
＜数学解説＞
珈 （小問群－因数分解，2次関数，中央値，一次関数と図形，確率）

問1 a2＋a＋4b2＋2b＋4ab－2＝a2＋4ab＋4b2＋a＋2b－2＝（a＋2b）2＋（a＋2b）－2 a＋2b＝A

とおくと，A2＋A－2＝（A＋2）（A－1） Aを元にもどすと，（a＋2b＋2）（a＋2b－1）

問2 4点A，B，C，Dのy座標はそれぞれ，（a－2）2，a2，（a＋2）2，（a＋4）2である。－1＜a＜0だ

から，－3＜a－2＜－2，1＜a＋2＜2，3＜a＋4＜4 それぞれの絶対値を比較すると，a2＜

（a＋2）2＜（a－2）2＜（a＋4）2 よって，4つのy座標の中央値は，（a＋2）2と（a－2）2の平均値で

ある。よって， ＝ この方程式を整理すると， ＝ a2＝

a＝± ＝± －1＜a＜0だから，a＝－

問3 a＞b＞0なので，2直線褄1，褄2のグラフの概形は右図のように

なる。2直線の交点のx座標は方程式ax＋b＝bx＋aで求められる
ので，（a－b）x＝a－b x＝1 y座標はa＋b 2直線褄1，褄2

とx軸との交点のx座標はそれぞれ，0＝ax＋bからx＝－ 0＝

bx＋aから，x＝－ よって， ×（a－b）×1＝1から，a－b

＝2…①　　 ×{－ －（－ ）}×（a＋b）＝ × ×（a

＋b）＝ ＝ …②　　①を②に代入して，

＝ 6a2＋12ab＋6b2＝25ab 6a2－13ab＋6b2＝0 （3a－2b）（2a－3b）＝0 a＞b＞0

なので，a＝ b b＝ aを①に代入して，a－ a＝2 a＝6 b＝4

問4 A君のさいころの目の出方は6通りあり，そのそれぞれに対してB君のさいころの目の出方は

62＝36（通り）ずつあるから，目の出方の総数は6×36＝216（通り） A君のさいころの出た目が

B君のさいころの出た目の和より大きくなるのは，（Aの目，Bの目の和）＝（3，2），（4，2），（4，
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解 答 と 解 説
《平成25年度の配点は解答用紙に掲載してあります。》

珈 問1 （a＋2b＋2）（a＋2b－1） 問2 a＝－ 問3 a＝6 b＝4 問4

玳 問1 r＝√‾2 問2 d＝ 問3 S＝ π

珎 問1 S＝30－6t 問2 t＝ ， 問3 a＝ ，3
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＜数学解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》
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3），（5，2），（5，3），（5，4），（6，2），（6，3），（6，4），（6，5） ところで，B君のさいころ

の出た目の和が2，3，4，5になるのは，それぞれ1，2，3，4（通り）ある。よって，1＋（1＋2）＋

（1＋2＋3）＋（1＋2＋3＋4）＝20（通り）あるので，その確率は， ＝

玳 （図形－三平方の定理，切断，相似，長さ，円すいの側面積，面積）

問1 図衢は，円すいを，頂点と底面の円の直径を通る平面で切ったとき

の切り口を示している。円Oと△PABの辺AB，PA，PBとの接点をそれ

ぞれM，N，Lとすると，PM⊥AB，ON⊥AP，AM＝BM＝2となる。

△PAMで三平方の定理を用いると，PM＝√‾‾‾PA2－‾‾AM2‾＝√‾‾‾36－4‾＝4√‾2 

△PAMと△PONで，∠PMA＝∠PNO＝90°，∠APM＝∠OPN よっ

て，△PAM∽△PON したがって，円Oの半径をrとすると，PA：

PO＝AM：ONだから，6：（4√‾2 －r）＝2：r 6r＝8√‾2 －2r r＝√‾2 

問2 図衢で，NLとPMの交点をQとすると，点Qが切り口の円の中心と

なる。また，PM⊥NLなので，∠NQO＝∠PNO＝90°，∠NOQ＝∠PONから，△NOQ∽△PON

よって，△NOQ∽△PAM よって，NO：PA＝OQ：AM＝√‾2 ：6＝OQ：2 d＝OQ＝

問3 図衢で，点O通りABに平行な直線をひきPA，PBの交点をそれぞれ

R，Sとすると，RSを直径とする円が球の中心を通り，底面に平行な平

面で円すいを切ったときの切り口となる。PO＝PM－OM＝3√‾2 PR

：PA＝PO：PM＝3：4 図衫は，円すいの展開図である。扇形の面

積は， ×（半径）×（弧の長さ）で求められ，弧AÁ は底面の円の円周

に等しいから，扇形PAÁ の面積は， ×6×4π＝12π 相似な図形

では面積の比は相似比の2乗に等しいので，（扇形PRŔ の面積）：（扇形PAÁ の面積）＝32：42＝9

：16 したがって，斜線部分の面積Sは， ×（扇形PAÁ の面積）＝ ×12π＝ π

珎 （図形と関数，動点，面積，関数の式，方程式）

問1 3≦t≦5のとき，点Pは線分BE上にある。そのとき，PE＝（AB＋BE）－（AB＋BP）＝10－2t

よって，S＝△PDE＝ ×（10－2t）×6＝30－6t

問2 0≦t≦3のとき，S＝△PDE＝（台形ABED）－△APD－△BPE AP＝2t，BP＝6－2tなので，

S＝ ×（6＋4）×6－ ×2t×6－ ×（6－2t）×4＝30－6t－12＋4t＝18－2t よって，0≦t≦

3のときのSの変域が12≦S≦18となるのでS＝4となることはない。3＜t≦5のとき，S＝30－6tで

あるから，30－6t＝4 t＝ ＝ 5＜t≦6のとき，PE＝（AB＋BP）－（AB＋BE）＝2t－10

S＝ ×（2t－10）×6＝6t－30 6t－30＝4から，t＝

問3 0≦t≦3，3＜t≦5，5＜t≦6のときのSはそれぞれ，18－2t，30－6t，6t－30である。t＝2aと
なることを考えて，tの変域が0≦t≦1.5，1.5＜t≦2.5，2.5＜t≦3の場合についてそれぞれ整理す

ると，0≦t≦1.5の場合には，t＝aのときのSは18－2a t＝2aのときのSは18－4a よって，

18－2a＝2（18－4a） 6a＝18 a＝3 t＝a＝3となるので不適当である。1.5＜t≦2.5の場

合には，18－2a＝2（30－6×2a）となり，22a＝42 a＝ 2.5＜t≦3の場合には，30－6a＝

2（6×2a－30） 30a＝90 a＝3 3＜tの場合，t＝2aのときの点Pは点Cで動かないから，

21
11

17
3

1
2

13
3

26
6

1
2

1
2

1
2

1
2

21
4

7
16

16－9
16

1
2

1
2

√‾2
3

5
54

20
216

早稲田大学本庄高等学院

解25年度－2

P図衢 

N
R

A M B

S
LQ

O

A

図衫 

A′

6

4π 

P

R
4：3



S＝ ×2×6＝6 S＝12となるのは，3＜tのときにはない。よって，a＝ ，3

玻 （平面図形－三平方の定理，相似，長さ）

問1 △ABCで三平方の定理を用いるとBC＝√‾‾‾AC2－‾‾AB2‾＝√‾91 BP：PC＝3：2なので，BP＝

×BC＝ △ABPで三平方の定理を用いると，AP＝√‾‾‾AB2＋‾‾BP2‾＝√‾‾‾32＋（‾‾‾）
2‾
＝

√‾‾‾9＋
‾‾‾

＝√‾‾‾‾‾‾‾＝√‾‾‾‾‾‾‾＝ ＝

問2 右図のように，点QからBCに垂線QRをひくと，∠ABP＝∠QRP＝90°，∠APB＝∠QPRなの

で，△APB∽△QPR QR＝xとすると，AB：QR＝BP：RPから，3：x＝ ：RP RP＝

x PC＝ ×BC＝ だから，CR＝ － x CR：CB＝QR：ABなので，

（ － x）：√‾91＝x：3 √‾91x＝ － x x＝ x＝ また，

AP：QP＝AB：QR，AP＝ だから， ：QP＝3： ＝4：1 QP＝ × ＝
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★ワンポイントアドバイス★

珈の問3は，交点のx座標が数字で求められる。珈は，切断面で考える。珎は，点P

の位置によって場合分けしながら進むとよい。玻の（2）は，相似な三角形ができる

補助線をひく。

問1 〔1〕（d） 〔2〕（d） 〔3〕（a） 〔4〕（b）

問2 ［1］（e） ［2］（d） ［3］（a） ［4］（a） ［5］（b） ［6］（e）

［7］（d） ［8］（b） ［9］（c） ［10］（c） ［11］（c） ［12］（e）

［13］（d） ［14］（b） ［15］（c） ［16］（e） ［17］（c）

問3 〔1〕（c） 〔2〕（e） 〔3〕（a） 〔4〕（d） 〔5〕（d） 〔6〕（a）

〔7〕 I didn’t know what tears were like
〔8〕 私の周りにあるすべてのものがとても美しかったので，私は本当に幸せだと思

った。

問1 （x）（d） （y）（c） （z）（c）

問2 （ア）（a） （イ）（b） （ウ）（d） （エ）（b） （オ）（a）

問3 〔1〕（a） 〔2〕（d） 〔3〕（e） 〔4〕（e） 〔5〕（b）

〔6〕（But）the third one was too thick for me to finish reading（.）

Ⅱ

Ⅰ

＜英語解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



＜英語解説＞
（長文読解問題・物語文：英問英答，語句選択補充，内容吟味，語句解釈，語句整序，発音，区

切り，和文英訳，英文和訳）

（全訳） 王子が亡くなったとき，市の人々はとても悲しく思った。だから彼らは王子の像をつく

って市の近くの丘の上にそれを置いた。その像はとても幸せそうに見えたので，人々はそれを『幸

福な王子』と呼んだ。彼の体は黄金で覆われていて，目は2つの明るいサファイアで，剣のつかに

は大きな赤いルビーが輝いていた。像はぽつんと立ち，いつも市を見渡していた。

エジプトに飛んでいく途中のツバメが1羽いて，ある晩その市に着いた。「今夜はどこに泊まろう

か」彼があたりを見回すと，広場に大きな像が見えた。「あそこに泊まろう」と彼は叫んだ。「新鮮

な空気がいっぱいですてきな場所だ」そこで彼は『幸福な王子』の両足の間に降りた。

「黄金の寝室だ」と，彼は見回しながら思い，眠る準備をした。が，ちょうど彼が翼の下に頭を

入れようとしているとき，彼の上に大きなしずくが落ちた。「なんて不思議なことなんだろう！」

と彼は叫んだ。「空には雲がないし，星ははっきりして明るいのに雨が降っているぞ」するともう

ひとしずくが落ちてきた。彼は上を見上げ，そして見た―あっ！　彼は何を見たのだろうか。

『幸福な王子』の目は涙でいっぱいで，涙が彼のほほを伝って流れていたのだ。彼の顔は月明か

りの中でとても美しかったので，小さなツバメは彼を気の毒に思った。

「あなたはだれですか？」と彼は言った。

「私は『幸福の王子』だ」

「それではどうして泣いているのですか？」とツバメは尋ねた。

「私が生きていたときは」その像は答えた。「宮殿に住んでいたので涙がどのようなものか分から

なかった。昼間は庭園で友人たちと遊び，晩には大広間でダンスをしたんだよ。私の周りのあらゆ

るものがとても美しかったので，私は自分が本当に幸せだと思っていた。私はそのように生きて死

んだのだ。そして死んだ今，人々が私をこのとても高いところに置いたので，私の市のすべての醜

さとすべての悲惨さが見えるのだ。そして，私の心は鉛でできているけれども，私は泣かないでは

いられないのだ」と答えた。

「何だって！　彼は固い黄金ではないのか？」とツバメは思った。彼はとても礼儀正しくて，そ

のようなことを声に出して尋ねることはできなかった。「遠くに」と像は低い声で話し続けた。「遠

くの小さな通りに貧しい家がある。窓の1つが開いていて，それを通して1人の女性が見える。彼女

の顔はやせて疲れ果てていて，裁縫師なので針で刺し傷だらけになっている荒れた赤い手をしてい

る。部屋の隅のベッドには，彼女の幼い息子が病気で寝ているんだ。彼は熱があってオレンジを求

めている。彼の母親はとても貧しいので，彼女には彼に与えるのに川の水しかない。ツバメよ，ツ

バメ，子ツバメよ，私の剣のつかからルビーを取って彼女に持っていってくれないか？　男の子は

とてものどが渇いていて，母親はとても悲しんでいる」

「私は男の子が好きではないんです」とツバメは答えた。「この前の夏，私が川にいると，いつも

私めがけて石を投げる男の子が2人いたんです」

しかし『幸福の王子』はとても悲しそうだったので，小さなツバメは気の毒になった。彼は「こ

こはとても寒いですが，私はひと晩あなたのところにいてあなたの使者になりますよ」と言った。

「ありがとう，子ツバメよ」と王子は言った。

そこでツバメは王子の剣から大きなルビーをつまみあげて，それをくちばしにくわえてア飛び去

っていった。

彼がその家に着くと，母親は眠っていた。彼は中に入ってその大きなルビーをテーブルの上に置

いた。それから彼はベッドの周りをイやさしく飛び回って，翼で男の子の額をあおいでやった。

Ⅰ
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「なんて涼しいんだろう！」と男の子は言った。「ぼくはよくなってきているに違いない」そして彼

はぐっすりと寝入った。

それからツバメは『幸福の王子』のところへウ飛んでもどり，彼に自分がしたことを話した。ツ

バメは，「不思議です。とても寒いのに，今はとても暖かく感じるんです」と言った。

「それはお前がよい行いをしたからだよ」と王子は言った。ツバメはうれしかったし，王子もま

たうれしかった。よいことをしたときはだれもが幸せな気持ちになるのだから。

問1 〔1〕「ツバメはなぜ眠れなかったのですか」という質問。第3段落第1文を参照。ツバメが眠

ろうとして頭を翼の下に入れようとしたときに大きなしずくが落ちてきたために，ツバメは寝入

ることができなかった。次の段落から，そのしずくは王子の涙だったことが書かれているので，

（d）「王子の涙が彼の上に落ちるのを感じたから」が適切。（a）は「月明かりがとても美しくて明

るかったから」，（b）は「丘の高いところでは雨が降っていたから」，（c）は「晴れ渡った夜でとて

も寒かったから」，（e）は「王子の黄金のほほが輝いていてとても明るかったから」という意味。

〔2〕「ツバメはなぜ男の子が好きではなかったのですか」という質問。最後から7番目の段落を

参照。ツバメは，男の子が好きではない理由として，いつも自分に石を投げる男の子が2人いた

と言っているので，（d）「彼には，彼に意地悪をする2人の男の子のいやな経験があったから」が

適切。（e）「男の子たちはいつも彼に石を投げて彼を川に落とそうとしたから」は，主語が boys
で「一般に男の子は」ということになるが，ツバメにいやな思いをさせた男の子は2人だけなの

で不適切。（a）は「男の子たちは彼の近くにいるといつも騒がしかったから」，（b）は「彼の母親

が彼に男の子には気をつけるように言ったから」，（c）は「彼は悪い男の子よりも善良な女の子の

方が好きだったから」という意味。 〔3〕「ツバメはなぜ使者になることに同意したのですか」

という質問。最後から6番目の段落を参照。ツバメは男の子というものに嫌悪感をもっていたの

で最初は使者になることをためらったが，王子の悲しそうな様子を見て気の毒に思い，使者にな

る決心をしている。したがって，（a）「彼はとても悲しそうな王子を気の毒に思ったから」が適

切。（b）は「彼は貧しい母親とその息子を気の毒に思ったから」，（c）は「彼は貧しい母親とその

息子を訪ねたいと思ったから」，（d）は「彼は剣のルビーの重さを感じたかったから」，（e）は「彼

は王子を恐れていたから」という意味。 〔4〕「物語について正しくないものはどれですか」と

いう質問。 （a）「その像は幸せそうに見えたので『幸福の王子』と呼ばれた」（○） 第1段落

第3文の内容に合う。 （b）「王子は町のすべての不幸な人々を見ることができたわけではなか

ったので泣いていた」（×） 最後から10番目の段落の最終文を参照。王子は市のすべての醜さと

すべての悲惨さが見えると言っている。 （c）「ツバメは空が晴れ渡っているのに雨が降ってい

るのは不思議だと思った」（○） 第3段落第3文を参照。この時点では，ツバメは落ちてきた王子

の涙を雨だと思っている。 （d）「王子は一日中，宮殿での生活を楽しんだ」（○） 最後から10

番目の段落の第1，2文の内容に合う。 （e）「ツバメの友だちはみな，彼がエジプトに戻るのを

待っている」（○） 最後から8番目の段落の第2文の内容に合う。

問2 ［1］ be covered with～で「～で覆われている」という意味。 ［2］ look over～で「～
を見渡す」という意味。out は丘の側から見て市が外に当たることを表している。 ［3］ 直後

の feet は foot「足」の複数形。「（2つ［人］の）間に」の意味の between が適切。 ［4］ ツバメ

は黄金で覆われた王子の像を寝床にしようとしているので，ツバメの寝室を形容するのに適する

のは golden「黄金の」である。 ［5］ 前の looked と and で結ばれているので同じ過去形が
適切。 ［6］ ツバメや王子の行動は過去形で表されているので，ここも過去形が適切。ここで

は過去進行形 was putting を入れて「翼の下に頭を入れようとしていた」という意味にする。
［7］ be filled with～で「～でいっぱいだ」という意味。 ［8］ run down～で「（涙などが）
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～を流れ落ちる」という意味。 ［9］ now that ～ で「（今では）～なので」という意味の接続
詞の働きをする。 ［10］ be made of～で「（材料）でできている」という意味。
［11］ cannot help ～ing で「～しないではいられない」という意味。 ［12］「それ（＝窓）を

通して」という意味になるように through を入れる。 ［13］ lie は「横になる」という意味の
動詞。「（今現在）横になっている」という意味になるように現在進行形 is lyingを入れる。
［14］ ask for ～ で「～を求める」という意味。 ［15］「剣のつかから取りはずす」という内

容になるように out of ～「～の（中から）外へ」を入れる。 ［16］ stay with ～ で「～といっ
しょにいる，～のところにとどまる」という意味。 ［17］ ツバメにあおいでもらって気分がよ

くなっている場面なので，get better「（体調が）よくなる」を進行形にして入れる。
問3 〔1〕 下線部①に続くツバメの発言から，ツバメは気温が低くて寒いのに暖かく感じられるこ

とを不思議に思っていると考えられる。 〔2〕 deed は「行い，行為」という意味。thing「こ
と」を入れて a good thing「よいこと」としてもほぼ同じ意味になる。具体的には，ツバメが
貧しい女性を助けるために彼女たちの家まで飛んでいったことを指している。 〔3〕（because）
everybody is happier when he has done something good. 代名詞 he は everybody を指
す。whenは接続詞として用い，あとに he has done～という文を続ける。 〔4〕 全訳を参照。

〔5〕（a）はすべて [ai] の発音。（b）はすべて [2] の発音。（c）はすべて [e] の発音。（e）はすべて

[i\] の発音。（d）の woman は [u] の発音で，他の語の下線部は [u\] の発音。 〔6〕（a）は接続

詞 and の前でポーズを置くのが適切。put it で「それを置いた」とまとまった意味になるので，
put のあとで区切るのは不適切。 〔7〕 王子が直接言っている文なので主語を I にする。I
didn’t know ～.「私は～が分からなかった」という構文にして，その目的語として「涙がどの
ようなものか」を続ける。「どのような～」は疑問詞 what と like「～のような」を用いて間接
疑問にして表す。 〔8〕 文の主語は Everything で around me「私の周りの」が Everything
を修飾している。文全体は so～ that…「とても～なので…」の構文。I thoughtのあとに that
が省略されている。

（長文読解問題・会話文：語句解釈，語句選択補充，発音，語句補充，文選択補充，英問英答，

和文英訳）

（全訳） スティーブン：こんにちは，カオリ。

カオリ　　　：まあ，こんにちは，スティーブン。

スティーブン：あなたは『ハリー・ポッター』シリーズのどれかを英語で読んだことがあります

か？

カオリ　　　：はい，あります。最初の2冊を読んだことがあります。映画のシリーズ（x）も見まし

たが，本の方が好きです。

スティーブン：ぼくも映画のシリーズを見ました。それはとても人気があります。著者は今ではイ

ギリス女王よりもお金持ちです。

カオリ　　　：Aそれは驚きますね！

スティーブン：どうして2冊でやめたのですか？　もう5巻出版されていて，さらにもう何巻か出版

されますよ。

カオリ　　　：B知っています。お話はとてもおもしろいです。でも，私は英語の小説を読むのは

初めたばかりです。まる1冊は私にとってはきついことです。最初の2冊は大丈夫で

した。でも，3冊目はとても分厚かったので私は読み終えることができませんでした。

スティーブン：Cあなたの言いたいことはわかりますよ。『ポッター』の本がますます分厚くなっ

てきているのは事実です。4冊目は3冊目の倍の量があります。

Ⅱ
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カオリ　　　：5冊目はどうですか？

スティーブン：もっと長いんです。700ページ（y）を超えています。

カオリ　　　：それは多いですね！

スティーブン：でも話は本当によいものです。本が分厚くなればなるほど冒険がますますおもしろ

くなるんです。

カオリ　　　：それは想像できます。でも，私のような日本人にとって，登場人物の外国人の名前

をすべて覚えるのはとても難しいことです。長い本では，いつも誰が誰なのか忘れ

てしまいます。

スティーブン：Dはい，そういうことはありますね。ぼくも5冊目を読んでいて混乱しました。そ

こで，ぼくがどうしたか分かりますか？

カオリ　　　：どうしたんですか？

スティーブン：カードを使ったんです。ぼくは一番上に登場人物の名前を書いて，それから下に，

その人物たちがどのように見えるかと思うおもしろい絵を描いたのです。それらを

作るのは楽しいし，誰が誰なのか覚える手助けになります。

カオリ　　　：Eそれはよい方法ですね。絵は（z）聞き慣れない音よりも覚えやすいですよね？

問1 （x） as well は「同様に」という意味。 （y） over は「～を超えて，～よりも多く」とい
う意味で，more thanも同じ意味を表す。 （z） unfamiliarは「よく知らない，なじみがない」
という意味。newも同様の意味で用いられる。

問2 （ア） beginner at［in］～ で「～の初心者」という意味。 （イ） challenge は「きついこ
と，やりがいのあること」の意味。 （ウ） 登場人物の名前が覚えにくいことが話題になってい

ることから，who’s who「誰が誰なのか」という間接疑問が適切。 （エ） confusedは「混乱
している」という意味。 （オ） 登場人物の名前と，想像されるその姿を描くために使うものな

ので，cards「カード」が適切。
問3 〔1〕 下線部は現在完了の文で使われているので過去分詞。[e]の発音になる。

〔2〕 全訳を参照。 1 I get your point.の pointは「言いたいこと，要点」，getは「分かる」
という意味。 4 amazing は「驚くべき」と言う意味の形容詞。 5 that は直前の「長い本
を読んでいると登場人物の名前を忘れる」ことを指す。happen は「（出来事などが）起こる」と
いう意味。 〔3〕〈比較級＋比較級〉で「だんだん～，ますます～」という意味を表す。意味と

しては long でもよいが，原級なのでここでは thicker（thick「分厚い」の比較級）が適切。あ
との空所は〈The ＋比較級 ～, the ＋比較級 …〉「～すればするほど，ますます…」の構文。
〔4〕「スティーブンはなぜ『どうして2冊でやめたのですか』と言うのですか」という質問。ス

ティーブが直後で，ほかに続きの本が出ていることについて言っているので，（e）「彼は，カオ

リが読むべき巻がさらに何巻かあると思っているから」が適切。（a）は「彼は，カオリが英語の

本を読み始めたばかりだと思っているから」，（b）は「彼は，カオリは他の小説を読んでみるべき

だと思っているから」，（c）は「彼は，カオリが2冊目の本を読むのを途中であきらめてしまった

と思っているから」，（d）は「彼は，シリーズものの本は理解しにくいと思っているから」という

意味。 〔5〕 picture of ～ で「～の［～を描いた］絵」という意味。ここでは of のあとに間接
疑問が続いている。 〔6〕「とても～なので…できなかった」という文で too を使うという条
件があるので，too ～ to …の構文を使う。「3冊目」は「3冊目の本」ということで，前に book
と出ているので，代名詞 oneを使って表すとよい。「私は」は不定詞 to finish reading「読み終
える」の主語になるので，to finishの前に for meの形で表す。
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＜国語解説＞
（論説文－内容吟味，脱語補充，漢字の書き取り，文学史）

問1 『古事記』と『日本書紀』は，ともに八世紀（奈良時代）に成立した歴史書。

問2 Ⅲは，直後の「この『私史』が」とあるので「私史」が入る。Ⅳは，直後の「国民の歴史」

が「正史」のことなので，それとは逆の「私史」を入れる。これよりウが適切。

問3 「そのとき多様に」で始まる段落に着目する。歴史が統合史，統一史へと統合された結果，

「国民にとっての客観的事実とみなされるようになった」のでアが適切。イが紛らわしいが，国

民が中央と結ばれた存在になることは「日本史」で始まる段落に述べられているが，これは統合

された歴史が誕生した結果ではなく，誕生させる原因となるものである。

問4 「村の歴史」についての記述は，傍線部を含む段落と，「自然と人間の」で始まる段落の二つ

の段落にみられるので，この段落内容をまとめる。「国民の歴史」が，過去を乗り越えて現在が

あるのに対して，「村の歴史」は，存在するだけで，乗り越えるという指向性を持たない点がポ

イントである。

問5 実質とは異なる，うわべの見せかけという意味の「擬制」を入れる。一つ目の空欄では歴史

には実際は多少の問題があるが，良い方向に動いているという見せかけが必要であることを述べ，

二つ目の空欄では，国民は中央の歴史を共有しているとは限らないが，共有していると断定する

見せかけが必要であったことを述べる。

問6 「こうして歴史は」と「だがこの精神は」で始まる連続した二つの段落に着目する。現在の価

値基準を介して生まれた実感と歴史が合致して，「みえない歴史」に変わることが述べられてい

るのでイが適切。アは，「村の歴史」ではなく「国民の歴史」（「中央の歴史」）のこと。ウとエは

一
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問3〔2〕の文補充問題は，選択肢に意味がつかみにくいものがあって読みながら

順に入れるべき文を選ぶのは難しい。このような場合は，なるべく確実なものか

ら入れていこう。無理に順に入れようとするとかえって混乱する。

Ⅱ

問1 古事記　　問2 ウ　　問3 ア　　問4 （例） 人間と自然や生と死が重なり合って

展開し，自然も死者も永遠に存在するだけで，過去を乗り越えようとする指向性を持たな

い性格。（60字） 問5 擬制　　問6 イ

問7 ①　貫（かれて） ②　一対　　③　肯定　　④　妥当　　⑤　提起

問1 （1）（例） 七本樫さんは，かつてタクシー会社の契約社員として代理運転を仕事に

していたので，車の癖を数分で把握して安全に運転する技術を身につけているから。（70字）

（2） 運転手の姿・ギアボック　　問2 エ　　問3 Ⅰ　目　　Ⅱ　肩　　Ⅲ　口

問4 （1）（例） 南美さんのお墓　 （2）（例） 南美さんの葬儀にも野辺送りにも参列で

きなかったことを申し訳なく思い，何でも話せた南美さんの死を改めて悲しむ心情。（56字）

問5 ウ　　問6 ①　ぎょうてん　　②　あら（い） ③　よそ（おう）

④　あぶらあせ　　⑤　こ（った）

二

一
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まったく本文とは関わりがない。

問7 ① 「貫」の音読みは「カン」，熟語は「貫通」「突貫」など。 ② 「一対」は，二つで一組

になったもの。鳥の翼や昆虫の触角など。 ③ 「肯定」は，その通りだと認めること。対義語

は「否定」。 ④ 「妥当」は，判断や処置などがそのときの状況や道理に合っていて適切である

こと。 ⑤ 「提起」は，問題などをその場へ持ち出すこと。

（物語－心情把握，内容吟味，文脈把握，脱語補充，漢字の読み取り，語句の意味，慣用句）

問1 （1） 七本樫さんは，車の運転が得意である。その理由は，「七本樫さんが車関係の」で始ま

る段落にある。七本樫さんは，現在は研修所の管理人をしているが，それ以前は代理運転の仕事

をしていたことが書かれている。代理運転は，運転を依頼する人の車をその場で運転するので，

さまざまな車を即座に安全に運転する技術を必要とする。したがって，今運転しているクーペも

乗りづらいが，その癖を把握できるのである。 （2）「眼の端で」で始まる段落に着目する。

「まずはなんとはない違和感を覚えた」「落ち着かない感覚だった」の二点が車に関する加奈子の

感想なので，これを含む二文を抜き出す。

問2 あまりにもあきれて，何も言うことがないという意味なのでエが適切。

問3 Ⅰ 「目を丸くする」は，驚いて目をみはる動作。 Ⅱ 「肩を叩く」は，上司が社員に対し

て退職を勧めること。 Ⅲ 「口が裂けても」は，本心や秘密などを決して言葉に出さないとい

うかたい決意を表す。

問4 （1）「挨拶しておいてやってください」から判断する。七本樫さんは，加奈子に妻のお墓参

りをしてくれるように頼んでいるのである。 （2） 直前に「嗚咽に似た震えが……気がする」と

あるが，これは七本樫さんの妻の南美さんのことを思い出し，その死を改めて悲しむ心情の表現

である。加奈子にとって，「何でも話せる親戚のおばさんのような存在」でありながら，亡くな

ったときは香港にいたために葬儀などに参列できず，その引け目も感じている。こうした気持ち

が「椅子に深く座りなおした」に表れている。

問5 七本樫さんがクーペを借りた店と，かつて加奈子の父が外車を買った店は，場所は同じとこ

ろだが別のものである。父が外車を買った店はいったんなくなり，その跡地にボーリング場がで

き，さらにそのボーリング場の建物を使って中古車を販売する店ができたのである。これよりウ

の「その人の店で購入された」が間違いである。

問6 ① 「仰天」はひどく驚くこと。 ② 「粗い」は，大ざっぱであること，また粗雑であること。

「粗」の音読みは「ソ」，熟語は「粗品」「粗野」など。 ③ 「装」の音読みは「ソウ」，熟語は

「装置」「仮装」など。 ④ 「脂汗」は，緊張しているときや苦しいときににじみ出るじっとり

とした汗。 ⑤ 「凝」の音読みは「ギョウ」，熟語は「凝縮」「凝固」など。

二
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は，主題が直接明示されていない。主人公がどんな目的で故郷を訪れているの

かを，書かれている要素からすばやく推測することが要求される。

二


