
尚絅学院高等学校（A日程）

解29年度－1

＜数学解説＞
第一問　（小問群－数の計算，平方根の計算，等式の変形，連立方程式，2次方程式，変化の割合，

式の値）

（1）　1－（－3）2×（ 1
3）

3

＝1－9× 1
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3 ＝
2
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（2）　 1
√ 2 －

√ 2 ＋√ 3 
2 ＝√ 2 

2 －
√ 2 ＋√ 3 

2 ＝√ 2 －（√ 2 ＋√ 3 ）
2 ＝－√ 3 

2

（3）　S＝ 1
2（a＋b）hの両辺を入れ替えて2倍すると，（a＋b）h＝2S　　両辺をhでわると，a＋b＝

2S
h 　　a＝2S

h －b

（4）　x＋2y＝3…①，y＝x＋3…②とする。②を①に代入すると，x＋2（x＋3）＝3　　x＋2x＋6＝3　
　3x＝－3　　x＝－1　　これを②に代入して，y＝－1＋3＝2
（5）　x2＝2x＋15から，x2－2x－15＝0　　左辺を因数分解して，（x＋3）（x－5）＝0　　x＝－3，5

（6）　x＝－1，aのときのyの値はそれぞれ，2×12＝2，2a2　　変化の割合＝
yの値の増加量
xの値の増加量＝

　 2a2－2
a－（－1）＝

2（a2－1）
a＋1 ＝2（a－1）（a＋1）

a＋1 ＝2（a－1）　　これが4になるとき，2（a－1）＝4　　a＝3

（7）　√ 9 ＜√ 12 ＜√ 16 なので，6＜√ 12 ＋3＜7　　a以下の整数で最大のものbは6である。よって，
　a2－ab＝a（a－b）＝（√ 12 ＋3）（√ 12 ＋3－6）＝（√ 12 ＋3）（√ 12 －3）＝（√ 12 ）2－32＝12－9＝3

平 成 29 年 度

解　答　と　解　説
《平成29年度の配点は解答用紙に掲載してあります。》

第一問 （1）　
2
3 　　（2）　－

√ 3 
2 　　（3）　a＝2S

h －b　　（4）　x＝－1，y＝2

 （5）　x＝－3，5　　（6）　3　　（7）　3

第二問 問1　（1）　x＝7，y＝40
7 　　（2）　∠x＝70°，∠y＝125°　　問2　（1）　3√ 2 

 （2）　①　x＝100a＋b　　②　2017

第三問 問1　（1）　
1
6 　　（2）　

1
18　　（3）　

7
18　　問2　（1）　√ 3 　　（2）　√ 2 　　（3）　

√ 2 
6

第四問 問1　（1）　120L　　（2）　8：7　　問2　（1）　中央値：7，最頻値：8，平均値：6
 （2）　最大値：6.5，最小値：5.25　　（3）　5通り
第五問 問1　9　　問2　y＝2x＋3　　問3　1：3　　問4　（2，4）

 問5　（1－√ 13 
2 ，7－√ 13 

2 ）
第六問 問1　解説参照　　問2　1：2　　問3　∠CRP，∠CBQ，∠CSQ　　問4　1：2

 問5　△CPR：
3
2 ，△STQ：9

＜数学解答＞

A日程
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第二問　（小問群－三平方の定理，相似，円の性質，平行線，2次方程式の解，方程式の応用）
問1　（1）　△ABCで三平方の定理を用いると，BC2＝AB2＋AC2＝40＋9＝49　　よって，x＝BC＝
√ 49 ＝7　　△ABDと△CBAにおいて，∠ADB＝∠CAB＝90°，共通なので，∠ABD＝∠CBA　　 
よって，2組の角がそれぞれ等しいので△ABD∽△CBA　　AB：CB＝BD：BA　　2√ 10：7＝

　BD：2√ 10 　　したがって，7BD＝40　　BD＝
40
7

（2）　右図で，△ODEは二等辺三角形だから，∠ODE＝∠OED＝
　35°　　∠COEは△ODEの外角だから，∠COE＝∠ODE＋
∠OED＝70°　　AB//CDなので錯角は等しく，x＝∠COE＝70° 
よって，弧ECABDに対する中心角∠EOD＝180°＋70°＝250° 
したがって，弧ECABDに対する円周角y＝125°

問2　（1）　方程式の解は元の方程式に代入して式が成り立つ値だ

　から，（√ 2 ）2－√ 2 a＋6＝0　　√ 2 a＝8　　a＝ 8
√ 2 ＝

8√ 2 
2 ＝

4√ 2 　　よって，もとの方程式は，x2－4√ 2 x＋6＝0　　2次方 

程式の解の公式を用いて，x＝－（－4  2）± （－4  2）2－4×1×6
2×1 ＝

　4√ 2 ±√ 8 
2 ＝4√ 2 ±2√ 2 

2 ＝√ 2 ，3√ 2 　　したがって，もう1つの解は，3√ 2 

　（2）　①　4桁の数xはaを100倍した数とbとの和なので，x＝100a＋b
　②　yはaとbを交換した数なので，y＝100b＋a　　x－y＝（100a＋b）－（100b＋a）＝297　　99a－

99b＝297　　両辺を99でわって，a－b＝3…（ア）　　また，a＋b＝37…（イ）　　（ア）＋（イ）から，
2a＝40　　a＝20　　（ア）－（イ）から，－2b＝－34　　b＝17　　よって，x＝2017

第三問　（小問群－確率，正四面体，三平方の定理，長さ，面積，体積）
問1　（1）　①のスイッチが入ると電球がつくので，その確率は

1
6

　（2）　さいころを2回振ったときの目の出方の総数は，1回目に6通り
　の出方があり，そのそれぞれに対して2回目に6通りずつの出方があ
るから，62＝36（通り）　　電球がついていて，ブザーがなっている
状態は，①と④のスイッチが入っているときであり，右図の〇印の

　2回あるから，その確率は
2
36＝

1
18

　（3）　電球が消えていて，ブザーが鳴っていない場合は，右図の△印

の場合で，14通りあるから，その確率は
14
36＝

7
18　　（2回とも1，または，4が出た場合に，1回目

で入って2回目で切れることに注意しよう。）
問2　（1）　△ABCは正三角形であり，SはBCの中点なので，△ABS≡△ACSとなる。ASはBCに垂
直であり，△ABSは内角の大きさが30°，60°，90°の直角三角形となるから，AB：BS：AS＝2： 
1：√ 3 　　よって，AS＝√ 3 
　（2）　△DBCで（1）と同様に考えると，DS＝√ 3 　　△SADは二等辺三角形となるので，SとADの
中点Rを結ぶ線分SRはADに垂直である。△ASRで三平方の定理を用いると，SR2＝√ AS2-AR2 ＝

　√ 3-1 ＝√ 2 　　よって，△ASDの面積は，
1
2 ×2×√ 2 ＝√ 2 

　（3）　右図のようにSP，SQ，ST，SUを引いて八面体RPQTUSをつくると，この八面体は1辺の長
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　さが1の正八面体である。よって，四角形PQTUは1辺の
長さが1の正方形であり，SRは面PQTUによって2等分さ
れていることがわかる。したがって，四角錐RPQTUの

　体積は
1
3 ×（1×1）×

√ 2 
2 ＝

√ 2 
6

第四問　（小問群－方程式の応用，資料の整理，中央値・最
頻値・平均値）
問1　（1）　製品Aが300L生産されたとき，コーヒーは300L×

　
2

2＋3＝120L使用される。よって，製品Bに使用されたコーヒーは210L－120L＝90L　　製品Bの

コーヒーの使用量と生産量の比は3：4だから，製品Bの生産量は，90L×
4
3 ＝120L

　（2）　コーヒー3xLと牛乳xLを混ぜた製品Bが4xLあったとする。それに牛乳をaxL混ぜて，製品A

を作るとすると，3x：（x＋ax）＝2：3となる。9x＝2x＋2ax　　2ax＝7x　　よって，a＝ 7
2 　

　したがって，（製品B）：（混ぜる牛乳）＝4x： 7
2 x＝8：7

問2　（1）　欠席者を除くと7人なので，中央値は，7＋ 1
2 ＝4なので低い方から4番目の人の本数であ

　る。よって，7　　最頻値は最も多い本数で，8本の人が2人いるから，最頻値は8　　平均値は，
　（2＋10＋8＋4＋3＋8＋7）÷7＝42÷7＝6
　（2）　欠席したC君の本数は，最小で0本，最大で10本である。よって，平均値の最大の値は， 
（42＋10）÷8＝6.5　　最小の値は，42÷8＝5.25

　（3）　8人の生徒の中央値は，8＋
1
2 ＝4.5なので，低い方から4番目の人の本数と5番目の人の本数

　になる。よって，欠席した人が4本以下のときには，4＋7
2 ＝5.5　　5本のときが5＋7

2 ＝6　　6本

のときが，6＋7
2 ＝6.5　　7本の時が7　　8本以上のときが，7＋8

2 ＝7.5　　よって，5通り考えら

　れる。

第五問　（関数・グラフと図形－座標，直線の方程式，三角形の面積の比較）
問1　点Aはy＝x2のグラフ上にあり，x座標が3だから，y座標は32＝9

問2　点Bのy座標は（－1）2＝1　　直線ABの傾きは，
yの値の増加量
xの値の増加量＝

9－1
3－（－1）＝2だから，直線AB

の式をy＝2x＋bとおいて，（－1，1）を代入すると，1＝－2＋b　　b＝3　　したがって，2点A，
　Bを通る直線の式は，y＝2x＋3
問3　△OBPと△OAPのそれぞれの底辺をOPとすると，高さは，それぞれ点B，点Aからの距離であ 
る。底辺が等しい三角形の面積は高さの比に等しいから，△OBP：△OAP＝｛0－（－1）｝：（3－0）＝ 
1：3
問4　△OQPと△OBPはOPが共通なので，OPをそれぞれの底辺とみたときの高さの比が面積の比と
なる。点BからOPまでの距離が1なので，点QからOPまでの距離が2となるとき，△OQPの面積が
△OBPの面積の2倍となる。よって，点Qのx座標は2，y座標は22＝4であり，Q（2，4）

問5　B（－1，1），Q（2，4）なので，直線BQの傾きは，
4－1

2－（－1）＝1　　y＝x＋cとおいて（－1，1）

を代入すると，1＝－1＋c　　c＝2　　よって，直線BQの式はy＝x＋2　　直線BQとy軸との交
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第二問　（小問群－三平方の定理，相似，円の性質，平行線，2次方程式の解，方程式の応用）
問1　（1）　△ABCで三平方の定理を用いると，BC2＝AB2＋AC2＝40＋9＝49　　よって，x＝BC＝
√ 49 ＝7　　△ABDと△CBAにおいて，∠ADB＝∠CAB＝90°，共通なので，∠ABD＝∠CBA　　 
よって，2組の角がそれぞれ等しいので△ABD∽△CBA　　AB：CB＝BD：BA　　2√ 10：7＝

　BD：2√ 10 　　したがって，7BD＝40　　BD＝
40
7

（2）　右図で，△ODEは二等辺三角形だから，∠ODE＝∠OED＝
　35°　　∠COEは△ODEの外角だから，∠COE＝∠ODE＋
∠OED＝70°　　AB//CDなので錯角は等しく，x＝∠COE＝70° 
よって，弧ECABDに対する中心角∠EOD＝180°＋70°＝250° 
したがって，弧ECABDに対する円周角y＝125°

問2　（1）　方程式の解は元の方程式に代入して式が成り立つ値だ

　から，（√ 2 ）2－√ 2 a＋6＝0　　√ 2 a＝8　　a＝ 8
√ 2 ＝

8√ 2 
2 ＝

4√ 2 　　よって，もとの方程式は，x2－4√ 2 x＋6＝0　　2次方 

程式の解の公式を用いて，x＝－（－4  2）± （－4  2）2－4×1×6
2×1 ＝

　4√ 2 ±√ 8 
2 ＝4√ 2 ±2√ 2 

2 ＝√ 2 ，3√ 2 　　したがって，もう1つの解は，3√ 2 

　（2）　①　4桁の数xはaを100倍した数とbとの和なので，x＝100a＋b
　②　yはaとbを交換した数なので，y＝100b＋a　　x－y＝（100a＋b）－（100b＋a）＝297　　99a－

99b＝297　　両辺を99でわって，a－b＝3…（ア）　　また，a＋b＝37…（イ）　　（ア）＋（イ）から，
2a＝40　　a＝20　　（ア）－（イ）から，－2b＝－34　　b＝17　　よって，x＝2017

第三問　（小問群－確率，正四面体，三平方の定理，長さ，面積，体積）
問1　（1）　①のスイッチが入ると電球がつくので，その確率は

1
6

　（2）　さいころを2回振ったときの目の出方の総数は，1回目に6通り
　の出方があり，そのそれぞれに対して2回目に6通りずつの出方があ
るから，62＝36（通り）　　電球がついていて，ブザーがなっている
状態は，①と④のスイッチが入っているときであり，右図の〇印の

　2回あるから，その確率は
2
36＝

1
18

　（3）　電球が消えていて，ブザーが鳴っていない場合は，右図の△印

の場合で，14通りあるから，その確率は
14
36＝

7
18　　（2回とも1，または，4が出た場合に，1回目

で入って2回目で切れることに注意しよう。）
問2　（1）　△ABCは正三角形であり，SはBCの中点なので，△ABS≡△ACSとなる。ASはBCに垂
直であり，△ABSは内角の大きさが30°，60°，90°の直角三角形となるから，AB：BS：AS＝2： 
1：√ 3 　　よって，AS＝√ 3 
　（2）　△DBCで（1）と同様に考えると，DS＝√ 3 　　△SADは二等辺三角形となるので，SとADの
中点Rを結ぶ線分SRはADに垂直である。△ASRで三平方の定理を用いると，SR2＝√ AS2-AR2 ＝

　√ 3-1 ＝√ 2 　　よって，△ASDの面積は，
1
2 ×2×√ 2 ＝√ 2 

　（3）　右図のようにSP，SQ，ST，SUを引いて八面体RPQTUSをつくると，この八面体は1辺の長
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　さが1の正八面体である。よって，四角形PQTUは1辺の
長さが1の正方形であり，SRは面PQTUによって2等分さ
れていることがわかる。したがって，四角錐RPQTUの

　体積は
1
3 ×（1×1）×

√ 2 
2 ＝

√ 2 
6

第四問　（小問群－方程式の応用，資料の整理，中央値・最
頻値・平均値）
問1　（1）　製品Aが300L生産されたとき，コーヒーは300L×

　
2

2＋3＝120L使用される。よって，製品Bに使用されたコーヒーは210L－120L＝90L　　製品Bの

コーヒーの使用量と生産量の比は3：4だから，製品Bの生産量は，90L×
4
3 ＝120L

　（2）　コーヒー3xLと牛乳xLを混ぜた製品Bが4xLあったとする。それに牛乳をaxL混ぜて，製品A

を作るとすると，3x：（x＋ax）＝2：3となる。9x＝2x＋2ax　　2ax＝7x　　よって，a＝ 7
2 　

　したがって，（製品B）：（混ぜる牛乳）＝4x： 7
2 x＝8：7

問2　（1）　欠席者を除くと7人なので，中央値は，7＋ 1
2 ＝4なので低い方から4番目の人の本数であ

　る。よって，7　　最頻値は最も多い本数で，8本の人が2人いるから，最頻値は8　　平均値は，
　（2＋10＋8＋4＋3＋8＋7）÷7＝42÷7＝6
　（2）　欠席したC君の本数は，最小で0本，最大で10本である。よって，平均値の最大の値は， 
（42＋10）÷8＝6.5　　最小の値は，42÷8＝5.25

　（3）　8人の生徒の中央値は，8＋
1
2 ＝4.5なので，低い方から4番目の人の本数と5番目の人の本数

　になる。よって，欠席した人が4本以下のときには，4＋7
2 ＝5.5　　5本のときが5＋7

2 ＝6　　6本

のときが，6＋7
2 ＝6.5　　7本の時が7　　8本以上のときが，7＋8

2 ＝7.5　　よって，5通り考えら

　れる。

第五問　（関数・グラフと図形－座標，直線の方程式，三角形の面積の比較）
問1　点Aはy＝x2のグラフ上にあり，x座標が3だから，y座標は32＝9

問2　点Bのy座標は（－1）2＝1　　直線ABの傾きは，
yの値の増加量
xの値の増加量＝

9－1
3－（－1）＝2だから，直線AB

の式をy＝2x＋bとおいて，（－1，1）を代入すると，1＝－2＋b　　b＝3　　したがって，2点A，
　Bを通る直線の式は，y＝2x＋3
問3　△OBPと△OAPのそれぞれの底辺をOPとすると，高さは，それぞれ点B，点Aからの距離であ 
る。底辺が等しい三角形の面積は高さの比に等しいから，△OBP：△OAP＝｛0－（－1）｝：（3－0）＝ 
1：3
問4　△OQPと△OBPはOPが共通なので，OPをそれぞれの底辺とみたときの高さの比が面積の比と
なる。点BからOPまでの距離が1なので，点QからOPまでの距離が2となるとき，△OQPの面積が
△OBPの面積の2倍となる。よって，点Qのx座標は2，y座標は22＝4であり，Q（2，4）

問5　B（－1，1），Q（2，4）なので，直線BQの傾きは，
4－1

2－（－1）＝1　　y＝x＋cとおいて（－1，1）

を代入すると，1＝－1＋c　　c＝2　　よって，直線BQの式はy＝x＋2　　直線BQとy軸との交
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　点をSとすると，S（0，2）　　平行線間の距離は等しいので，点Pを通るBQに平行な直線を引くと，
その直線上に点Rがあれば，△BQP＝△BQRとなる。点Pのy座標は3だから，y＝x2とy＝x＋3との 
交点の座標を求めればよい。その交点のx座標は方程式x2＝x＋3の解であるので，x2－x－3＝0　

　2次方程式の解の公式を用いると，x＝1±√ 1+12 
2 ＝

1±√ 13 
2 　　xは最も小さい数なので，

　x＝1－√ 13 
2 　　y＝1－√ 13 

2 ＋3＝7－√ 13 
2 　　R（1－√ 13 

2 ，7－√ 13 
2 ）

第六問　（平面図形－円の性質，相似，辺の比，面積）
問1　△ACPと△BCQにおいて，直径に対する円周角なので，∠APC＝∠BQC＝90°　　対頂角は等
しいので，∠ACP＝∠BCQ　　2組の角がそれぞれ等しいから，△ACP∽△BCQ
問2　相似な図形では対応する辺の長さの比は等しい。よって，△ACP∽△BCQから，PC：QC＝

AC：BC＝1：2　　よって，PC：CQ＝1：2
問3　△ACP∽△BCQなので，対応する角の大きさは等しいから，
∠CAP＝∠CBQ　　同じ弧に対する円周角は等しいから，∠CAP＝
∠CRP，∠CBQ＝∠CSQ　　よって，∠CRP，∠CBQ，∠CSQ
問4　△CPRと△CQSにおいて，問3の結果から，∠CRP＝∠CQS　　
対頂角は等しいので，∠PCR＝∠QCS　　2組の角がそれぞれ等し
いので，△CPR∽△CQS　　よって，RC：QC＝PC：QC＝1：2
問5　△CPR∽△CQSであり，相似な図形では面積の比は相似比の2乗
に等しいから，△CPRと△CQSの面積の比は12：22＝1：4　　よっ

　て，△CPRの面積は△CQSの面積の
1
4 だから，6×

1
4 ＝

3
2 　

　∠CRP＝∠CQSなので錯角が等しいからPT//SQである。平行線間の
　距離は一定なので，△STQ＝△SRQ　　△RCQと△CSQはRC，CS
をそれぞれの三角形の底辺とみたとき高さが共通である。よって，面積の比は底辺の比に等しい。
△RCQ：△CSQ＝1：2だから，△RCQの面積は3　　したがって，△STQ＝△CSQ＋△RCQ＝9

第一問 リスニングテスト解答省略
第二問 1　イ　　2　ウ　　3　ウ　　4　イ　　5　ア
第三問 問1　①　younger　　③　took　　問2　②　a bike race
  問3　④　（He） showed us how to make hanga.　　問4　（Because） She wanted 

to learn more about Japanese art.　　問5　1　オ　　2　ウ　　3　ア　　4　エ
 問6　ウ，オ
第四問  問1　①　多くの人が不法に象を殺して牙を使っているため，最近象の数が減ってきて

＜英語解答＞

★ワンポイントアドバイス★

第三問の問1は，②と③，⑤と⑥の片方だけでは電流は流れない。第五問の面積に
関しては，高さが等しい三角形の底辺の比を考える。第六問の問5はPR//SQである
ことを利用するとよい。

T

S
Q

A

P

B

C

R

尚絅学院高等学校（A日程）

解29年度－5

＜英語解説＞
第一問　リスニングテスト解説省略。
第二問　（対話文完成）

1　ジロウ：放課後は何をするのが好き？／ベン：テニスをするのが好き。イ楽しいです。
　〈make ＋A＋B〉で「AをBの状態にする」という意味になる。Aには人，Bには形容詞が入る。こ
こでは好きなことを聞いているのでイが適当。It makes me happy. で「それは私を幸せな状態
にする」→「私は楽しい」という意味になる。　bad  「悪い」　sad  「悲しい」　boring  「退屈な」

2　ジェイク：本当に寒い。風が強すぎる。／ユカ：窓をウ閉めましょうか？／ジェイク：ありがと 
う。　「～しましょうか」という提案は Shall I ～? で表す。 ア「私は閉めましたか」　イ「閉め
てくれますか［閉められますか］？」依頼表現。　エ「閉めてくれますか」丁寧な依頼。

3　ジェーン：競争に負けた。私はウメアリーほど速くない。いつも彼女が勝つ。／ナナ：大丈夫。
次はきっとあなたが勝つわ。　as fast as Mary で「メアリーと同じくらいの速さ」になる。競
争に負けたのでメアリーの方が速いので as fast as Mary を否定すると考える。not as fast as 
という形が正解。not の位置に注意。

4　ダン：明日は家族と一緒に山に登ってピクニックをする予定だ。／アヤ：すごいわ。楽しそう
だけど，イ残念ながら明日は雨が降るかもしれない。　対話の流れから I’m afraid  「残念ながら」
が適当。ア「期待する」　ウ「支援する」　エ「嬉しい」

5　ティム：今週末山形には行かないよね？／ケン：アうん。行かないよ。／ティム：それならこの
土曜日に僕の家で一緒に映画を観よう。　英語では疑問文が肯定でも否定でも，答えの内容が否
定の場合は No と否定文で答える。日本語のニュアンスと逆になるので注意。

第三問　（手紙文：語形変化，指示語，内容把握，要約・適語選択補充，内容正誤判断）
（全訳）　親愛なる田中様ご夫妻へ
私の名前はエミリーです。19歳です。母は銀行で働いていて，父はコンピューター関係の仕事を
しています。妹のアンがいます。彼女は①私よりも若いです。私はニューヨークに住んでいて，ニ
ューヨーク大学で芸術を学んでいます。私はこの夏に札幌であなた方の家族の所に滞在することに
ワクワクしています。
私はスポーツが好きです。今は，早起きして公園で自転車に乗っています。天気が悪くても毎朝

これをやっています。毎年2，3の自転車レースに出ることに挑戦しています。この夏，札幌でもレ
ースがありますか？　これまでに②夏のものに出たことはないので挑戦してみたいです。また，札
幌のレースのために自転車を借りることはできますか？
私の趣味の1つは美術館に行くことです。世界中の美術を見るのが好きです。日本にいる間，た

くさんの美術館にすごく行きたいです。私は北海道のアイヌ特有の美術に興味があります。それは
自然に深く関係しています。札幌を発った後に東京に行き大きな美術館を見に行く予定です。昨年
秋にここニューヨークで日本美術についての講義を③取りました。私たちは版画，絵巻と書道につ

いるから。　　問2　②　why　　③　how　　問3　④　（People） have tried to do 
many things to protect （elephants.）　　問4　⑤　カ　　問5　⑥　エ

 問6　⑦　ア　　問7　ア，カ
第五問 問1　（1）　Yes, （they） can.　　（2）　9
  問2　I want to stay at Tokyo Disneyland Hotel because I would like to enjoy 

the beautiful night view.
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　点をSとすると，S（0，2）　　平行線間の距離は等しいので，点Pを通るBQに平行な直線を引くと，
その直線上に点Rがあれば，△BQP＝△BQRとなる。点Pのy座標は3だから，y＝x2とy＝x＋3との 
交点の座標を求めればよい。その交点のx座標は方程式x2＝x＋3の解であるので，x2－x－3＝0　

　2次方程式の解の公式を用いると，x＝1±√ 1+12 
2 ＝

1±√ 13 
2 　　xは最も小さい数なので，

　x＝1－√ 13 
2 　　y＝1－√ 13 

2 ＋3＝7－√ 13 
2 　　R（1－√ 13 

2 ，7－√ 13 
2 ）

第六問　（平面図形－円の性質，相似，辺の比，面積）
問1　△ACPと△BCQにおいて，直径に対する円周角なので，∠APC＝∠BQC＝90°　　対頂角は等
しいので，∠ACP＝∠BCQ　　2組の角がそれぞれ等しいから，△ACP∽△BCQ
問2　相似な図形では対応する辺の長さの比は等しい。よって，△ACP∽△BCQから，PC：QC＝

AC：BC＝1：2　　よって，PC：CQ＝1：2
問3　△ACP∽△BCQなので，対応する角の大きさは等しいから，
∠CAP＝∠CBQ　　同じ弧に対する円周角は等しいから，∠CAP＝
∠CRP，∠CBQ＝∠CSQ　　よって，∠CRP，∠CBQ，∠CSQ
問4　△CPRと△CQSにおいて，問3の結果から，∠CRP＝∠CQS　　
対頂角は等しいので，∠PCR＝∠QCS　　2組の角がそれぞれ等し
いので，△CPR∽△CQS　　よって，RC：QC＝PC：QC＝1：2
問5　△CPR∽△CQSであり，相似な図形では面積の比は相似比の2乗
に等しいから，△CPRと△CQSの面積の比は12：22＝1：4　　よっ

　て，△CPRの面積は△CQSの面積の
1
4 だから，6×

1
4 ＝

3
2 　

　∠CRP＝∠CQSなので錯角が等しいからPT//SQである。平行線間の
　距離は一定なので，△STQ＝△SRQ　　△RCQと△CSQはRC，CS
をそれぞれの三角形の底辺とみたとき高さが共通である。よって，面積の比は底辺の比に等しい。
△RCQ：△CSQ＝1：2だから，△RCQの面積は3　　したがって，△STQ＝△CSQ＋△RCQ＝9

第一問 リスニングテスト解答省略
第二問 1　イ　　2　ウ　　3　ウ　　4　イ　　5　ア
第三問 問1　①　younger　　③　took　　問2　②　a bike race
  問3　④　（He） showed us how to make hanga.　　問4　（Because） She wanted 

to learn more about Japanese art.　　問5　1　オ　　2　ウ　　3　ア　　4　エ
 問6　ウ，オ
第四問  問1　①　多くの人が不法に象を殺して牙を使っているため，最近象の数が減ってきて

＜英語解答＞

★ワンポイントアドバイス★

第三問の問1は，②と③，⑤と⑥の片方だけでは電流は流れない。第五問の面積に
関しては，高さが等しい三角形の底辺の比を考える。第六問の問5はPR//SQである
ことを利用するとよい。
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＜英語解説＞
第一問　リスニングテスト解説省略。
第二問　（対話文完成）

1　ジロウ：放課後は何をするのが好き？／ベン：テニスをするのが好き。イ楽しいです。
　〈make ＋A＋B〉で「AをBの状態にする」という意味になる。Aには人，Bには形容詞が入る。こ
こでは好きなことを聞いているのでイが適当。It makes me happy. で「それは私を幸せな状態
にする」→「私は楽しい」という意味になる。　bad  「悪い」　sad  「悲しい」　boring  「退屈な」

2　ジェイク：本当に寒い。風が強すぎる。／ユカ：窓をウ閉めましょうか？／ジェイク：ありがと 
う。　「～しましょうか」という提案は Shall I ～? で表す。 ア「私は閉めましたか」　イ「閉め
てくれますか［閉められますか］？」依頼表現。　エ「閉めてくれますか」丁寧な依頼。

3　ジェーン：競争に負けた。私はウメアリーほど速くない。いつも彼女が勝つ。／ナナ：大丈夫。
次はきっとあなたが勝つわ。　as fast as Mary で「メアリーと同じくらいの速さ」になる。競
争に負けたのでメアリーの方が速いので as fast as Mary を否定すると考える。not as fast as 
という形が正解。not の位置に注意。

4　ダン：明日は家族と一緒に山に登ってピクニックをする予定だ。／アヤ：すごいわ。楽しそう
だけど，イ残念ながら明日は雨が降るかもしれない。　対話の流れから I’m afraid  「残念ながら」
が適当。ア「期待する」　ウ「支援する」　エ「嬉しい」

5　ティム：今週末山形には行かないよね？／ケン：アうん。行かないよ。／ティム：それならこの
土曜日に僕の家で一緒に映画を観よう。　英語では疑問文が肯定でも否定でも，答えの内容が否
定の場合は No と否定文で答える。日本語のニュアンスと逆になるので注意。

第三問　（手紙文：語形変化，指示語，内容把握，要約・適語選択補充，内容正誤判断）
（全訳）　親愛なる田中様ご夫妻へ
私の名前はエミリーです。19歳です。母は銀行で働いていて，父はコンピューター関係の仕事を
しています。妹のアンがいます。彼女は①私よりも若いです。私はニューヨークに住んでいて，ニ
ューヨーク大学で芸術を学んでいます。私はこの夏に札幌であなた方の家族の所に滞在することに
ワクワクしています。
私はスポーツが好きです。今は，早起きして公園で自転車に乗っています。天気が悪くても毎朝

これをやっています。毎年2，3の自転車レースに出ることに挑戦しています。この夏，札幌でもレ
ースがありますか？　これまでに②夏のものに出たことはないので挑戦してみたいです。また，札
幌のレースのために自転車を借りることはできますか？
私の趣味の1つは美術館に行くことです。世界中の美術を見るのが好きです。日本にいる間，た

くさんの美術館にすごく行きたいです。私は北海道のアイヌ特有の美術に興味があります。それは
自然に深く関係しています。札幌を発った後に東京に行き大きな美術館を見に行く予定です。昨年
秋にここニューヨークで日本美術についての講義を③取りました。私たちは版画，絵巻と書道につ

いるから。　　問2　②　why　　③　how　　問3　④　（People） have tried to do 
many things to protect （elephants.）　　問4　⑤　カ　　問5　⑥　エ

 問6　⑦　ア　　問7　ア，カ
第五問 問1　（1）　Yes, （they） can.　　（2）　9
  問2　I want to stay at Tokyo Disneyland Hotel because I would like to enjoy 

the beautiful night view.
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いて学びました。版画家がキャンパスに来てくれました。④彼は私たちに版画の作り方を見せてく
れました。彼はそれぞれの色に対して違う木の板を使っていて，それはとても面白いと思いました。
私は日本の美術についてもっと学びたいと思ったので，日本で夏を過ごすことを決意したのです。
私は寿司を食べたり，布団で寝たり，カラオケをするのを楽しみにしています。カラオケには 

時々行きますか？　ここニューヨークでよくカラオケに行きますが，日本のカラオケとは違うと聞
いています。ニューヨークではよくレストランに行き他の人が歌う歌を聞きます。時にCDの代わ
りにバンドと一緒に歌えることもあります。私はカラオケに行ってアメリカの人気曲を歌うのが大
好きで，バンドと歌うのが大好きです。日本にいる間に日本の歌も何曲が覚えてカラオケで歌いた
いです。あなたたちにお会いしたくさんの新しいものを見るのが待ち遠しいです。最高の夏になる
でしょう！
それでは。
エミリー。
問1　① than があるので比較級の文だと判断できる。young の比較級は younger。　③ この文の
時制は過去なので take の過去形 took にする。

問2　one は前出の名詞を指す。ここでは前文の a bike race を指すので「夏の自転車レースに出
たことがない」という意味になる。
問3　He showed us how to make hanga.  「彼は私たちに版画の作り方を教えてくれた」　〈show 
＋人＋～〉で「人に～を見せる」ここでは「～」の部分に how to ～「～の作り方」が入る。
問4　「なぜエミリーはこの夏日本に来ることを決意したのですか？」という意味。第3段落最終文
が理由の文になる。主語は Emily なので I を She に変えて （Because） She wanted to learn 
more about Japanese art. とすること。
問5　「エミリーはカラオケが（1）オ大好きだ。ニューヨークでは人々はカラオケをするのにたいてい

（2）ウレストランに行きそこにいる人たちと一緒に歌う。彼女はCDではなく（3）アバンドと歌うのが
好きだ。エミリーは歌ったり，他の人たちの歌を聞くことが楽しんでいる。彼女はこの夏日本に
滞在している間，（4）エ日本の歌を覚えて歌いたいと思っている。」　最終段落にカラオケについて
の記述がある。　（1）　第6文参照。love to go to karaoke とあるので karaoke を入れ「カラオ
ケが大好きだ」という文にする。　（2）　第4文参照。we often go to a restaurant とあるので 
restaurants を入れる。　（3）　第6文参照。I love singing with a band とあるので band を入
れる。　（4）　終わりから3文目参照。sing them の them は直前にある Japanese songs を指
すので空所には Japanese を入れる。

問6　ア「エミリーは札幌に住んでいる妹がいる」（×）　そのような記述はない。　イ「エミリー
は天気の良い時だけ公園で自転車に乗る」（×）　第2段落第2文参照。天気が悪くても自転車に乗
るとあるので不一致。第2文の do は前文の ride my bike を指す。　ウ「エミリーは北海道の美
術は面白いと思っている」（○）　第2段落第4文参照。北海道のアイヌの美術に興味があるとある
ので一致。　エ「エミリーは布団で寝たくない」（×）　最終段落第1文参照。布団で寝ることを
楽しみにしているとあるので不一致。　オ「エミリーは自転車に乗ること，美術館に行くこと，
カラオケをすることが好きだ」（○）　第2段落で自転車に乗ること，第3段落で美術館に行くこと，
最終段落でカラオケが好きなことが書かれているので一致。

第四問　（長文読解問題・スピーチ文：和訳，適語補充，語句整序，文整序，適文選択補充，内容
把握,内容正誤判断）
（全訳）　ハナコ：私は象に大変興味がある。私は動物園に行って象を見るのが大好きだ。しかし
ながら①私はとても悲しくもある。最近，象の数が減ってきている。多くの人たちが不法に象を殺
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し牙を使いたがっているのだ。②なぜ人々が象の牙を欲しがっているのか，また③どうやったら象
を保護することができるのかについて話そうと思う。
象には2種類ある―アフリカゾウとアジアゾウだ。すべてのアフリカゾウには牙があるが，アジ
アゾウは何頭かしか牙を持たない。象は戦ったり，物を動かしたり，地面を掘るために牙を使う。
牙はとても強くきれいなので，人々は箸やハンコ，ピアノの鍵盤のようなものを作るためにそれを
使う。象牙は世界中で人気があるが，特に日本で人気がある。40年ほど前は，日本は全象牙の40％
を買っていた。

④人々は象を守るためにたくさんのことを試してきた。たとえば，1975年には以前よりアジアゾ
ウの数が減って来たのでアジアゾウの牙を売ることを禁止した。しかしながら，その時アフリカに
はまだ100万頭以上のアフリカゾウがいたので，人々は象の牙を買うことができた。1989年，世界
中の多くの国がアフリカゾウの牙の売買をやめる決定をしたが，遅すぎた。⑤c多くの国が牙を売る
ことを禁止したが，それらを買いたい人はまだたくさんいた。bそれなので，アフリカの悪い人た
ちは牙を売るために象を殺すことをやめなかったのだ。aこのような理由で，象を保護するのはと
ても難しいのだ。実際，2015年アフリカにはゾウが約400,000頭しかいなくなってしまった。
アフリカゾウを保護するためにケニヤ共和国が行った最善のことの1つの方法としては牙を焼く

ことだった。2016年4月，ケニヤ共和国は密猟者によって殺された8,000頭の象の牙を燃やした。世
界中の人たちが，象を殺しても誰も牙を手に入れることはできないのだということを学んだ。ケニ
ヤ共和国は以前にも牙を燃やしたことがあったが，そのことを良く思わない人たちもいた。もしケ
ニヤ共和国が牙を燃やしたら，⑥値段がもっと高くなるかもしれず，密猟者たちは金持ちになるた
めにもっと象を殺したくなるのではないかと危惧したのだ。それなので，これらの人たちはケニヤ
共和国が牙をもっと安く売るべきだと考えた。これはとても難しい問題である。⑦どちらの面にも
利点がある。私は象を保護するのはとても大切なことだと思うが何が最善の方法なのかはわからな
い。あなたはどう思いますか？
ユメカ：これは良い質問だ。私は紙を作るのに象の糞を使う人たちがいるというのをテレビで見

た。象はたくさんの草を食べるので，彼らの糞には食物繊維が多く含まれる。人々は糞を洗い，干
し，紙に再生させる。彼らはこの紙を売ってお金を得る。これは象を保護する1つの方法だと思う。
ハナコ：なんてすばらしい考え！　ありがとう。
問1　続く2文がその理由となるので，それをまとめればよい。the number of ～「～ の数」 数の大
きさは small と big で表すので become smaller で「（数が）減ってくる」ということ。want 
to kill の間に illegally が挿入されている。この illegally は kill を修飾する副詞なので「不法
に殺す」ということ。
問2　「なぜ人々は象の牙が欲しくてどうやったら象を保護できるか」という意味の文にするため
②に why，③に how を入れる。

問3　People have tried to do many things to protect elephants.  「人々は象を保護するために
たくさんのことを試してきた」　try to ～ で「～を試す［挑戦する］」という意味。過去から今ま
でやってきたということなので have tried to ～ と現在完了形にすること。do many things  「た
くさんのことをする」　to protect ～「～を保護するために」の意味で「～するために」という
目的を表す不定詞になる。
問4　全訳参照。売買を禁止しても欲しがる人がいるため，悪い人たちが象を殺して牙を売るので
象を保護するのは難しい，という流れ。c－b－aのカが正解。
問5　文の後半で「金持ちになるためにもっと象を殺す」とあるので，象牙の値段が高くのなるの
だと想像できる。エ「それらがもっと高くなるかもしれない」が適当。この they は tusks を指
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いて学びました。版画家がキャンパスに来てくれました。④彼は私たちに版画の作り方を見せてく
れました。彼はそれぞれの色に対して違う木の板を使っていて，それはとても面白いと思いました。
私は日本の美術についてもっと学びたいと思ったので，日本で夏を過ごすことを決意したのです。
私は寿司を食べたり，布団で寝たり，カラオケをするのを楽しみにしています。カラオケには 

時々行きますか？　ここニューヨークでよくカラオケに行きますが，日本のカラオケとは違うと聞
いています。ニューヨークではよくレストランに行き他の人が歌う歌を聞きます。時にCDの代わ
りにバンドと一緒に歌えることもあります。私はカラオケに行ってアメリカの人気曲を歌うのが大
好きで，バンドと歌うのが大好きです。日本にいる間に日本の歌も何曲が覚えてカラオケで歌いた
いです。あなたたちにお会いしたくさんの新しいものを見るのが待ち遠しいです。最高の夏になる
でしょう！
それでは。
エミリー。
問1　① than があるので比較級の文だと判断できる。young の比較級は younger。　③ この文の
時制は過去なので take の過去形 took にする。

問2　one は前出の名詞を指す。ここでは前文の a bike race を指すので「夏の自転車レースに出
たことがない」という意味になる。
問3　He showed us how to make hanga.  「彼は私たちに版画の作り方を教えてくれた」　〈show 
＋人＋～〉で「人に～を見せる」ここでは「～」の部分に how to ～「～の作り方」が入る。
問4　「なぜエミリーはこの夏日本に来ることを決意したのですか？」という意味。第3段落最終文
が理由の文になる。主語は Emily なので I を She に変えて （Because） She wanted to learn 
more about Japanese art. とすること。
問5　「エミリーはカラオケが（1）オ大好きだ。ニューヨークでは人々はカラオケをするのにたいてい

（2）ウレストランに行きそこにいる人たちと一緒に歌う。彼女はCDではなく（3）アバンドと歌うのが
好きだ。エミリーは歌ったり，他の人たちの歌を聞くことが楽しんでいる。彼女はこの夏日本に
滞在している間，（4）エ日本の歌を覚えて歌いたいと思っている。」　最終段落にカラオケについて
の記述がある。　（1）　第6文参照。love to go to karaoke とあるので karaoke を入れ「カラオ
ケが大好きだ」という文にする。　（2）　第4文参照。we often go to a restaurant とあるので 
restaurants を入れる。　（3）　第6文参照。I love singing with a band とあるので band を入
れる。　（4）　終わりから3文目参照。sing them の them は直前にある Japanese songs を指
すので空所には Japanese を入れる。

問6　ア「エミリーは札幌に住んでいる妹がいる」（×）　そのような記述はない。　イ「エミリー
は天気の良い時だけ公園で自転車に乗る」（×）　第2段落第2文参照。天気が悪くても自転車に乗
るとあるので不一致。第2文の do は前文の ride my bike を指す。　ウ「エミリーは北海道の美
術は面白いと思っている」（○）　第2段落第4文参照。北海道のアイヌの美術に興味があるとある
ので一致。　エ「エミリーは布団で寝たくない」（×）　最終段落第1文参照。布団で寝ることを
楽しみにしているとあるので不一致。　オ「エミリーは自転車に乗ること，美術館に行くこと，
カラオケをすることが好きだ」（○）　第2段落で自転車に乗ること，第3段落で美術館に行くこと，
最終段落でカラオケが好きなことが書かれているので一致。

第四問　（長文読解問題・スピーチ文：和訳，適語補充，語句整序，文整序，適文選択補充，内容
把握,内容正誤判断）
（全訳）　ハナコ：私は象に大変興味がある。私は動物園に行って象を見るのが大好きだ。しかし
ながら①私はとても悲しくもある。最近，象の数が減ってきている。多くの人たちが不法に象を殺
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し牙を使いたがっているのだ。②なぜ人々が象の牙を欲しがっているのか，また③どうやったら象
を保護することができるのかについて話そうと思う。
象には2種類ある―アフリカゾウとアジアゾウだ。すべてのアフリカゾウには牙があるが，アジ
アゾウは何頭かしか牙を持たない。象は戦ったり，物を動かしたり，地面を掘るために牙を使う。
牙はとても強くきれいなので，人々は箸やハンコ，ピアノの鍵盤のようなものを作るためにそれを
使う。象牙は世界中で人気があるが，特に日本で人気がある。40年ほど前は，日本は全象牙の40％
を買っていた。

④人々は象を守るためにたくさんのことを試してきた。たとえば，1975年には以前よりアジアゾ
ウの数が減って来たのでアジアゾウの牙を売ることを禁止した。しかしながら，その時アフリカに
はまだ100万頭以上のアフリカゾウがいたので，人々は象の牙を買うことができた。1989年，世界
中の多くの国がアフリカゾウの牙の売買をやめる決定をしたが，遅すぎた。⑤c多くの国が牙を売る
ことを禁止したが，それらを買いたい人はまだたくさんいた。bそれなので，アフリカの悪い人た
ちは牙を売るために象を殺すことをやめなかったのだ。aこのような理由で，象を保護するのはと
ても難しいのだ。実際，2015年アフリカにはゾウが約400,000頭しかいなくなってしまった。
アフリカゾウを保護するためにケニヤ共和国が行った最善のことの1つの方法としては牙を焼く

ことだった。2016年4月，ケニヤ共和国は密猟者によって殺された8,000頭の象の牙を燃やした。世
界中の人たちが，象を殺しても誰も牙を手に入れることはできないのだということを学んだ。ケニ
ヤ共和国は以前にも牙を燃やしたことがあったが，そのことを良く思わない人たちもいた。もしケ
ニヤ共和国が牙を燃やしたら，⑥値段がもっと高くなるかもしれず，密猟者たちは金持ちになるた
めにもっと象を殺したくなるのではないかと危惧したのだ。それなので，これらの人たちはケニヤ
共和国が牙をもっと安く売るべきだと考えた。これはとても難しい問題である。⑦どちらの面にも
利点がある。私は象を保護するのはとても大切なことだと思うが何が最善の方法なのかはわからな
い。あなたはどう思いますか？
ユメカ：これは良い質問だ。私は紙を作るのに象の糞を使う人たちがいるというのをテレビで見

た。象はたくさんの草を食べるので，彼らの糞には食物繊維が多く含まれる。人々は糞を洗い，干
し，紙に再生させる。彼らはこの紙を売ってお金を得る。これは象を保護する1つの方法だと思う。
ハナコ：なんてすばらしい考え！　ありがとう。
問1　続く2文がその理由となるので，それをまとめればよい。the number of ～「～ の数」 数の大
きさは small と big で表すので become smaller で「（数が）減ってくる」ということ。want 
to kill の間に illegally が挿入されている。この illegally は kill を修飾する副詞なので「不法
に殺す」ということ。
問2　「なぜ人々は象の牙が欲しくてどうやったら象を保護できるか」という意味の文にするため
②に why，③に how を入れる。

問3　People have tried to do many things to protect elephants.  「人々は象を保護するために
たくさんのことを試してきた」　try to ～ で「～を試す［挑戦する］」という意味。過去から今ま
でやってきたということなので have tried to ～ と現在完了形にすること。do many things  「た
くさんのことをする」　to protect ～「～を保護するために」の意味で「～するために」という
目的を表す不定詞になる。
問4　全訳参照。売買を禁止しても欲しがる人がいるため，悪い人たちが象を殺して牙を売るので
象を保護するのは難しい，という流れ。c－b－aのカが正解。
問5　文の後半で「金持ちになるためにもっと象を殺す」とあるので，象牙の値段が高くのなるの
だと想像できる。エ「それらがもっと高くなるかもしれない」が適当。この they は tusks を指
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す。　ア「それらを燃やすことは人々を悲しませるだろう」　イ「密猟者たちがそれらを燃やし，
より多くの象を保護するだろう」　ウ「人々は代わりに象の足を買わなければならない」
問6　この段落第1文でケニヤ共和国が象を保護するために牙を燃やしたとある。これが1つの面。
第4文でそのことを危惧する人たちがいることが書かれている。その人たちはケニヤ共和国が安
く牙を売るべきだと考えていることが第6文に書かれている。ア「ケニヤ共和国に牙を燃やして
欲しいと思う人たち／ケニヤ共和国に牙を売ってほしい人たち」が正解。　イ「象を殺したい人
たち／象を保護したい人たち」　ウ「牙のある象たち／牙のない象たち」　エ「燃やされた象の牙
／燃やされなかった象の牙」
問7　ア「アジアゾウには牙のない象もいる」（○）　第2段落第2文に一致。　イ「何年も前，人々
は戦うために象牙を使った」（×）　第2段落第3文参照。象が戦うために牙を使ったので不一致。 
ウ「今日では日本人は象牙の半文量を欲しがっている」（×）　第2段落最終文参照。40年前に象
牙の40％日本が買っていたとあるので不一致。　エ「人々は象を助けようとしたが1975年から
2015年の間にアフリカゾウの40％が死んだ」（×）　そのような記述はない。　オ「1989年，多く
の国がアジアゾウの象牙だけを海外に売ることをやめたが，既に遅すぎた」（×）　第3段落第4文
参照。アジアゾウではなくアフリカゾウなので不一致。　カ「象の糞から作られた紙を売ること
で象を保護している人たちがいる」（○）　最終段落の内容に一致。

第五問　（読解問題・資料読解：内容把握，英作文）
（全訳）　「特別旅行チケット」　東北トラベル　仙台事務所
東北トラベルで仙台から東京ディズニーリゾートまでの旅行チケットを購入した場合，これらのホ
テルを特別料金でお楽しみいただけます。
東京ディズニーランドホテル
1人あたり代金：1泊20,000円／食事：夕朝食付き／ディズニーリゾートへの交通期間：徒歩7分／そ
の他の情報：チケット売り場（朝8時から夜10時まで）／無料インターネット／美しい夜景／0歳～2
歳までの小人は無料
浦安ホテル
1人あたり代金：1泊18,000円／食事：夕朝食付き／ディズニーリゾートへの交通期間：電車で15分
※最寄り駅まで徒歩5分／その他の情報：無料インターネット／温泉／ホテルフロントにていつも
でディズニーリゾートチケット購入可能
ガーデンホテル
1人あたり代金：1泊8,000円／食事：なし／ディズニーリゾートへの交通機関：シャトルバスで30分
※ホテル前にバス停／その他の情報：朝食（＋1人1,400円）
問1　（1）　「浦安ホテルでは朝7時前に東京ディズニーリゾートのチケットを買うことはできます
か？―はい，できます」浦安ホテルでは anytime  「いつでも」買えるので Yes，they can. と答
える。
　（2）　「もし朝8：30のシャトルバスでガーデンホテルを出発したら，東京ディズニーリゾートに
は9時に着く」ガーデンホテルから東京ディズニーリゾートへはシャトルバスで30分とあるので 
8：30のシャトルバスに乗れば9時に着く。9を入れる。
問2　「特別旅行チケットでどのホテルに滞在したいですか？」という意味。理由も含めてという指
示なので，まずどこのホテルに滞在したいのかという文と，その理由を表す文の2文を接続詞で
つないで1文にするという形の英文を作る。「～に滞在したい」の部分は，I want to stay at ～ 
「～に滞在したい」という形が最も自然。理由を表す接続詞 because でつなげて理由を説明する 
文を作る。because I want to ～，あるいは繰り返しを避ける意味で同じ意味を表す I would 
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like to ～ という表現を使うのもよい。Other Information からヒントを得て理由を考えるとよ
い。
　例） I want to stay at Tokyo Disneyland Hotel because I would like to enjoy the beautiful 

night view.  「私は東京ディズニーランドホテルに滞在したい，なぜなら美しい夜景を楽しみた
いから。」
　I want to stay at Urayasu Hotel because I want to buy the tickets early in the morning.
　「私は浦安ホテルに泊まりたい，なぜなら早朝にチケットを買いたいから。」
　I want to stay at Garden Hotel because the price is reasonable and I want to use money 

in Tokyo Disneyland.  「私はガーデンホテルに泊まりたい，なぜなら値段が手ごろでお金は東
京ディズニーランドで使いたいから。」

＜理科解説＞
第一問　（小問集合－各分野の要点）
問1　地球の温暖化の原因は，二酸化炭素が地表からの熱を吸収し放射する温室効果が過剰に起こ
ることである。アはオゾン層の破壊，ウは酸性雨の原因である。また，イは分解されないプラス
チック片を動物が食べるなどの被害がある。
問2　目に入った光は，レンズを通って倒立の実像となり，網膜に映る。そのため，網膜には上下
左右が反対の像が映る。
問3　前線は暖気と寒気がぶつかるところにできる。熱帯低気圧はまわり全部が暖気なので，前線
はできない。なお，熱帯低気圧のうち，最大風速が17.2m/s以上のものが台風であり，ア，ウ，エ

第一問 問1　エ　　問2　エ　　問3　イ　　問4　イ　　問5　オ
第二問 問1　酢酸カーミン溶液［酢酸オルセイン溶液］　　問2　エ　　問3　②　　問4　イ
 問5　600倍　　問6　①，④　　問7　ウ　　問8　②，⑥
第三問 問1　H　　問2　ウ　　問3　①　距離　　②　400　　問4　①　12　　②　13
 問5　ウ　　問6　コロナ
第四問 1　 問1　H2　　問2　350cm3　　問3　500cm3　　問4　中和反応 

問5　HCl＋NaOH→NaCl＋H2O　　問6　200cm3

 2　 問1　A　セキエイ　　B　塩化銅　　C　砂糖　　D　食塩　　E　デンプン 
問2　CO2　　問3　有機物

第五問 問1　4g/cm3　　問2　2000Pa　　問3　50N　　問4　
1
15 m　　問5　6N　　問6　イ

 問7　エとオ

＜理科解答＞

★ワンポイントアドバイス★

読解問題が3題ある。内容把握を中心とした問題となっているが細かい内容を問わ
れる問題もあり丁寧に読み込む必要がある。最終問題には英作文もあるので，全体
の時間配分に十分気をつけよう。
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す。　ア「それらを燃やすことは人々を悲しませるだろう」　イ「密猟者たちがそれらを燃やし，
より多くの象を保護するだろう」　ウ「人々は代わりに象の足を買わなければならない」
問6　この段落第1文でケニヤ共和国が象を保護するために牙を燃やしたとある。これが1つの面。
第4文でそのことを危惧する人たちがいることが書かれている。その人たちはケニヤ共和国が安
く牙を売るべきだと考えていることが第6文に書かれている。ア「ケニヤ共和国に牙を燃やして
欲しいと思う人たち／ケニヤ共和国に牙を売ってほしい人たち」が正解。　イ「象を殺したい人
たち／象を保護したい人たち」　ウ「牙のある象たち／牙のない象たち」　エ「燃やされた象の牙
／燃やされなかった象の牙」
問7　ア「アジアゾウには牙のない象もいる」（○）　第2段落第2文に一致。　イ「何年も前，人々
は戦うために象牙を使った」（×）　第2段落第3文参照。象が戦うために牙を使ったので不一致。 
ウ「今日では日本人は象牙の半文量を欲しがっている」（×）　第2段落最終文参照。40年前に象
牙の40％日本が買っていたとあるので不一致。　エ「人々は象を助けようとしたが1975年から
2015年の間にアフリカゾウの40％が死んだ」（×）　そのような記述はない。　オ「1989年，多く
の国がアジアゾウの象牙だけを海外に売ることをやめたが，既に遅すぎた」（×）　第3段落第4文
参照。アジアゾウではなくアフリカゾウなので不一致。　カ「象の糞から作られた紙を売ること
で象を保護している人たちがいる」（○）　最終段落の内容に一致。

第五問　（読解問題・資料読解：内容把握，英作文）
（全訳）　「特別旅行チケット」　東北トラベル　仙台事務所
東北トラベルで仙台から東京ディズニーリゾートまでの旅行チケットを購入した場合，これらのホ
テルを特別料金でお楽しみいただけます。
東京ディズニーランドホテル
1人あたり代金：1泊20,000円／食事：夕朝食付き／ディズニーリゾートへの交通期間：徒歩7分／そ
の他の情報：チケット売り場（朝8時から夜10時まで）／無料インターネット／美しい夜景／0歳～2
歳までの小人は無料
浦安ホテル
1人あたり代金：1泊18,000円／食事：夕朝食付き／ディズニーリゾートへの交通期間：電車で15分
※最寄り駅まで徒歩5分／その他の情報：無料インターネット／温泉／ホテルフロントにていつも
でディズニーリゾートチケット購入可能
ガーデンホテル
1人あたり代金：1泊8,000円／食事：なし／ディズニーリゾートへの交通機関：シャトルバスで30分
※ホテル前にバス停／その他の情報：朝食（＋1人1,400円）
問1　（1）　「浦安ホテルでは朝7時前に東京ディズニーリゾートのチケットを買うことはできます
か？―はい，できます」浦安ホテルでは anytime  「いつでも」買えるので Yes，they can. と答
える。
　（2）　「もし朝8：30のシャトルバスでガーデンホテルを出発したら，東京ディズニーリゾートに
は9時に着く」ガーデンホテルから東京ディズニーリゾートへはシャトルバスで30分とあるので 
8：30のシャトルバスに乗れば9時に着く。9を入れる。
問2　「特別旅行チケットでどのホテルに滞在したいですか？」という意味。理由も含めてという指
示なので，まずどこのホテルに滞在したいのかという文と，その理由を表す文の2文を接続詞で
つないで1文にするという形の英文を作る。「～に滞在したい」の部分は，I want to stay at ～ 
「～に滞在したい」という形が最も自然。理由を表す接続詞 because でつなげて理由を説明する 
文を作る。because I want to ～，あるいは繰り返しを避ける意味で同じ意味を表す I would 

尚絅学院高等学校（A日程）

解29年度－9

like to ～ という表現を使うのもよい。Other Information からヒントを得て理由を考えるとよ
い。
　例） I want to stay at Tokyo Disneyland Hotel because I would like to enjoy the beautiful 

night view.  「私は東京ディズニーランドホテルに滞在したい，なぜなら美しい夜景を楽しみた
いから。」
　I want to stay at Urayasu Hotel because I want to buy the tickets early in the morning.
　「私は浦安ホテルに泊まりたい，なぜなら早朝にチケットを買いたいから。」
　I want to stay at Garden Hotel because the price is reasonable and I want to use money 

in Tokyo Disneyland.  「私はガーデンホテルに泊まりたい，なぜなら値段が手ごろでお金は東
京ディズニーランドで使いたいから。」

＜理科解説＞
第一問　（小問集合－各分野の要点）
問1　地球の温暖化の原因は，二酸化炭素が地表からの熱を吸収し放射する温室効果が過剰に起こ
ることである。アはオゾン層の破壊，ウは酸性雨の原因である。また，イは分解されないプラス
チック片を動物が食べるなどの被害がある。
問2　目に入った光は，レンズを通って倒立の実像となり，網膜に映る。そのため，網膜には上下
左右が反対の像が映る。
問3　前線は暖気と寒気がぶつかるところにできる。熱帯低気圧はまわり全部が暖気なので，前線
はできない。なお，熱帯低気圧のうち，最大風速が17.2m/s以上のものが台風であり，ア，ウ，エ

第一問 問1　エ　　問2　エ　　問3　イ　　問4　イ　　問5　オ
第二問 問1　酢酸カーミン溶液［酢酸オルセイン溶液］　　問2　エ　　問3　②　　問4　イ
 問5　600倍　　問6　①，④　　問7　ウ　　問8　②，⑥
第三問 問1　H　　問2　ウ　　問3　①　距離　　②　400　　問4　①　12　　②　13
 問5　ウ　　問6　コロナ
第四問 1　 問1　H2　　問2　350cm3　　問3　500cm3　　問4　中和反応 

問5　HCl＋NaOH→NaCl＋H2O　　問6　200cm3

 2　 問1　A　セキエイ　　B　塩化銅　　C　砂糖　　D　食塩　　E　デンプン 
問2　CO2　　問3　有機物

第五問 問1　4g/cm3　　問2　2000Pa　　問3　50N　　問4　
1
15 m　　問5　6N　　問6　イ

 問7　エとオ

＜理科解答＞

★ワンポイントアドバイス★

読解問題が3題ある。内容把握を中心とした問題となっているが細かい内容を問わ
れる問題もあり丁寧に読み込む必要がある。最終問題には英作文もあるので，全体
の時間配分に十分気をつけよう。
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のような性質がある。
問4　化学かいろは，鉄の酸化による発熱を利用したもので，反応を促進するために活性炭や食塩
が含まれている。アとエは熱を吸収する反応，ウは強い光を出す反応である。
問5　オは，音声信号を含んだ電流が，磁石から力を受けることで，膜などを震えさせ，空気を振
動させて音にする。アやウは電流から光をつくる道具，エは電流をつくる道具で，問題文のはた
らきとは直接関係ない。イはガラスの繊維であり，電流と関係ない。

第二問　（ヒトのからだのしくみ－細胞の観察，だ液のはたらき）
問1　細胞の核を染色し見やすくするため，酢酸カーミン溶液や，酢酸オルセイン溶液を用いる。
酢酸カーミン溶液の方が扱いは簡単だが，酢酸オルセイン溶液の方がきれいに染色できる。
問2　顕微鏡の対物レンズは，レボルバーに何個かつけておき，倍率によってレボルバーを回して
交換する。倍率の高い方が，レンズが長いので，プレパラートとの距離は縮まる。また，倍率を
上げると，視野が狭くなるので，光の量が減り，視野は暗くなる。
問3　まず，顕微鏡は直射日光の当たらない明るい場所に設置し，接眼レンズ，対物レンズの順に
取り付け，低倍率のものを選んでおく（イ）。次に，反射鏡などを操作し，視野を明るくしておく
（ウ）。プレパラートをステージに乗せ（オ），横から見ながら対物レンズとプレパラートを近づけ
る（エ）。最後に接眼レンズをのぞいて，ピントを合わせる（ア）。
問4　顕微鏡で見ると，上下左右が逆に見えるので，図1のように右上に見える物体は，実際には左
下にある。左下から中央に寄せるには，右上（イ）の向きに動かせばよい。
問5　顕微鏡を最善の状態で使用したとき，顕微鏡の倍率は接眼レンズの倍率と対物レンズの倍率
の積になる。本問では，15×40＝600倍である。
問6　だ液の消化酵素は，体温程度の温度で最もよくはたらく。②低温では反応が極めて遅くなる 
が，全く反応しないわけではない。③温度を上げすぎると，酵素のはたらきは失われる。⑤過剰
にはたらくことはない。
問7　ベネジクト液は，もともと青色の水溶液だが，糖に加えて煮沸すると，赤褐色の沈澱が生じ 
る。デンプンには反応しない。
問8　Aにはだ液が含まれているので，デンプンが分解され糖に変わる。デンプンは大きい分子なの
でセロハンを透過できないが，糖はセロハンを透過するので，セロハンの袋の外の②の試験管に
糖が含まれる。よって，②でベネジクト液が反応する。これがだ液のはたらきであることを証明
するには，全く同じことを，だ液なしでおこなう必要があり，その試験管は⑥である。
　　なお，ベネジクト液の反応がおこるのは，糖ができる②④である。また，デンプンが残ってい
てヨウ素液が反応するのは⑦である。他は反応が出ない。

第三問　（地球と太陽系－月の見え方）
問1　深夜0時は，太陽と正反対側なので，図3の地球では左側の位置である。このとき，正面のAに
月があれば真南であり，左側のGに月があれば真東である。図1では南東に月があるので，図3な
らばAとGの間のHの位置である。
問2　図3のAは深夜に南中する満月である。図3のGは真夜中にのぼってきて朝方に南中する下弦の
月である。下弦の月は南中したときに左側が明るい半月である。図1の月は，図3のHの位置にあ
るから，満月と下弦の間の形である。つまり，左半分が明るい半月よりもやや太い形の月である。
問3　太陽の直径は月の直径の約400倍である。しかし，地球から見たとき，太陽までの距離が月ま
での距離の400倍あるために，ほとんど同じ大きさに見える。
問4　満月から満月まで29.5日だから，1年間の満月の回数は，365÷29.5＝12.3…である。最初の満
月の日によって，12回の年と13回の年がある。例えば，1月1日が満月だとすれば，そのあと12回
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の満月があり，合計13回となる。一方，1月1日が満月の翌日だとすれば，満月は12回になる。
問5　金星は太陽の周りをまわる惑星だが，地球よりも内側の軌道を回っているため，地球から見
ると太陽から大きく離れた位置には見えない。真夜中に見えるためには，地球から見て太陽と反
対側に来なければならないが，金星はそのような場所には来ない。
問6　皆既日食は，太陽と地球の間に月が入って，太陽が見えなくなる現象である。このとき，太
陽の周囲の高温のガスの層が見える。この層はコロナとよばれ，温度は100万度以上で，ふだん
は見えない。

第四問　（溶液とその性質－気体の発生，固体の区別）
1.　問1　マグネシウムなどの金属が，塩酸などの強い酸に溶けると，水素が発生する。
問2　グラフを読むと，マグネシウムが0.4gまでは，マグネシウムの質量と発生した気体の質量は比
例する。マグネシウムが0.35gのときは，グラフより350cm3である。
問3　グラフでは，マグネシウムが0.4gまで溶ける。塩酸の濃度を2倍にすると，マグネシウムは0.4g
の2倍の0.8gまで溶ける。よって，0.5gのマグネシウムはすべて溶ける。グラフが直線のまま伸び
ていくと，マグネシウムが0.5gのときは，気体の体積は500cm3となる。

問4　酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液が混ざると，それらの性質を打ち消す反応が起こる。こ
れは中和反応とよばれる。
問5　塩酸に溶けているのは塩化水素という気体である。塩酸を化学反応式にあらわすときは，塩
化水素HClを用いる。水酸化ナトリウムNaOHと中和すると，水H2Oとともに，塩として塩化ナト
リウムNaClができる。
問6　塩酸5cm3と水酸化ナトリウム水溶液5cm3とが中和するので，塩酸が10－5＝5cm3余る。これ
は，最初の実験10cm3の半分なので，マグネシウムが溶ける量も，グラフの半分の0.2gまでである。
よって，発生する気体の体積は200cm3となる。

2.　問1　②で水に溶けなかったA，Eは，デンプンとセキエイである。そのうち，③で加熱して炭
になったEがデンプンで，残ったAはセキエイである。②で水に溶けるB，C，Dのうち，青っぽ
い色をしているBが塩化銅である。また，③で加熱して炭になったCが砂糖で，残ったDは食塩で
ある。
問2・問3　Cの砂糖やEのデンプンは，成分として炭素を持っている有機物である。燃焼すると炭
素が酸化して二酸化炭素が発生する。

第五問　（力・圧力－直方体の物体にかかる力）
問1　直方体の重さは10Nである。質量100gの物体にかかる重さが1Nだから，10Nの直方体の物体の
質量は，100×10＝1000gである。この直方体の体積は，5×5×10＝250cm3である。よって，密度
は，1000g÷250cm3＝4g/cm3である。
問2　直方体が床に接する面積は，0.05m×0.1m＝0.005m2である。直方体の重さが10Nだから，床に
かかる圧力は，10N÷0.005m2＝2000N/m2である。圧力の単位〔Pa〕と〔N/m2〕は同じ意味なので，解
答は2000Paである。
問3　ばねに10Nの直方体の物体を下げると0.2m伸びるから，1m伸ばすのに必要な力x〔N〕は，10：

0.2＝x：1　より，x＝50〔N〕である。
問4　ばねを3等分にすると，伸びも3等分になる。もとのばねに直方体の物体を下げると0.2m伸び

　るから，3等分のばねの場合の伸びは，0.2÷3＝
0.2
3 ＝

1
15〔m〕である。

問5　ばねに10Nの直方体の物体を下げると0.2m伸びるから，図5でばねにかかる力をx〔N〕とすると，
　10：0.2＝x：0.08　より，x＝4〔N〕である。10Nの直方体をつるして，ばねの力が4Nになったのだ
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のような性質がある。
問4　化学かいろは，鉄の酸化による発熱を利用したもので，反応を促進するために活性炭や食塩
が含まれている。アとエは熱を吸収する反応，ウは強い光を出す反応である。
問5　オは，音声信号を含んだ電流が，磁石から力を受けることで，膜などを震えさせ，空気を振
動させて音にする。アやウは電流から光をつくる道具，エは電流をつくる道具で，問題文のはた
らきとは直接関係ない。イはガラスの繊維であり，電流と関係ない。

第二問　（ヒトのからだのしくみ－細胞の観察，だ液のはたらき）
問1　細胞の核を染色し見やすくするため，酢酸カーミン溶液や，酢酸オルセイン溶液を用いる。
酢酸カーミン溶液の方が扱いは簡単だが，酢酸オルセイン溶液の方がきれいに染色できる。
問2　顕微鏡の対物レンズは，レボルバーに何個かつけておき，倍率によってレボルバーを回して
交換する。倍率の高い方が，レンズが長いので，プレパラートとの距離は縮まる。また，倍率を
上げると，視野が狭くなるので，光の量が減り，視野は暗くなる。
問3　まず，顕微鏡は直射日光の当たらない明るい場所に設置し，接眼レンズ，対物レンズの順に
取り付け，低倍率のものを選んでおく（イ）。次に，反射鏡などを操作し，視野を明るくしておく
（ウ）。プレパラートをステージに乗せ（オ），横から見ながら対物レンズとプレパラートを近づけ
る（エ）。最後に接眼レンズをのぞいて，ピントを合わせる（ア）。
問4　顕微鏡で見ると，上下左右が逆に見えるので，図1のように右上に見える物体は，実際には左
下にある。左下から中央に寄せるには，右上（イ）の向きに動かせばよい。
問5　顕微鏡を最善の状態で使用したとき，顕微鏡の倍率は接眼レンズの倍率と対物レンズの倍率
の積になる。本問では，15×40＝600倍である。
問6　だ液の消化酵素は，体温程度の温度で最もよくはたらく。②低温では反応が極めて遅くなる 
が，全く反応しないわけではない。③温度を上げすぎると，酵素のはたらきは失われる。⑤過剰
にはたらくことはない。
問7　ベネジクト液は，もともと青色の水溶液だが，糖に加えて煮沸すると，赤褐色の沈澱が生じ 
る。デンプンには反応しない。
問8　Aにはだ液が含まれているので，デンプンが分解され糖に変わる。デンプンは大きい分子なの
でセロハンを透過できないが，糖はセロハンを透過するので，セロハンの袋の外の②の試験管に
糖が含まれる。よって，②でベネジクト液が反応する。これがだ液のはたらきであることを証明
するには，全く同じことを，だ液なしでおこなう必要があり，その試験管は⑥である。
　　なお，ベネジクト液の反応がおこるのは，糖ができる②④である。また，デンプンが残ってい
てヨウ素液が反応するのは⑦である。他は反応が出ない。

第三問　（地球と太陽系－月の見え方）
問1　深夜0時は，太陽と正反対側なので，図3の地球では左側の位置である。このとき，正面のAに
月があれば真南であり，左側のGに月があれば真東である。図1では南東に月があるので，図3な
らばAとGの間のHの位置である。
問2　図3のAは深夜に南中する満月である。図3のGは真夜中にのぼってきて朝方に南中する下弦の
月である。下弦の月は南中したときに左側が明るい半月である。図1の月は，図3のHの位置にあ
るから，満月と下弦の間の形である。つまり，左半分が明るい半月よりもやや太い形の月である。
問3　太陽の直径は月の直径の約400倍である。しかし，地球から見たとき，太陽までの距離が月ま
での距離の400倍あるために，ほとんど同じ大きさに見える。
問4　満月から満月まで29.5日だから，1年間の満月の回数は，365÷29.5＝12.3…である。最初の満
月の日によって，12回の年と13回の年がある。例えば，1月1日が満月だとすれば，そのあと12回
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の満月があり，合計13回となる。一方，1月1日が満月の翌日だとすれば，満月は12回になる。
問5　金星は太陽の周りをまわる惑星だが，地球よりも内側の軌道を回っているため，地球から見
ると太陽から大きく離れた位置には見えない。真夜中に見えるためには，地球から見て太陽と反
対側に来なければならないが，金星はそのような場所には来ない。
問6　皆既日食は，太陽と地球の間に月が入って，太陽が見えなくなる現象である。このとき，太
陽の周囲の高温のガスの層が見える。この層はコロナとよばれ，温度は100万度以上で，ふだん
は見えない。

第四問　（溶液とその性質－気体の発生，固体の区別）
1.　問1　マグネシウムなどの金属が，塩酸などの強い酸に溶けると，水素が発生する。
問2　グラフを読むと，マグネシウムが0.4gまでは，マグネシウムの質量と発生した気体の質量は比
例する。マグネシウムが0.35gのときは，グラフより350cm3である。
問3　グラフでは，マグネシウムが0.4gまで溶ける。塩酸の濃度を2倍にすると，マグネシウムは0.4g
の2倍の0.8gまで溶ける。よって，0.5gのマグネシウムはすべて溶ける。グラフが直線のまま伸び
ていくと，マグネシウムが0.5gのときは，気体の体積は500cm3となる。

問4　酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液が混ざると，それらの性質を打ち消す反応が起こる。こ
れは中和反応とよばれる。
問5　塩酸に溶けているのは塩化水素という気体である。塩酸を化学反応式にあらわすときは，塩
化水素HClを用いる。水酸化ナトリウムNaOHと中和すると，水H2Oとともに，塩として塩化ナト
リウムNaClができる。
問6　塩酸5cm3と水酸化ナトリウム水溶液5cm3とが中和するので，塩酸が10－5＝5cm3余る。これ
は，最初の実験10cm3の半分なので，マグネシウムが溶ける量も，グラフの半分の0.2gまでである。
よって，発生する気体の体積は200cm3となる。

2.　問1　②で水に溶けなかったA，Eは，デンプンとセキエイである。そのうち，③で加熱して炭
になったEがデンプンで，残ったAはセキエイである。②で水に溶けるB，C，Dのうち，青っぽ
い色をしているBが塩化銅である。また，③で加熱して炭になったCが砂糖で，残ったDは食塩で
ある。
問2・問3　Cの砂糖やEのデンプンは，成分として炭素を持っている有機物である。燃焼すると炭
素が酸化して二酸化炭素が発生する。

第五問　（力・圧力－直方体の物体にかかる力）
問1　直方体の重さは10Nである。質量100gの物体にかかる重さが1Nだから，10Nの直方体の物体の
質量は，100×10＝1000gである。この直方体の体積は，5×5×10＝250cm3である。よって，密度
は，1000g÷250cm3＝4g/cm3である。
問2　直方体が床に接する面積は，0.05m×0.1m＝0.005m2である。直方体の重さが10Nだから，床に
かかる圧力は，10N÷0.005m2＝2000N/m2である。圧力の単位〔Pa〕と〔N/m2〕は同じ意味なので，解
答は2000Paである。
問3　ばねに10Nの直方体の物体を下げると0.2m伸びるから，1m伸ばすのに必要な力x〔N〕は，10：

0.2＝x：1　より，x＝50〔N〕である。
問4　ばねを3等分にすると，伸びも3等分になる。もとのばねに直方体の物体を下げると0.2m伸び

　るから，3等分のばねの場合の伸びは，0.2÷3＝
0.2
3 ＝

1
15〔m〕である。

問5　ばねに10Nの直方体の物体を下げると0.2m伸びるから，図5でばねにかかる力をx〔N〕とすると，
　10：0.2＝x：0.08　より，x＝4〔N〕である。10Nの直方体をつるして，ばねの力が4Nになったのだ
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から，浮力は10－4で6Nである。
問6　（1）と（2）では，（2）の方が浮力が大きいので，（1）の方が糸の持つ力が強い。よって，台はか
りの示す値は（1）＜（2）である。（3）と（4）では，糸がなく，水とビーカーの物体も重さがすべて台
はかりにかかるので，台はかりの示す値は（3）＝（4）であり，これらは（2）よりも大きい。
問7　浮力は，物体が押しのけた液体の重さに等しいので，「浮力＝液体の密度×物体の体積」とい
うことになる。水中での深さや物体の形，向きには関係がない。

＜社会解説＞
第一問　（地理－日本の国土と自然，公害，地形図，日本の工業，中国，アメリカ合衆国）
問1　（1）　別府温泉や湯布院は大分県に位置している。〔地図1〕のアは福岡県，イが大分県，ウは
宮崎県，エは鹿児島県を示している。　（2）　Aの県は熊本県を示している。熊本県にある火山の
爆発や噴火による陥没によってできた大きなくぼ地はカルデラという。熊本県にある大規模なカ
ルデラをもつ火山には阿蘇山がある。　（3）　熊本県で発生した，有機水銀が原因の公害病は水
俣病である。　（4）　日本海側を北上する暖流はエの対馬海流。アのリマン海流は日本海側を南
下する寒流，イの親潮（千島海流）は太平洋側を南下する寒流，ウの黒潮（日本海流）は太平洋側を
北上する暖流。　（5）　台風によって引き起こされる自然災害には，洪水や土砂崩れのほかに高
潮や風害などもあるので，ウが適当。アの冷害は気温が平年よりも低い日が続くことで発生する
自然災害。イの火砕流は火山の噴火によって発生する自然災害。エの液状化現象は地震によって
発生する自然災害。
問2　（1）　製造品出荷額が最も多いアは中京工業地帯，化学工業の割合が非常に高いイは京葉工業
地域，金属工業の割合が4つの工業地帯・工業地域の中で最も高いウが阪神工業地帯と判断でき 

第一問 問1　（1）　記号　イ　　県名　大分（県）　　（2）　カルデラ　　（3）　水俣病
 （4）　エ　　（5）　ウ　　問2　（1）　ウ　　（2）　イ　　問3　（1）　25000（分の1）
 （2）　エ　　問4　（1）　イ　　（2）　イ　　（3）　イ　　（4）　一人っ子政策
 問5　（1）　1（月）9（日）23（時）［1（月）9（日）午後11（時）］　　（2）　ア　　（3）　イ
 （4）　環太平洋（造山帯）
第二問 問1　（1）　文明開化　　（2）　廃藩置県　　（3）　ウ　　問2　（1）　密教　　（2）　イ
 問3　（1）　征夷大将軍　　（2）　エ　　問4　（1）　島原・天草一揆　　（2）　宗門改め
 問5　イ　　問6　エ　　問7　（1）　松平定信　　（2）　ア　　（3）　ウ
 問8　（1）　イ　　（2）　サミット　　問9　ア
第三問 問1　持続可能（な社会）　　問2　イ　　問3　イ　　問4　エ　　問5　エ　　問6　イ
 問7　ア　　問8　ア　　問9　イ　　問10　ODA　　問11　生存権　　問12　オ
 問13　エ　　問14　ブラジル　　問15　NAFTA　　問16　エ

＜社会解答＞

★ワンポイントアドバイス★

各分野の要点は，読むだけ，覚えるだけではなく，どんどん問題を解いて慣れてい
くまで学習しよう。
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る。エは瀬戸内工業地域となる。　（2）　経線Cは兵庫県明石市などを通っているので東経135度
線と判断できる。東経135度線はオーストラリア大陸の中央部を通っているので，イが正しい。
問3　（1）　地形図の等高線は10ｍごとに引かれていることから，縮尺は2万5000分の1と判断できる。 
（2）　仁寿山周辺では針葉樹林（ ），広葉樹林（ ）の地図記号がみられるが，果樹園（ ）の地図
記号はみられないので，アは誤り。なお， の地図記号は電波塔を示している。海岸部のうち，
「小赤壁」は自然の海岸なので，イも誤り。「しらはまのみや」駅の北東には老人ホーム（ ）の地
図記号などはみられるが，博物館（ ）の地図記号はみられないので，ウも誤り。「姫路バイパス」
を走り，「姫路JCT」から北上すると，左手（西側）に「鉄工団地」がみられるので，エが正しい。
問4　（1）　中国の農牧業の特色は，降水量が比較的多い南部では稲作が，降水量が比較的少ない北
部では畑作が，乾燥している内陸部では牧畜が盛んなので，イが正しい。　（2）　シャンハは温
暖湿潤気候なので，イがあてはまる。アはパオトウ，ウはホンコン，エはラサを示している。　
（3）　経済特区は内陸部ではなく沿岸部に設けられたので，イが誤っている。　（4）　中国で人口
抑制のためにかつてとられていた政策は，一人っ子政策である。
問5　（1）　日本とニューヨークの時差は，（東経135度＋西経75度）÷15＝14時間となる。日本のほ
うが日付変更線から西に進むと近いことから時刻が進んでおり，日本が1月10日午後1時のときは，
ニューヨークは14時間前の1月9日午後11時（23時）となる。　（2）　日本からニューヨークへの最
短距離となる航路は，アラスカを通ることからアと判断できる。　（3）　アラスカやカナダのほ
とんどは，緯度が高いことから冷帯（亜寒帯）や寒帯となっている。フロリダ半島南部やユカタン
半島，西インド諸島などは緯度が低いことから，熱帯と考えられる。アメリカ合衆国の東部には
雨の多い湿潤地域の温帯が広がっている。　（4）　アンデス山脈やロッキー山脈は，環太平洋造
山帯の一部である。

第二問　（日本の地理，歴史－人口，古代～現代）
問1　（1）　明治時代となってからの，西洋化が進んだ風潮を，文明開化という。　（2）　明治維新
後の1871年に，藩を廃止して県を置く廃藩置県が行われた。現在の岩手県南部と宮城県北部を管
轄する「登米県」の県庁舎として1871年に着工された建物は，1872年に「水沢県庁舎」として開
庁している。　（3）　国民学校は1941年に小学校を改称したものなので，アは誤り。1872年に学
制が公布されても，就学率はすぐには高くなっていないので，イも正しくない。1890年に発布さ
れた教育勅語では，天皇への「忠」や親への「孝」が示されており，ウが正しい。1947年に制定
された教育基本法では，民主主義の教育の基本が示されているが，個性の尊重が目指されたわけ
ではないので，エも正しくない。
問2　（1）　最澄や空海がもたらした，山奥での修行や学問を重視した仏教は，密教という。
　（2）　空海は，高野山に金剛峯寺を開いているので，イが正しい。アの興福寺は藤原氏の氏寺で，
ウの法隆寺は聖徳太子が建立しており，エの延暦寺は最長が建立している。
問3　（1）　坂上田村麻呂は，征夷大将軍に任じられた。　（2）　アの遣唐使の派遣が停止されたの
は9世紀末の894年，イの大宝律令が作られたのは8世紀初頭の701年，ウの中央政府に対して公然
とはむかう武士の反乱には10世紀前半の平将門の乱や藤原純友の乱などがあり，エの国司に対す
る監督をきびしくするためには8世紀末の797年に勘解由使が置かれている。よって，8世紀後半
について述べた出来事として正しいのはエとなる。
問4　（1）　1637年に九州で起きた大規模な一揆は，島原・天草一揆である。　（2）　島原・天草一
揆の後にキリスト教禁止を徹底するために行われるようになった，領民が仏教徒であることを確
認し記録することを，宗門改めという。
問5　室町幕府3代将軍足利義満は能を大成した観阿弥・世阿弥父子を保護しており，aは正しい。
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から，浮力は10－4で6Nである。
問6　（1）と（2）では，（2）の方が浮力が大きいので，（1）の方が糸の持つ力が強い。よって，台はか
りの示す値は（1）＜（2）である。（3）と（4）では，糸がなく，水とビーカーの物体も重さがすべて台
はかりにかかるので，台はかりの示す値は（3）＝（4）であり，これらは（2）よりも大きい。
問7　浮力は，物体が押しのけた液体の重さに等しいので，「浮力＝液体の密度×物体の体積」とい
うことになる。水中での深さや物体の形，向きには関係がない。

＜社会解説＞
第一問　（地理－日本の国土と自然，公害，地形図，日本の工業，中国，アメリカ合衆国）
問1　（1）　別府温泉や湯布院は大分県に位置している。〔地図1〕のアは福岡県，イが大分県，ウは
宮崎県，エは鹿児島県を示している。　（2）　Aの県は熊本県を示している。熊本県にある火山の
爆発や噴火による陥没によってできた大きなくぼ地はカルデラという。熊本県にある大規模なカ
ルデラをもつ火山には阿蘇山がある。　（3）　熊本県で発生した，有機水銀が原因の公害病は水
俣病である。　（4）　日本海側を北上する暖流はエの対馬海流。アのリマン海流は日本海側を南
下する寒流，イの親潮（千島海流）は太平洋側を南下する寒流，ウの黒潮（日本海流）は太平洋側を
北上する暖流。　（5）　台風によって引き起こされる自然災害には，洪水や土砂崩れのほかに高
潮や風害などもあるので，ウが適当。アの冷害は気温が平年よりも低い日が続くことで発生する
自然災害。イの火砕流は火山の噴火によって発生する自然災害。エの液状化現象は地震によって
発生する自然災害。
問2　（1）　製造品出荷額が最も多いアは中京工業地帯，化学工業の割合が非常に高いイは京葉工業
地域，金属工業の割合が4つの工業地帯・工業地域の中で最も高いウが阪神工業地帯と判断でき 
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る。エは瀬戸内工業地域となる。　（2）　経線Cは兵庫県明石市などを通っているので東経135度
線と判断できる。東経135度線はオーストラリア大陸の中央部を通っているので，イが正しい。
問3　（1）　地形図の等高線は10ｍごとに引かれていることから，縮尺は2万5000分の1と判断できる。 
（2）　仁寿山周辺では針葉樹林（ ），広葉樹林（ ）の地図記号がみられるが，果樹園（ ）の地図
記号はみられないので，アは誤り。なお， の地図記号は電波塔を示している。海岸部のうち，
「小赤壁」は自然の海岸なので，イも誤り。「しらはまのみや」駅の北東には老人ホーム（ ）の地
図記号などはみられるが，博物館（ ）の地図記号はみられないので，ウも誤り。「姫路バイパス」
を走り，「姫路JCT」から北上すると，左手（西側）に「鉄工団地」がみられるので，エが正しい。
問4　（1）　中国の農牧業の特色は，降水量が比較的多い南部では稲作が，降水量が比較的少ない北
部では畑作が，乾燥している内陸部では牧畜が盛んなので，イが正しい。　（2）　シャンハは温
暖湿潤気候なので，イがあてはまる。アはパオトウ，ウはホンコン，エはラサを示している。　
（3）　経済特区は内陸部ではなく沿岸部に設けられたので，イが誤っている。　（4）　中国で人口
抑制のためにかつてとられていた政策は，一人っ子政策である。
問5　（1）　日本とニューヨークの時差は，（東経135度＋西経75度）÷15＝14時間となる。日本のほ
うが日付変更線から西に進むと近いことから時刻が進んでおり，日本が1月10日午後1時のときは，
ニューヨークは14時間前の1月9日午後11時（23時）となる。　（2）　日本からニューヨークへの最
短距離となる航路は，アラスカを通ることからアと判断できる。　（3）　アラスカやカナダのほ
とんどは，緯度が高いことから冷帯（亜寒帯）や寒帯となっている。フロリダ半島南部やユカタン
半島，西インド諸島などは緯度が低いことから，熱帯と考えられる。アメリカ合衆国の東部には
雨の多い湿潤地域の温帯が広がっている。　（4）　アンデス山脈やロッキー山脈は，環太平洋造
山帯の一部である。
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問1　（1）　明治時代となってからの，西洋化が進んだ風潮を，文明開化という。　（2）　明治維新
後の1871年に，藩を廃止して県を置く廃藩置県が行われた。現在の岩手県南部と宮城県北部を管
轄する「登米県」の県庁舎として1871年に着工された建物は，1872年に「水沢県庁舎」として開
庁している。　（3）　国民学校は1941年に小学校を改称したものなので，アは誤り。1872年に学
制が公布されても，就学率はすぐには高くなっていないので，イも正しくない。1890年に発布さ
れた教育勅語では，天皇への「忠」や親への「孝」が示されており，ウが正しい。1947年に制定
された教育基本法では，民主主義の教育の基本が示されているが，個性の尊重が目指されたわけ
ではないので，エも正しくない。
問2　（1）　最澄や空海がもたらした，山奥での修行や学問を重視した仏教は，密教という。
　（2）　空海は，高野山に金剛峯寺を開いているので，イが正しい。アの興福寺は藤原氏の氏寺で，
ウの法隆寺は聖徳太子が建立しており，エの延暦寺は最長が建立している。
問3　（1）　坂上田村麻呂は，征夷大将軍に任じられた。　（2）　アの遣唐使の派遣が停止されたの
は9世紀末の894年，イの大宝律令が作られたのは8世紀初頭の701年，ウの中央政府に対して公然
とはむかう武士の反乱には10世紀前半の平将門の乱や藤原純友の乱などがあり，エの国司に対す
る監督をきびしくするためには8世紀末の797年に勘解由使が置かれている。よって，8世紀後半
について述べた出来事として正しいのはエとなる。
問4　（1）　1637年に九州で起きた大規模な一揆は，島原・天草一揆である。　（2）　島原・天草一
揆の後にキリスト教禁止を徹底するために行われるようになった，領民が仏教徒であることを確
認し記録することを，宗門改めという。
問5　室町幕府3代将軍足利義満は能を大成した観阿弥・世阿弥父子を保護しており，aは正しい。
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銀閣は室町幕府8代将軍足利義政が建立しており，bは誤り。よって，イの組み合わせが正しい。
問6　Ⅰの米と麦などの二毛作が西日本を中心に広がったのは鎌倉時代，Ⅱの農作を神にいのる祭
りの道具として青銅器が使われたのは弥生時代，ウの干鰯や油かすなどの肥料が使われるように
なるのは江戸時代。よって，年代の古い順に並べるとⅡ→Ⅰ→Ⅲとなり，エが正しい。
問7　（1）　江戸時代に寛政の改革を行った老中は松平定信。　（2）　松平定信は寛政の改革におい
て，幕府の学問所では朱子学以外の学問を教えることを禁じる寛政異学の禁を行っており，アが
寛政の改革の内容として正しい。寛政の改革では，そのほかにも各地の倉に米をたくわえさせる
囲米の制や，旗本や御家人が札差からしていた借金を帳消しにする棄捐令が出されるなどしてい
る。イは田沼意次の政治の内容，ウは江戸幕府8代将軍徳川吉宗が行った享保の改革の内容， 
エは老中水野忠邦が行った天保の改革の内容。　（3）　アのアヘン戦争は19世紀前半の1840年に
起こっており，イの名誉革命は17世紀後半の1688年に怒っており，ウのフランス革命が18世紀後
半の1789年に起こっており，エのインド大反乱は19世紀後半の1857年に始まっている。
問8　（1）　1970年代には，1973年の第一次石油危機と1979年の第二次石油危機の2度の石油危機が
起こっている。また，1980年代には日本とアメリカの間では深刻な貿易摩擦が起こっている。よ
って，イが正しい。　（2）　先進国首脳会議は，サミットとも呼ばれている。
問9　資料1より，第1次産業にあてはまるのは農林水産業なので，農業（5.7％）と林業（0.1％）で構成
比はあわせて5.8％， 第2次産業は製造業（12.0％），鉱業（0.3％），建設業（13.9％）で構成比はあわ
せて26.2％，第3次産業は第1次産業・第2次産業以外の産業なので，構成比は68.0％となる。よっ
て，第3次産業の構成比は第1次産業を大きく上回っていることがわかり，aは正しい。また，第
2次産業の構成比は26.2％であり，bは誤りとわかる。資料2より，平成23年は西暦では2011年で，
3月11日に東日本大震災が発生していること，登米市は内陸に位置していることから東日本大震 
災で被災した人が沿岸部から転入したと考えられるので，cは適当。資料2の「人口増減」をみる 
と，平成21年から平成26年まで常に△がついており，人口は減少が続いていることがわかり，
dは誤り。

第三問　（公民－基本的人権，選挙，地方自治，経済生活，日本経済，国際政治）
問1　将来の世代の幸福と現在の世代の幸福とが両立できる社会を，「持続可能な社会」という。
問2　リサイクルとは，資源などを再生利用することであり，ペットボトルや紙類などを回収して
再資源化することがあてはまるので，イが適当。リデュースとはゴミの減量，リユースとは再使
用することなので，アとウはリユース，エはリデュースにあてはまる。
問3　日本において原子力発電は1960年代に入ってから始まっており，アは誤り。1960年代にはエ
ネルギーの中心が石炭から石油に転換するエネルギー革命が始まっており，イが正しい。水力発
電は1970年代後半以降，エネルギー供給に占める割合は低いままであったので，ウも誤り。京都
議定書は温室効果ガスの削減を求めるものなので，エも誤り。
問4　国際司法裁判所で裁判を行うためには，紛争当事国の同意が必要なので，エが適当。
問5　企業や団体からの政治家に対する献金による資金は政治資金と呼ばれるので，これを規制す
る法律はエの政治資金規正法と考えられる。
問6　日本で実施される選挙では一般に，20代など若者世代の投票率は低いので，アは誤り。社会
保障など将来に関わる議論には若者にとっても重要な内容であることから，イが適当と判断でき
る。日本では2017年2月時点では成人は満20歳以上とされているので，ウは誤り。日本では義務
教育は小・中学校なので一般に15歳で修了するので，エは誤り。
問7　ドント式では，各政党の得票数を整数で割っていき，商が大きいものから順に議席を配分す 
る。定数5の場合，A党は5000÷1＝5000，5000÷2＝2500，5000÷3≒1667，…となり，B党は
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10000÷1＝10000，10000÷2＝5000，10000÷3≒3333，…となり，C党は8000÷1＝8000，8000÷
2＝4000，8000÷3≒2667，…となり，D党は3000÷1＝3000，3000÷2＝1500，3000÷3＝1000，…
となる。商が大きいものから順に5つに議席を配分すると，B党（10000），C党（8000），A党（5000），
B党（5000），C党（4000）となり，A党は1議席，B党は2議席，C党は2議席，D党は0議席となり，
アが正しい。
問8　米軍普天間飛行場の移設についての日米両政府の合意は，普天間飛行場を沖縄県内にある名
護市辺野古へ移設するというものなので，アが正しい。
問9　地方自治体は議会が条例を制定することはできるが法律を制定することはできない。よって，
地方公共団体が情報公開法を整備するという内容のイが誤っていると判断できる。地方自治体の
中には，情報公開条例を整備するところも増えている。
問10　主に政府によって発展途上国などの経済発展や福祉向上のために行われる技術援助や資金援
助はODA（政府開発援助）という。
問11　日本国憲法第25条は第1項で「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
有する。」として生存権について規定している。
問12　Aについて，政府は企業に対して補助金などを出す。Bについて，政府は家計に対して社会
保障を提供する。Cについて，企業は家計に対してサービスを提供する。よって，オが正しい。
問13　グラフからは，消費税は所得税や法人税に比べて税収が安定していることがわかるので，A
には「消費税」があてはまる。消費税には所得が低いほど所得に占める税負担が重くなる逆進性
があるので，Bには「逆進性」があてはまる。消費税は間接税であり，相続税は直接税なので，
Cには直接税である「所得税」があてはまると判断できます。消費税よりも所得税や相続税など
で増税した方が「公平」であるという意見もあるので，Dには「公平」があてはまる。よって，
エが適当な組み合わせとなる。
問14　日系人が多く暮らしており，1990年代に日本で暮らす人が増えた A はブラジルと判断で
きる。
問15　アメリカ合衆国，カナダ，メキシコによる「北米自由貿易協定」の略称はNAFTAである。
問16　たくさんの商品をまとめて仕入れることができるのは，多くの店舗がある「フランチャイズ 
店」であり，個人商店には難しいことなので，Aには「フランチャイズ店」があてはまる。コン
ピューターの使用はICTの発達に含まれるので，Bには「ICT」があてはまる。FAOは国連食糧農 
業機関の略称。コンビニ店ではPOSシステム（販売時点情報管理）が発達しているので，Cには
「POS」があてはまる。EPAは経済連携協定の略称。小売業者が独自のブランドで販売する商品を
プライベートブランドといい，メーカーが商品につけたブランドはナショナルブランドというの
で，Dには「プライベートブランド」があてはまる。よって，エが正しい組み合わせとなる。

★ワンポイントアドバイス★

地理・歴史・公民のいずれの分野も，教科書の内容を細かな部分までおさえておこ 
う。
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銀閣は室町幕府8代将軍足利義政が建立しており，bは誤り。よって，イの組み合わせが正しい。
問6　Ⅰの米と麦などの二毛作が西日本を中心に広がったのは鎌倉時代，Ⅱの農作を神にいのる祭
りの道具として青銅器が使われたのは弥生時代，ウの干鰯や油かすなどの肥料が使われるように
なるのは江戸時代。よって，年代の古い順に並べるとⅡ→Ⅰ→Ⅲとなり，エが正しい。
問7　（1）　江戸時代に寛政の改革を行った老中は松平定信。　（2）　松平定信は寛政の改革におい
て，幕府の学問所では朱子学以外の学問を教えることを禁じる寛政異学の禁を行っており，アが
寛政の改革の内容として正しい。寛政の改革では，そのほかにも各地の倉に米をたくわえさせる
囲米の制や，旗本や御家人が札差からしていた借金を帳消しにする棄捐令が出されるなどしてい
る。イは田沼意次の政治の内容，ウは江戸幕府8代将軍徳川吉宗が行った享保の改革の内容， 
エは老中水野忠邦が行った天保の改革の内容。　（3）　アのアヘン戦争は19世紀前半の1840年に
起こっており，イの名誉革命は17世紀後半の1688年に怒っており，ウのフランス革命が18世紀後
半の1789年に起こっており，エのインド大反乱は19世紀後半の1857年に始まっている。
問8　（1）　1970年代には，1973年の第一次石油危機と1979年の第二次石油危機の2度の石油危機が
起こっている。また，1980年代には日本とアメリカの間では深刻な貿易摩擦が起こっている。よ
って，イが正しい。　（2）　先進国首脳会議は，サミットとも呼ばれている。
問9　資料1より，第1次産業にあてはまるのは農林水産業なので，農業（5.7％）と林業（0.1％）で構成
比はあわせて5.8％， 第2次産業は製造業（12.0％），鉱業（0.3％），建設業（13.9％）で構成比はあわ
せて26.2％，第3次産業は第1次産業・第2次産業以外の産業なので，構成比は68.0％となる。よっ
て，第3次産業の構成比は第1次産業を大きく上回っていることがわかり，aは正しい。また，第
2次産業の構成比は26.2％であり，bは誤りとわかる。資料2より，平成23年は西暦では2011年で，
3月11日に東日本大震災が発生していること，登米市は内陸に位置していることから東日本大震 
災で被災した人が沿岸部から転入したと考えられるので，cは適当。資料2の「人口増減」をみる 
と，平成21年から平成26年まで常に△がついており，人口は減少が続いていることがわかり，
dは誤り。

第三問　（公民－基本的人権，選挙，地方自治，経済生活，日本経済，国際政治）
問1　将来の世代の幸福と現在の世代の幸福とが両立できる社会を，「持続可能な社会」という。
問2　リサイクルとは，資源などを再生利用することであり，ペットボトルや紙類などを回収して
再資源化することがあてはまるので，イが適当。リデュースとはゴミの減量，リユースとは再使
用することなので，アとウはリユース，エはリデュースにあてはまる。
問3　日本において原子力発電は1960年代に入ってから始まっており，アは誤り。1960年代にはエ
ネルギーの中心が石炭から石油に転換するエネルギー革命が始まっており，イが正しい。水力発
電は1970年代後半以降，エネルギー供給に占める割合は低いままであったので，ウも誤り。京都
議定書は温室効果ガスの削減を求めるものなので，エも誤り。
問4　国際司法裁判所で裁判を行うためには，紛争当事国の同意が必要なので，エが適当。
問5　企業や団体からの政治家に対する献金による資金は政治資金と呼ばれるので，これを規制す
る法律はエの政治資金規正法と考えられる。
問6　日本で実施される選挙では一般に，20代など若者世代の投票率は低いので，アは誤り。社会
保障など将来に関わる議論には若者にとっても重要な内容であることから，イが適当と判断でき
る。日本では2017年2月時点では成人は満20歳以上とされているので，ウは誤り。日本では義務
教育は小・中学校なので一般に15歳で修了するので，エは誤り。
問7　ドント式では，各政党の得票数を整数で割っていき，商が大きいものから順に議席を配分す 
る。定数5の場合，A党は5000÷1＝5000，5000÷2＝2500，5000÷3≒1667，…となり，B党は
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10000÷1＝10000，10000÷2＝5000，10000÷3≒3333，…となり，C党は8000÷1＝8000，8000÷
2＝4000，8000÷3≒2667，…となり，D党は3000÷1＝3000，3000÷2＝1500，3000÷3＝1000，…
となる。商が大きいものから順に5つに議席を配分すると，B党（10000），C党（8000），A党（5000），
B党（5000），C党（4000）となり，A党は1議席，B党は2議席，C党は2議席，D党は0議席となり，
アが正しい。
問8　米軍普天間飛行場の移設についての日米両政府の合意は，普天間飛行場を沖縄県内にある名
護市辺野古へ移設するというものなので，アが正しい。
問9　地方自治体は議会が条例を制定することはできるが法律を制定することはできない。よって，
地方公共団体が情報公開法を整備するという内容のイが誤っていると判断できる。地方自治体の
中には，情報公開条例を整備するところも増えている。
問10　主に政府によって発展途上国などの経済発展や福祉向上のために行われる技術援助や資金援
助はODA（政府開発援助）という。
問11　日本国憲法第25条は第1項で「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
有する。」として生存権について規定している。
問12　Aについて，政府は企業に対して補助金などを出す。Bについて，政府は家計に対して社会
保障を提供する。Cについて，企業は家計に対してサービスを提供する。よって，オが正しい。
問13　グラフからは，消費税は所得税や法人税に比べて税収が安定していることがわかるので，A
には「消費税」があてはまる。消費税には所得が低いほど所得に占める税負担が重くなる逆進性
があるので，Bには「逆進性」があてはまる。消費税は間接税であり，相続税は直接税なので，
Cには直接税である「所得税」があてはまると判断できます。消費税よりも所得税や相続税など
で増税した方が「公平」であるという意見もあるので，Dには「公平」があてはまる。よって，
エが適当な組み合わせとなる。
問14　日系人が多く暮らしており，1990年代に日本で暮らす人が増えた A はブラジルと判断で
きる。
問15　アメリカ合衆国，カナダ，メキシコによる「北米自由貿易協定」の略称はNAFTAである。
問16　たくさんの商品をまとめて仕入れることができるのは，多くの店舗がある「フランチャイズ 
店」であり，個人商店には難しいことなので，Aには「フランチャイズ店」があてはまる。コン
ピューターの使用はICTの発達に含まれるので，Bには「ICT」があてはまる。FAOは国連食糧農 
業機関の略称。コンビニ店ではPOSシステム（販売時点情報管理）が発達しているので，Cには
「POS」があてはまる。EPAは経済連携協定の略称。小売業者が独自のブランドで販売する商品を
プライベートブランドといい，メーカーが商品につけたブランドはナショナルブランドというの
で，Dには「プライベートブランド」があてはまる。よって，エが正しい組み合わせとなる。

★ワンポイントアドバイス★

地理・歴史・公民のいずれの分野も，教科書の内容を細かな部分までおさえておこ 
う。
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＜国語解説＞
第一問　（随筆文－大意・要旨，情景・心情，内容吟味，文脈把握，脱語補充）
問一　Xは，叔母の家に下宿をしている私が，お金を落としたという「女の人」＝彼女のために叔
母にお金を借りて彼女に貸してやろうと思い，叔母の家まで彼女を連れてきたところ，彼女が門
から中に入らないことに対して私が思ったことである。最初はサギかもしれないという思いと違
うかもしれないという両方の思いがあったが，故郷が同じ静岡だとわかると，私は彼女を「たち
まち信じ」て彼女をまったく疑わなくなったので，Xでも中に入らないのは「遠慮」をしている
と思ったのである。
問二　冒頭で述べられているように，私はサギにかかって女の人にだまされ，本文はその詳細が述
べられた内容になっている。A直後から，女の人はお金が必要な事情だけでなく，私に色々と質
問をするうちに，私は彼女を信じるようになっていることから，Aのように話して私に疑われな
いようにしてうまくだまそうとしているので，③が適当である。彼女の話は私に信用してもらい，
だますために私に話を合わせているだけなので，①は適当ではない。②，④も述べられていない
ので適当ではない。
問三　BからC少し後までの私の心情を整理すると，B＝お金を落としたという女の人に同情して東
京駅までの電車賃だけを貸そうと思った→故郷が同じことがわかると彼女をたちまち信じて，叔
母にお金を借りて彼女に貸してやろうと思った→私が美術大学にいると聞いた彼女はゴッホが好
きだと言ったため，さらに彼女を信じた→叔母の家につくと，叔母は彼女を怪しいと言うが，彼
女をすっかり信じた私は生活費の二千円まで貸す気になっている，という流れになる。電車賃だ
け貸すつもりが，故郷や同じことや美術の話などをきっかけにして二千円を貸す気になった私の
彼女に対する心情の変化を具体的に説明していく。
問四　Dは，お金を落とした彼女にお金を貸そうとする私に，彼女のことを「怪しい」と言う叔母
に対して，彼女を信じて「だいじょうぶだよ」と私が叔母に言っているという場面である。彼女
を「怪しい」と言う叔母に「だいじょうぶだよ」と言って叔母の考えを否定しているので，②が

第一問  問一　②　　問二　③　　問三　（例）　「女のひと」に同情し駅までの電車賃だけ貸そ 
うとする気持ちだったが，同郷であることや共通する話題を持っていることを知り，
二千円を貸そうという気になっている。　　問四　②　　問五　①

 問六　（例）　自分と多くの共通点があることから親近感を感じていた。
 問七　私は自分が　　問八　①
第二問  問一　（1）　②　　（2）　②　　（3）　②　　問二　③　　問三　（例）　（短所）　（あま

りに多いと）書き手の解釈の押し付けのような印象を与える　　（長所）　読み手の負担 
を減らすことができる　　問四　①　　問五　（例）　優勝（または三位以内）を狙って
いたけれども，それがかなわなくて残念だ。（35字）［上位入賞をめざし努力したが，期
待通りの結果にならず残念だ。（29字）］　　問六　そういうわけで［そのために］

 問七　①・④
第三問 1　木陰　　2　煙突　　3　濁（る）　　4　歓迎　　5　収拾　　6　しせい
 7　しずく　　8　ばっすい　　9　しにせ　　10　おおどおり
第四問 問一　②　　問二　①　　問三　④　　問四　④　　問五　②
第五問 問一　こそ　　問二　のたもう［のたまう］　　問三　①　　問四　②

＜国語解答＞
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適当である。他の選択肢は叔母の考えに同調したり，信頼したりしているので，いずれも適当で
はない。
問五　E少し後「彼女の意識の」から続く2文で，駅まで送ってくれた私に振り返ることもなかった
彼女の背中に，彼女の意識の中では私は不必要なものになっていることをありありと表していた
ことを，私が感じたことが述べられている。本当に困っていたのであれば，お金を貸してもらい，
駅まで送ってくれた私に感謝したり恐縮したりするはずであるが，E直後にあるように，彼女の
口数が少なくなりイライラしている様子が見えているのは，だましていることがばれないうちに
早くこの場から立ち去りたいと思っているからなので，①が適当である。
問六　彼女と私の会話から，彼女も私も学生であること，故郷が同じであること，私は美術大学に
いて彼女も美術に関心があること，など彼女と私には多くの共通点があった。こうしたことから，
駅まで一本の傘の中に彼女を入れた私は「彼女と友達みたいな気がし」て，彼女に親近感を感じ
ていたのである。彼女と自分に多くの共通点があること，そのことで彼女と友達みたいな気がし
て親近感を感じていたことを端的に説明していく。
問七　Gの「浸みてきた」とは深く心に感じた，ということである。「彼女が私に」で始まる段落で， 
「私は自分が学生だと思ったと同時に，彼女が病気の学生だと思い，私が元気であることが申し
訳ないような気がした」とあり，このことをGのように述べているので，この一文の初めの五字
を抜き出す。
問八　「雨の降る冬の夕暮れ」から始まり，最後でも私をだました彼女の背中が明確に見えたのは，
私が雨の降る外に立っていたからではないか，と振り返っているので，①が適当である。叔母か
ら二千円を借りる場面では，現在とのお金の価値の違いがわかるが，時代背景にある貧しさは書
かれていないので②は適当ではない。彼女の内面や苦悩も書かれていないので③も適当ではない。
彼女に話しかけられた当初の私や叔母が，彼女はサギかもしれないと怪しんでいることが書かれ
ているので，④も適当ではない。

第二問　（論説文－大意・要旨，内容吟味，文脈把握，指示語，脱文・脱語補充，語句の意味）
問一　（1）は，はっと気がついて正気にかえること。（2）は「がんちく」と読み，表面にはあらわれ
ない，味わいのある深い意味。（3）は「ぎんみ」と読み，念入りに調べて選ぶこと。
問二　Xは直後で「決まった理解をされるような表現技法を嫌」うものであることが述べられてい
るので，③が適当である。
問三　「現実には」で始まる段落で，接続詞がないと読み手の負担が大きくなる→接続詞を用いる
ことで読み手の負担を減らすことができる，という長所と，あまりに多いと書き手の解釈の押し
つけのような印象を与える，という短所が述べられているので，本文をもとにそれぞれ簡潔に説
明する。
問四　Bは直前の段落で引用されている，谷崎潤一郎の発言のことで，現代の口語文が品位に乏し
く，優雅な味わいに欠けている重大な理由の一つは，「当世の人」（＝最近の作家）は叙述を理詰
めに運ぼうとして「間隔を置く」「穴を開ける」ことをあえてしないせいであり，無駄な穴塡め
の言葉が多くなって重厚味が減殺されている，ということを述べている。「無駄な穴塡めの言葉」
とは「しかし」「そうして」などの接続詞のことで，最近の作家は接続詞を多用しているので文
章に優雅な味わいや重厚味が欠けている，ということなので①が適当である。②の「新しい表現」，
③の「本来の正しい使い方ができていない」は述べられていないので適当ではない。筆者の説明
である④も適当ではない。
問五　「しかし」は直前の内容とは相反する内容が続く場合に用いられるので，「私は毎日懸命に練
習して大会に臨んだ」けれど，優勝あるいは上位入賞できずに残念ながら「二十人中四位になっ
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＜国語解説＞
第一問　（随筆文－大意・要旨，情景・心情，内容吟味，文脈把握，脱語補充）
問一　Xは，叔母の家に下宿をしている私が，お金を落としたという「女の人」＝彼女のために叔
母にお金を借りて彼女に貸してやろうと思い，叔母の家まで彼女を連れてきたところ，彼女が門
から中に入らないことに対して私が思ったことである。最初はサギかもしれないという思いと違
うかもしれないという両方の思いがあったが，故郷が同じ静岡だとわかると，私は彼女を「たち
まち信じ」て彼女をまったく疑わなくなったので，Xでも中に入らないのは「遠慮」をしている
と思ったのである。
問二　冒頭で述べられているように，私はサギにかかって女の人にだまされ，本文はその詳細が述
べられた内容になっている。A直後から，女の人はお金が必要な事情だけでなく，私に色々と質
問をするうちに，私は彼女を信じるようになっていることから，Aのように話して私に疑われな
いようにしてうまくだまそうとしているので，③が適当である。彼女の話は私に信用してもらい，
だますために私に話を合わせているだけなので，①は適当ではない。②，④も述べられていない
ので適当ではない。
問三　BからC少し後までの私の心情を整理すると，B＝お金を落としたという女の人に同情して東
京駅までの電車賃だけを貸そうと思った→故郷が同じことがわかると彼女をたちまち信じて，叔
母にお金を借りて彼女に貸してやろうと思った→私が美術大学にいると聞いた彼女はゴッホが好
きだと言ったため，さらに彼女を信じた→叔母の家につくと，叔母は彼女を怪しいと言うが，彼
女をすっかり信じた私は生活費の二千円まで貸す気になっている，という流れになる。電車賃だ
け貸すつもりが，故郷や同じことや美術の話などをきっかけにして二千円を貸す気になった私の
彼女に対する心情の変化を具体的に説明していく。
問四　Dは，お金を落とした彼女にお金を貸そうとする私に，彼女のことを「怪しい」と言う叔母
に対して，彼女を信じて「だいじょうぶだよ」と私が叔母に言っているという場面である。彼女
を「怪しい」と言う叔母に「だいじょうぶだよ」と言って叔母の考えを否定しているので，②が

第一問  問一　②　　問二　③　　問三　（例）　「女のひと」に同情し駅までの電車賃だけ貸そ 
うとする気持ちだったが，同郷であることや共通する話題を持っていることを知り，
二千円を貸そうという気になっている。　　問四　②　　問五　①

 問六　（例）　自分と多くの共通点があることから親近感を感じていた。
 問七　私は自分が　　問八　①
第二問  問一　（1）　②　　（2）　②　　（3）　②　　問二　③　　問三　（例）　（短所）　（あま

りに多いと）書き手の解釈の押し付けのような印象を与える　　（長所）　読み手の負担 
を減らすことができる　　問四　①　　問五　（例）　優勝（または三位以内）を狙って
いたけれども，それがかなわなくて残念だ。（35字）［上位入賞をめざし努力したが，期
待通りの結果にならず残念だ。（29字）］　　問六　そういうわけで［そのために］

 問七　①・④
第三問 1　木陰　　2　煙突　　3　濁（る）　　4　歓迎　　5　収拾　　6　しせい
 7　しずく　　8　ばっすい　　9　しにせ　　10　おおどおり
第四問 問一　②　　問二　①　　問三　④　　問四　④　　問五　②
第五問 問一　こそ　　問二　のたもう［のたまう］　　問三　①　　問四　②

＜国語解答＞
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適当である。他の選択肢は叔母の考えに同調したり，信頼したりしているので，いずれも適当で
はない。
問五　E少し後「彼女の意識の」から続く2文で，駅まで送ってくれた私に振り返ることもなかった
彼女の背中に，彼女の意識の中では私は不必要なものになっていることをありありと表していた
ことを，私が感じたことが述べられている。本当に困っていたのであれば，お金を貸してもらい，
駅まで送ってくれた私に感謝したり恐縮したりするはずであるが，E直後にあるように，彼女の
口数が少なくなりイライラしている様子が見えているのは，だましていることがばれないうちに
早くこの場から立ち去りたいと思っているからなので，①が適当である。
問六　彼女と私の会話から，彼女も私も学生であること，故郷が同じであること，私は美術大学に
いて彼女も美術に関心があること，など彼女と私には多くの共通点があった。こうしたことから，
駅まで一本の傘の中に彼女を入れた私は「彼女と友達みたいな気がし」て，彼女に親近感を感じ
ていたのである。彼女と自分に多くの共通点があること，そのことで彼女と友達みたいな気がし
て親近感を感じていたことを端的に説明していく。
問七　Gの「浸みてきた」とは深く心に感じた，ということである。「彼女が私に」で始まる段落で， 
「私は自分が学生だと思ったと同時に，彼女が病気の学生だと思い，私が元気であることが申し
訳ないような気がした」とあり，このことをGのように述べているので，この一文の初めの五字
を抜き出す。
問八　「雨の降る冬の夕暮れ」から始まり，最後でも私をだました彼女の背中が明確に見えたのは，
私が雨の降る外に立っていたからではないか，と振り返っているので，①が適当である。叔母か
ら二千円を借りる場面では，現在とのお金の価値の違いがわかるが，時代背景にある貧しさは書
かれていないので②は適当ではない。彼女の内面や苦悩も書かれていないので③も適当ではない。
彼女に話しかけられた当初の私や叔母が，彼女はサギかもしれないと怪しんでいることが書かれ
ているので，④も適当ではない。

第二問　（論説文－大意・要旨，内容吟味，文脈把握，指示語，脱文・脱語補充，語句の意味）
問一　（1）は，はっと気がついて正気にかえること。（2）は「がんちく」と読み，表面にはあらわれ
ない，味わいのある深い意味。（3）は「ぎんみ」と読み，念入りに調べて選ぶこと。
問二　Xは直後で「決まった理解をされるような表現技法を嫌」うものであることが述べられてい
るので，③が適当である。
問三　「現実には」で始まる段落で，接続詞がないと読み手の負担が大きくなる→接続詞を用いる
ことで読み手の負担を減らすことができる，という長所と，あまりに多いと書き手の解釈の押し
つけのような印象を与える，という短所が述べられているので，本文をもとにそれぞれ簡潔に説
明する。
問四　Bは直前の段落で引用されている，谷崎潤一郎の発言のことで，現代の口語文が品位に乏し
く，優雅な味わいに欠けている重大な理由の一つは，「当世の人」（＝最近の作家）は叙述を理詰
めに運ぼうとして「間隔を置く」「穴を開ける」ことをあえてしないせいであり，無駄な穴塡め
の言葉が多くなって重厚味が減殺されている，ということを述べている。「無駄な穴塡めの言葉」
とは「しかし」「そうして」などの接続詞のことで，最近の作家は接続詞を多用しているので文
章に優雅な味わいや重厚味が欠けている，ということなので①が適当である。②の「新しい表現」，
③の「本来の正しい使い方ができていない」は述べられていないので適当ではない。筆者の説明
である④も適当ではない。
問五　「しかし」は直前の内容とは相反する内容が続く場合に用いられるので，「私は毎日懸命に練
習して大会に臨んだ」けれど，優勝あるいは上位入賞できずに残念ながら「二十人中四位になっ
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た」という文脈になる。この文に含まれる「書き手の主観」を説明するので，優勝あるいは上位
入賞（三位以内の入賞）を狙っていたが［めざして努力したが］，それがかなわず［期待通りの結果
にならず］，残念だ，というように，書き手の心情まで含めて説明していく。
問六　「だから」は直前の内容を理由とした結果が直後に続くので，同じ意味の「そういうわけで」
「そのために」と置き換えることができる。
問七　「二つ」選ぶことに注意。「このように」で始まる段落で，接続詞をつけることは書き手の解
釈が入ることなので，事実に忠実に客観的に書きたいときや前後の関係を限定したくないときは
接続詞をつけないほうが賢明であることが述べられているので，①では接続詞を用いた方がよく，
②，③では用いない方がよい。「現実には」で始まる段落で，接続詞がないと読み手の負担が大
きくなることが述べられているので，④の「論理的に説明していく」場合は，接続詞を用いた方
がよい。「原文が」で始まる段落で，文章の流れを切りたくないときに接続詞を使わないのは鉄
則であることが述べられているので，⑤では接続詞を用いない方がよい。

第三問　（漢字の読み書き）
問一　1の「陰」を「影」と間違えないこと。2の「煙」の訓読みは「けむり」。3の音読みは「ダク」。
熟語は「濁流」など。4の「歓」を「観」「勧」などと間違えないこと。5は混乱した物事などを
とりまとめること。6は人の集まり住む所，またそこに住む人のこと。「いちい」と読まないこと。
7の音読みは「テキ」。「しずく」は「雫」とも書く。8は必要な部分だけを抜き出すこと。9は熟
字訓なので読み書きともにできるようにしておく。10の「通り」を「とうり」と読まないこと。

第四問　（脱語補充，文と文節，品詞・用法）
問一　動詞の活用の種類は，その動詞を未然形（「～ない」の打消しの形）にして，「ない」の直前の
音が「ア段」のものは五段活用，「イ段」のものは上一段，「エ段」のものは下一段になる。また 
「ない」の直前の音で行を確認する。カ行変格活用は「来る」のみ，サ行変格活用は「する」の
みなので，この二つはそのまま覚える。傍線部の動詞「開ける」の未然形は「開けない」で「け」
はエ段なので下一段活用である。選択肢の未然形はそれぞれ，①は「飽きない」で「き」はイ段
なので上一段活用，②は「上げない」で「げ」はエ段なので下一段活用，③は「こすらない」で 
「ら」はア段なので五段活用，④は「閉じない」で「じ」はイ段なので上一段活用となり，②が 
同じ。
問二　「聞かない」の「ない」は打消しの助動詞，「確かな」は形容動詞「確かだ」の連体形，「あ
とかたもなく」は形容詞「あとかたもない」の連用形。助動詞，形容動詞，形容詞いずれも活用
するので①が共通する性質になる。②「独立語」は「はい」「もしもし」など他の文節と直接関
係しあうことのない語なのでいずれもあてはまらない。助動詞は付属語だが，形容動詞と形容詞
は自立語なので③もあてはまらない。自立語は単独で文節になるが，付属語のみで文節にはなら
ないので④もあてはまらない。
問三　設問の文の主語・述語は「ボールは／飛んでいった」である。これが基本となり，他は修飾
部となっていて，「大きな弧を描いて」どうなったかというと「飛んでいった」ので，傍線部は
④を修飾している。①は②を修飾している連用修飾，③も④を修飾している連用修飾になってい
る。
問四　「長い」は「時間」を修飾しているので，「長い」＝修飾，「時間」＝被修飾の関係になって 
いる。
問五　空欄直後に「（君）でも」を伴っているので，仮定条件の意味で「でも（ても）」を伴う副詞の
「いくら」が入る。
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第五問　（古文－脱語補充，仮名遣い，口語訳）
〈口語訳〉　按察使の大納言の姫君は，奥ゆかしく並々でない様子であって，両親が大切にお育て
になることはこの上ない。
この姫君がおっしゃることには，「人々が，花や蝶やとかわいがるのは，あさはかで見苦しいこ
とです。人には，誠実な心があるのだから，物の本質を追究してこそ，（良い心がけであって）心の
様子も趣があるのです。」と言って，いろいろな虫の（中でも），恐ろしそうなのを取り集めて，「こ
れが成長する様子を見よう。」と言って，さまざまな虫かごに入れさせなさる。中でも，「毛虫が趣
深い様子をしているのは心がひかれます」と言って，明けても暮れても，額髪を耳の後ろにはさん
で，手のひらの上にはわせて，じっと見守りなさる。
問一　Xのある文は已然形「けれ」で結ばれているので，Xには係助詞「こそ」が入る。
問二　歴史的仮名遣いの「ア段＋う（a＋u）」は現代仮名遣いの「オ段＋う（o＋u）」になるので，「の
たまふ（notamau）」→「のたもう（notamou）」となる。ただし「のたまふ」は現代仮名遣いと発音
（読み）が一致しない語でもあるので，「のたまう」とも読む。
問三　Aは姫君が「よろづの虫の，恐ろしげなる（虫）を取り集めて」言った言葉で，「これ」は「恐
ろしげなる」虫のこと。「見む」の「む」は意志の助動詞なので「見よう」という意味になるの 
で，①が適当である。
問四　Bも問三同様，「姫君＝按察使の大納言の御むすめ」の動作で，「鳥毛虫の，心深きさました
るこそ心にくけれ（毛虫が趣深い様子をしているのは心がひかれます）」と言って，見守りなさる
ということ。

★ワンポイントアドバイス★

文法は，文節や単語，動詞などの品詞などさまざまあるが，その言葉だけを覚える
のではなく，どういう役割を持つのかまで理解して覚えることが重要だ。
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た」という文脈になる。この文に含まれる「書き手の主観」を説明するので，優勝あるいは上位
入賞（三位以内の入賞）を狙っていたが［めざして努力したが］，それがかなわず［期待通りの結果
にならず］，残念だ，というように，書き手の心情まで含めて説明していく。
問六　「だから」は直前の内容を理由とした結果が直後に続くので，同じ意味の「そういうわけで」
「そのために」と置き換えることができる。
問七　「二つ」選ぶことに注意。「このように」で始まる段落で，接続詞をつけることは書き手の解
釈が入ることなので，事実に忠実に客観的に書きたいときや前後の関係を限定したくないときは
接続詞をつけないほうが賢明であることが述べられているので，①では接続詞を用いた方がよく，
②，③では用いない方がよい。「現実には」で始まる段落で，接続詞がないと読み手の負担が大
きくなることが述べられているので，④の「論理的に説明していく」場合は，接続詞を用いた方
がよい。「原文が」で始まる段落で，文章の流れを切りたくないときに接続詞を使わないのは鉄
則であることが述べられているので，⑤では接続詞を用いない方がよい。

第三問　（漢字の読み書き）
問一　1の「陰」を「影」と間違えないこと。2の「煙」の訓読みは「けむり」。3の音読みは「ダク」。
熟語は「濁流」など。4の「歓」を「観」「勧」などと間違えないこと。5は混乱した物事などを
とりまとめること。6は人の集まり住む所，またそこに住む人のこと。「いちい」と読まないこと。
7の音読みは「テキ」。「しずく」は「雫」とも書く。8は必要な部分だけを抜き出すこと。9は熟
字訓なので読み書きともにできるようにしておく。10の「通り」を「とうり」と読まないこと。

第四問　（脱語補充，文と文節，品詞・用法）
問一　動詞の活用の種類は，その動詞を未然形（「～ない」の打消しの形）にして，「ない」の直前の
音が「ア段」のものは五段活用，「イ段」のものは上一段，「エ段」のものは下一段になる。また 
「ない」の直前の音で行を確認する。カ行変格活用は「来る」のみ，サ行変格活用は「する」の
みなので，この二つはそのまま覚える。傍線部の動詞「開ける」の未然形は「開けない」で「け」
はエ段なので下一段活用である。選択肢の未然形はそれぞれ，①は「飽きない」で「き」はイ段
なので上一段活用，②は「上げない」で「げ」はエ段なので下一段活用，③は「こすらない」で 
「ら」はア段なので五段活用，④は「閉じない」で「じ」はイ段なので上一段活用となり，②が 
同じ。
問二　「聞かない」の「ない」は打消しの助動詞，「確かな」は形容動詞「確かだ」の連体形，「あ
とかたもなく」は形容詞「あとかたもない」の連用形。助動詞，形容動詞，形容詞いずれも活用
するので①が共通する性質になる。②「独立語」は「はい」「もしもし」など他の文節と直接関
係しあうことのない語なのでいずれもあてはまらない。助動詞は付属語だが，形容動詞と形容詞
は自立語なので③もあてはまらない。自立語は単独で文節になるが，付属語のみで文節にはなら
ないので④もあてはまらない。
問三　設問の文の主語・述語は「ボールは／飛んでいった」である。これが基本となり，他は修飾
部となっていて，「大きな弧を描いて」どうなったかというと「飛んでいった」ので，傍線部は
④を修飾している。①は②を修飾している連用修飾，③も④を修飾している連用修飾になってい
る。
問四　「長い」は「時間」を修飾しているので，「長い」＝修飾，「時間」＝被修飾の関係になって 
いる。
問五　空欄直後に「（君）でも」を伴っているので，仮定条件の意味で「でも（ても）」を伴う副詞の
「いくら」が入る。
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第五問　（古文－脱語補充，仮名遣い，口語訳）
〈口語訳〉　按察使の大納言の姫君は，奥ゆかしく並々でない様子であって，両親が大切にお育て
になることはこの上ない。
この姫君がおっしゃることには，「人々が，花や蝶やとかわいがるのは，あさはかで見苦しいこ
とです。人には，誠実な心があるのだから，物の本質を追究してこそ，（良い心がけであって）心の
様子も趣があるのです。」と言って，いろいろな虫の（中でも），恐ろしそうなのを取り集めて，「こ
れが成長する様子を見よう。」と言って，さまざまな虫かごに入れさせなさる。中でも，「毛虫が趣
深い様子をしているのは心がひかれます」と言って，明けても暮れても，額髪を耳の後ろにはさん
で，手のひらの上にはわせて，じっと見守りなさる。
問一　Xのある文は已然形「けれ」で結ばれているので，Xには係助詞「こそ」が入る。
問二　歴史的仮名遣いの「ア段＋う（a＋u）」は現代仮名遣いの「オ段＋う（o＋u）」になるので，「の
たまふ（notamau）」→「のたもう（notamou）」となる。ただし「のたまふ」は現代仮名遣いと発音
（読み）が一致しない語でもあるので，「のたまう」とも読む。
問三　Aは姫君が「よろづの虫の，恐ろしげなる（虫）を取り集めて」言った言葉で，「これ」は「恐
ろしげなる」虫のこと。「見む」の「む」は意志の助動詞なので「見よう」という意味になるの 
で，①が適当である。
問四　Bも問三同様，「姫君＝按察使の大納言の御むすめ」の動作で，「鳥毛虫の，心深きさました
るこそ心にくけれ（毛虫が趣深い様子をしているのは心がひかれます）」と言って，見守りなさる
ということ。

★ワンポイントアドバイス★

文法は，文節や単語，動詞などの品詞などさまざまあるが，その言葉だけを覚える
のではなく，どういう役割を持つのかまで理解して覚えることが重要だ。


