにまとめるもの，「同じ黄色で
ありながら同じではない」のであり，「どことなく違う」のだと述べられている。

（三）　鑑賞文の前半部分に，「チューリップの中にパンジーが混ざっていても，やはりどことなく
違う」と，歌から読み取れる花に関する鑑賞文が書かれている。さらに，続けて「人間だってそ
うだな」「似たような育ちや考え方，あるいは，似たような背格好の同級生が混ざっていてもそれ
ぞれ個性や主張があるもの」だと述べている。つまり，花の色も人間も，同じものではないと言
っているのである。この内容に合致する3が正解。1は「人間の無力さを，むなしく感じている」，
2は「花の色は明らかに違うので，分類がしやすい」，4は「短歌とは言えない」がそれぞれ誤り。

五　（会話・議論・発表－内容吟味，文と文節，品詞・用法，敬語・その他，作文）
（一）　行書の「私」は「禾」の4画目と5画目が一画で書かれていて，画の省略が見られている。よ
って2が正解。

（二）　主語は「校長先生」（目上の者）なので，「来る」の尊敬語を用いる。特別な形「いらっしゃ
る」にすること。謙譲語の「参る」にしないよう注意すること。

（三）　単語に分けるので自立語だけでなく付属語も一つの単語として区切ること。まずは「本は／
あまり／読みません」と文節に区切り，その後で「本は」「読みません」を単語に分ける。「読み
ません」は動詞「読む」＋丁寧の助動詞「ます」＋打消しの助動詞「む（ん）」である。

（四）　礼子さんの発言に「職場体験活動は，中学生の私たちが敬語の使い方を学ぶことができる貴
重な機会だ」とある。これが1の内容に合致する。2の恵太さんは「家族」から敬語を教えてもら
うことは述べているが，「先生」との会話で身に付くとは述べていない。3の文雄さんは，敬語を
身に付けることに関して，「目上の人と話すだけ」ではなく「国語の授業」も挙げている。4の花
子さんは「校長先生」ではなく「担任の先生」から注意を受けている。

（五）　与えられた6つの条件に従い，内容，文章の構成，表記に注意しながら書くこと。
（内容）　まず，グループの誰の意見に賛成するかを明確にしたうえで，具体的な例も含めて理由
を述べること。

（構成）　条件2にあるように，自分の立場とその理由，のように段落を二つに分けて構成するこ
と。

（表記）　指定された字数範囲でまとめること。また，丁寧に書き，誤字脱字，送りがな，句読点
などにも気をつける。文末表現を統一することにも注意。
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