
尚絅学院高等学校（B日程）

解29年度－20

＜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，

方程式の応用）

（1）　 1
2 －

1
12×（－3）＝ 1

2 －（－ 1
4）＝ 2

4 ＋（＋ 1
4）＝ 3

4

（2）　（ 6
√ 3 ＋√ 2 ）（ 6

√ 3 －√ 2 ）＝（ 6
√ 3 ）

2

－（√ 2 ）2＝36
3 －2＝12－2＝10

（3）　b＝2a＋c
4 　　2a＋c

4 ＝b　　2a＋c＝4b　　2a＝4b－c　　両辺を2でわって，a＝4b－c
2

（4）　x＋y＝5…①，2x＝－y＋1…②とする。②からy＝－2x＋1　　これを①に代入すると，x＋
　（－2x＋1）＝5　　－x＝4　　x＝－4　　①に代入して，－4＋y＝5　　y＝9
（5）　x（x－10）＝4x－49　　x2－10x－4x＋49＝0　　x2－14x＋49＝0　　左辺を因数分解すると， 
（x－7）2＝0　　よって，x＝7
（6）　x＝2，4のときのyの値は，それぞれa×22＝4a，a×22＝16aだから，変化の割合＝

　
yの値の増加量
xの値の増加量＝

16a－4a
4－2 ＝6a　　これが－12となるから，6a＝－12　　a＝－2　　

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）　連続した3つの整数の真ん中の整数をxとすると，3つの整数は，x－1，x，x＋1と表せる。そ

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）　
3
4 　　（2）　10　　（3）　a＝4b－c

2 　　（4）　x＝－4，y＝9　　（5）　x＝7

 （6）　a＝－2　　（7）　33

第二問 問1　（1）　∠x＝120°，y＝6√ 3 　　（2）　∠x＝60°，∠y＝45°　　問2　（1）　288人

 （2）　x＝1＋√ 3 
2 　　（3）　5

第三問 問1　（1）　 1
6 　　（2）　 1

2 　　（3）　 1
2 　　問2　（1）　128　　（2）　4√ 22 

 （3）　6√ 22 
11

第四問 問1　（1）　 9
4 π　　（2）　3個　　問2　（1）　53.6　　（2）　53.5　　（3）　②，④，⑥

第五問 問1　n＝－3　　問2　（1，2）　　問3　m＝3√ 2 　　問4　（1）　n＝－5m

 （2）　m＝√ 5 
5

第六問 問1　解説参照　　問2　（1）　ア：6－x，イ：x，ウ：x（6－x）　　（2）　2

 問3　
6√ 5 

5 　　問4　
18√ 5 

5 ＋6√ 2 

＜数学解答＞

B日程

尚絅学院高等学校（B日程）

解29年度－21

　の和が99となるとき，（x－1）＋x＋（x＋1）＝99　　3x＝99　　x＝33

第二問　（小問群－ひし形，合同，角度，三平方の定理，長さ，円の性質，方程式の応用，規則性）
問1　（1）　△ABCと△ADCは3辺がそれぞれ等しいので合同である。よって，∠BCA＝∠DCA＝30° 
よって，x＝∠ABC＝180°－30°×2＝120°　　点BからACに垂線BHを引くと，△BCAが二等辺三
角形なので，点HはACの中点である。また，△BAHは内角の大きさが30°，60°，90°の直角三角

　形となり，AB：BH：AH＝2：1：√ 3 　　よって，AH＝6×
√ 3 
2 ＝3√ 3 　　したがって，y＝AC＝

6√ 3 
　（2）　弧の長さと弧に対する円周角の大きさは比例するから，⌒AP：⌒PB＝1：2のとき，∠AOP：

　∠BOP＝1：2　　よって，x＝∠AOP＝180°×
1

1＋2＝60°　　また，⌒AQ：⌒QB＝5：1のとき，∠AOQ：

　∠BOQ＝5：1　　∠BOQ＝180°× 1
5＋1＝30°　　∠BOP＝120°だから，∠POQ＝150°　　△OPQは

　二等辺三角形だから，∠OQP＝15°　　OBとPQの交点をRとすると，∠BRQは△ORQの外角なの
　で，y＝∠BRQ＝∠ROQ＋∠RQO＝30°＋15°＝45°
問2　（1）　男子の生徒数を2x人とすると女子の人数は3x人と表せる。全生徒人数が720人だから，

2x＋3x＝720　　5x＝720　　x＝144　　よって，男子生徒は144×2＝288（人）
　（2）　xから1を引いて2乗して3倍すると3（x－1）2　　xから2を引いて2乗すると，（x－2）2　　よっ
　て，3（x－1）2＝（x－2）2　　3x2－6x＋3＝x2－4x＋4　　2x2－2x－1＝0　　2次方程式の解の公式

　を用いると，x＝－（－2）±√ (-2)2-4×2×(-1) 
2×2 ＝

2±√ 12 
4 ＝

2±2√ 3 
4 ＝

1±√ 3 
2 　　xは正の数だから，

　x＝1＋√ 3 
2

　（3）　｛1｝，｛1　2｝，｛1　2　3｝，｛1　2　3　4｝，｛1　2　3　4　5｝，｛1　2　3　4　5　6｝，｛1　2　
　…と，1個，2個，3個，4個，5個，6個，…のグループに分けて考えると，1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋

8＋9＋10＝55　　よって，60番目の数は11番目のグループの5番目の数なので，5

第三問　（小問群－点の移動と確率，空間図形，直方体，面積，体積，長さ）
問1　（1）　コインの表と裏の出方は2通りで，そ
のそれぞれに対してサイコロの目の出方が6通
りずつある。右の表は①と②の結果を表したも
のである。線分OPの長さが4となるのは，点P

　の位置が＋4になるときと－4になるときなので，その確率は，
2
12＝

1
6

　（2）　線分APの長さが3以下となるのは，点Pの位置が－1以上5以下のときであり，6通りあるか 

ら，その確率は
6
12＝

1
2

　（3）　線分BPの長さが線分APの長さより長くなるのは，点Pが線分ABの中点より大きい数の位置

にあるときである。線分ABの中点は，
－3＋2

2 ＝－
1
2 　　より大きい数になるのは，＋1～＋6の

　6通りあるので，その確率は， 6
12＝

1
2

問2　（1）　4×4×2＋4×6×4＝32＋96＝128
　（2）　CA，CFはともに縦4，横6の長方形の対角線だから，△CAB，△CFB 
で三平方の定理を用いて，CA＝CF＝√ 42+62 ＝√ 52 ＝2√ 13 　　AFは1辺 
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が4の正方形の対角線だから，AF＝4√ 2 　　△CAFは二等辺三角形だから，点CからAFに垂線CM
を引くとMはAFの中点になるから，AM＝2√ 2 　　△CAMで三平方の定理を用いると，CM2＋

　AM2＝CA2　　CM＝√ 52-8 ＝√ 44 ＝2√ 11 　　よって，△AFCの面積は，
1
2 ×4√ 2 ×2√ 11 ＝4√ 22 

　（3）　4点A，C，F，Bを頂点とする三角錐の体積を，△ABFを底面，CBを高さとして求めると，
1
3×（ 1

2×4×4）×6＝16　　また，この三角錐で△AFCを底面とみたときの高さをhとすると，そ

　の体積は， 1
3 ×△AFC×h＝4√ 22 

3 h　　よって，4√ 22 
3 h＝16から，h＝16× 3

4√ 22 ＝
12
√ 22 ＝

12√ 22 
22 ＝

6√ 22 
11

第四問　（小問群－円錐型の容器の容積，方程式の応用，資料の整理，平均値，中央値）
問1　（1）　

1
3 ×π×32×6×

12.5
100＝18π×

125
1000＝18π×

1
8 ＝

9
4 π

　（2）　大きい重りと小さい重りの個数をそれぞれx個，y個とすると，合計30個使ったのだから，

x＋y＝30…①　　その体積の合計は，18π－
9
4 π＝

63
4 πだから，

3
4 πx＋π2 y＝63

4 π　　両辺を

4倍してπでわると，3x＋2y＝63…②　　②－①×2から，x＝3　　大きい重りは3個
問2　（1）　（45＋50＋51＋64＋59＋43＋56＋63＋48＋57）÷10＝536÷10＝53.6

　（2）　度数の合計が10なので，中央値は小さい方から
10＋1

2 ＝5.5　　つまり，5番目と6番目の平

　均値である。5番目の人は51m，6番目の人は56mだからその平均を求めると，51＋56
2 ＝53.5　　

　よって，中央値は53.5である。
　（3）　さらに加わった2人の遠投の結果をxm，（x＋10）mとすると④の結果が単独で最大になるた
めには，xが①に入る場合はx＋10が①，②，③のどれかに入り，いずれも度数が3になって不適
当である。xが③に入る場合には③，⑤の度数が3になって不適当である。xが⑤に入る場合には
⑤の度数が3になって不適当である。xが②，④に入る場合には④の度数が4になって単独で最大
になる。xが⑥に入る場合にはx＋10も⑥に入るが，④の度数が最大の3であることには変わりが
ない。よって，②，④，⑥

第五問　（関数・グラフと図形－直線の方程式，座標，三角形の面積）
問1　点Bは③の直線y＝2xの上にあり，y座標が－6だから，x座標は，－6＝2x　　x＝－3　　また，
点Bは②の直線y＝x＋nの上にもあるから，－6＝－3＋n　　n＝－3
問2　m＝1のとき，①の直線はy＝x＋1　　③の直線はy＝2xであり，点Aは①，②の交点だから，

x＋1＝2x　　x＝1　　①に代入して，y＝2　　よって，A（1，2）
問3　①の直線の傾きは1だから，点Aからx軸に垂線AHをひくと，AH＝CH　　点Aのx座標をpとす
るとy座標は2p　　AH＝CH＝2p，OH＝pだから，CO＝p　　よって，△OACの面積が18のとき，

　
1
2×p×2p＝18　　p2＝18　　p＝±3√ 2 　　m＞0なのでp＝3√ 2 　　よって，点Aの座標は（3√ 2 ，

6√ 2 ）だから，6√ 2 ＝3√ 2 ＋m　　m＝3√ 2 
問4　（1）　直線①，直線②とy軸との交点をそれぞれE，Fとすると，直線①と直線②は傾きが等し
く平行だから，OE：OF＝OA：OB＝AC：BD＝1：5　　①，②の切片がそれぞれm，nだから，
OE＝m　　n＜0だから，OF＝－n　　よって，m：（－n）＝1：5　　－n＝5m　　n＝－5m
　（2）　①と③の交点Aのx座標は，2x＝x＋m　　x＝m　　よって，y座標は2m　　②と③の交点 

Bのx座標は，2x＝x＋n　　x＝n　　y座標は2n　　点A，Bからx軸に垂線AH，BIを引いて△OAH， 
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△OBIで三平方の定理を用いると，OA2＝（m）2＋（2m）2＝5m2　 
OB2＝（－n）2＋（－2n）2＝5n2　　点Oを中心に回転させたときに
△OBD，△OACが通過する部分はそれぞれOB，OAを半径とす
る円であるので，OB2×π－OA2×π＝（5n2－5m2）π　　（1）か 
らn＝－5mなので，（5n2－5m2）π＝｛5×（－5m）2－5m2｝π＝120 
m2π　　これが24πとなるのだから，120m2π＝24π　

　120m2＝24　　m2＝
1
5 　　m＝ 1

√ 5 ＝
√ 5 
5

第六問　（平面図形－証明，円の性質，相似，辺の比，面積）
問1　△PBCと△PADにおいて，同じ弧に対する円周角は等しいから，∠PBC＝∠PAD，∠PCB＝
∠PDA　　2組の角がそれぞれ等しいので，△PBC∽△PAD
問2　BD＝6だから，PD＝xとするときPB＝6－x　　△PBC∽△PADなので対応する辺の比は等しい。
よって，PA：PB＝PD：PC＝x：PC　　比例式では内項の積と外項の積は等しいから，PA×PC＝
PB×PD＝x（6－x）　　よって，8＝x（6－x）　　8＝6x－x2　　x2－6x＋8＝0　　（x－2）（x－4）＝0 
PB＞PDなので，PD＝x＝2
　（1）　（ア）に入るxの式は，6－x　　（イ）に入るxの式は，x　　（ウ）に入るxの式は，x（6－x）
　（2）　（エ）に入る値は，2
問3　△PBC∽△PADから，PA：PB＝PD：PC　　PB×PD＝PA×PC＝

8　　PD＝2なので，2×PB＝8　　PB＝4　　BD＝PB＋PD＝6…① 
よって，BDはこの円の直径である。直径に対する円周角は直角だ
から，∠BAD＝90°…②　　三角形の内角の二等分線は向かい合う
辺を，その角を作る2辺の比に分けるので，AB：AD＝PB：PD＝2：
1　　よって，AD＝xとするとAB＝2x…③　　①，②，③のことか
ら，△ABDで三平方の定理を用いると，（2x）2＋x2＝62　　5x2＝36

　x＞0だから，AD＝x＝ 36
5 ＝

6
√ 5 ＝

6√ 5 
5

問4　AB＝2x＝12√ 5 
5 　　同じ弧に対する円周角は等しいから，∠BDC＝∠BAC，∠DBC＝∠DAC

　∠BAC＝∠DACなので，∠BDC＝∠BDC　　BDが直径であることから，∠BCD＝90°　　よって， 

△CBDは直角二等辺三角形であり，CB：CD：BD＝1：1：√ 2 　　よって，CB＝CD＝
6
√ 2 ＝

6√ 2 
2 ＝

　3√ 2 　　したがって，四角形ABCDの周の長さは，12√ 5 
5 ＋3√ 2 ＋3√ 2 ＋6√ 5 

5 ＝18√ 5 
5 ＋6√ 2 

★ワンポイントアドバイス★

第二問の問2（3）は，1個，2個，3個，…ずつのグループと考えるといい。第四問の 
問2（3）は，三角錐の体積を2通りに表す。第五問の問3は，底辺と高さをどう見るか
をつかむ。
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が4の正方形の対角線だから，AF＝4√ 2 　　△CAFは二等辺三角形だから，点CからAFに垂線CM
を引くとMはAFの中点になるから，AM＝2√ 2 　　△CAMで三平方の定理を用いると，CM2＋

　AM2＝CA2　　CM＝√ 52-8 ＝√ 44 ＝2√ 11 　　よって，△AFCの面積は，
1
2 ×4√ 2 ×2√ 11 ＝4√ 22 

　（3）　4点A，C，F，Bを頂点とする三角錐の体積を，△ABFを底面，CBを高さとして求めると，
1
3×（ 1

2×4×4）×6＝16　　また，この三角錐で△AFCを底面とみたときの高さをhとすると，そ

　の体積は， 1
3 ×△AFC×h＝4√ 22 

3 h　　よって，4√ 22 
3 h＝16から，h＝16× 3

4√ 22 ＝
12
√ 22 ＝

12√ 22 
22 ＝

6√ 22 
11

第四問　（小問群－円錐型の容器の容積，方程式の応用，資料の整理，平均値，中央値）
問1　（1）　

1
3 ×π×32×6×

12.5
100＝18π×

125
1000＝18π×

1
8 ＝

9
4 π

　（2）　大きい重りと小さい重りの個数をそれぞれx個，y個とすると，合計30個使ったのだから，

x＋y＝30…①　　その体積の合計は，18π－
9
4 π＝

63
4 πだから，

3
4 πx＋π2 y＝63

4 π　　両辺を

4倍してπでわると，3x＋2y＝63…②　　②－①×2から，x＝3　　大きい重りは3個
問2　（1）　（45＋50＋51＋64＋59＋43＋56＋63＋48＋57）÷10＝536÷10＝53.6

　（2）　度数の合計が10なので，中央値は小さい方から
10＋1

2 ＝5.5　　つまり，5番目と6番目の平

　均値である。5番目の人は51m，6番目の人は56mだからその平均を求めると，51＋56
2 ＝53.5　　

　よって，中央値は53.5である。
　（3）　さらに加わった2人の遠投の結果をxm，（x＋10）mとすると④の結果が単独で最大になるた
めには，xが①に入る場合はx＋10が①，②，③のどれかに入り，いずれも度数が3になって不適
当である。xが③に入る場合には③，⑤の度数が3になって不適当である。xが⑤に入る場合には
⑤の度数が3になって不適当である。xが②，④に入る場合には④の度数が4になって単独で最大
になる。xが⑥に入る場合にはx＋10も⑥に入るが，④の度数が最大の3であることには変わりが
ない。よって，②，④，⑥

第五問　（関数・グラフと図形－直線の方程式，座標，三角形の面積）
問1　点Bは③の直線y＝2xの上にあり，y座標が－6だから，x座標は，－6＝2x　　x＝－3　　また，
点Bは②の直線y＝x＋nの上にもあるから，－6＝－3＋n　　n＝－3
問2　m＝1のとき，①の直線はy＝x＋1　　③の直線はy＝2xであり，点Aは①，②の交点だから，

x＋1＝2x　　x＝1　　①に代入して，y＝2　　よって，A（1，2）
問3　①の直線の傾きは1だから，点Aからx軸に垂線AHをひくと，AH＝CH　　点Aのx座標をpとす
るとy座標は2p　　AH＝CH＝2p，OH＝pだから，CO＝p　　よって，△OACの面積が18のとき，

　
1
2×p×2p＝18　　p2＝18　　p＝±3√ 2 　　m＞0なのでp＝3√ 2 　　よって，点Aの座標は（3√ 2 ，

6√ 2 ）だから，6√ 2 ＝3√ 2 ＋m　　m＝3√ 2 
問4　（1）　直線①，直線②とy軸との交点をそれぞれE，Fとすると，直線①と直線②は傾きが等し
く平行だから，OE：OF＝OA：OB＝AC：BD＝1：5　　①，②の切片がそれぞれm，nだから，
OE＝m　　n＜0だから，OF＝－n　　よって，m：（－n）＝1：5　　－n＝5m　　n＝－5m
　（2）　①と③の交点Aのx座標は，2x＝x＋m　　x＝m　　よって，y座標は2m　　②と③の交点 

Bのx座標は，2x＝x＋n　　x＝n　　y座標は2n　　点A，Bからx軸に垂線AH，BIを引いて△OAH， 
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△OBIで三平方の定理を用いると，OA2＝（m）2＋（2m）2＝5m2　 
OB2＝（－n）2＋（－2n）2＝5n2　　点Oを中心に回転させたときに
△OBD，△OACが通過する部分はそれぞれOB，OAを半径とす
る円であるので，OB2×π－OA2×π＝（5n2－5m2）π　　（1）か 
らn＝－5mなので，（5n2－5m2）π＝｛5×（－5m）2－5m2｝π＝120 
m2π　　これが24πとなるのだから，120m2π＝24π　

　120m2＝24　　m2＝
1
5 　　m＝ 1

√ 5 ＝
√ 5 
5

第六問　（平面図形－証明，円の性質，相似，辺の比，面積）
問1　△PBCと△PADにおいて，同じ弧に対する円周角は等しいから，∠PBC＝∠PAD，∠PCB＝
∠PDA　　2組の角がそれぞれ等しいので，△PBC∽△PAD
問2　BD＝6だから，PD＝xとするときPB＝6－x　　△PBC∽△PADなので対応する辺の比は等しい。
よって，PA：PB＝PD：PC＝x：PC　　比例式では内項の積と外項の積は等しいから，PA×PC＝
PB×PD＝x（6－x）　　よって，8＝x（6－x）　　8＝6x－x2　　x2－6x＋8＝0　　（x－2）（x－4）＝0 
PB＞PDなので，PD＝x＝2
　（1）　（ア）に入るxの式は，6－x　　（イ）に入るxの式は，x　　（ウ）に入るxの式は，x（6－x）
　（2）　（エ）に入る値は，2
問3　△PBC∽△PADから，PA：PB＝PD：PC　　PB×PD＝PA×PC＝

8　　PD＝2なので，2×PB＝8　　PB＝4　　BD＝PB＋PD＝6…① 
よって，BDはこの円の直径である。直径に対する円周角は直角だ
から，∠BAD＝90°…②　　三角形の内角の二等分線は向かい合う
辺を，その角を作る2辺の比に分けるので，AB：AD＝PB：PD＝2：
1　　よって，AD＝xとするとAB＝2x…③　　①，②，③のことか
ら，△ABDで三平方の定理を用いると，（2x）2＋x2＝62　　5x2＝36

　x＞0だから，AD＝x＝ 36
5 ＝

6
√ 5 ＝

6√ 5 
5

問4　AB＝2x＝12√ 5 
5 　　同じ弧に対する円周角は等しいから，∠BDC＝∠BAC，∠DBC＝∠DAC

　∠BAC＝∠DACなので，∠BDC＝∠BDC　　BDが直径であることから，∠BCD＝90°　　よって， 

△CBDは直角二等辺三角形であり，CB：CD：BD＝1：1：√ 2 　　よって，CB＝CD＝
6
√ 2 ＝

6√ 2 
2 ＝

　3√ 2 　　したがって，四角形ABCDの周の長さは，12√ 5 
5 ＋3√ 2 ＋3√ 2 ＋6√ 5 

5 ＝18√ 5 
5 ＋6√ 2 

★ワンポイントアドバイス★

第二問の問2（3）は，1個，2個，3個，…ずつのグループと考えるといい。第四問の 
問2（3）は，三角錐の体積を2通りに表す。第五問の問3は，底辺と高さをどう見るか
をつかむ。
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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　ジェシカ：知らせを聞いた？　とても悲しい。／ミズキ：私も。ア何と言ったらいいのかわか
らない。　〈疑問詞＋to不定詞〉「…するべき～」という意味。ア what to say で「何と言うべき 
か」という意味。I don’t know what to say. で「何と言ったらいいのかわからない」という意
味になる。　イ「誰に言うべきか」　ウ「どこでするべきか」　エ「いつするべきか」

2　ミア：すみません。駅までの道をイ教えてもらえますか？／ジュン：もちろん。4ブロック先ま
でまっすぐ行くと右手に見えてきます。　イ Could you ～? で「～してもらえますか」という
丁寧な依頼表現。tell には「教える」という意味もあるのでイは「私に教えてもらえますか？」
という意味になる。　ア May I speak to ～? は電話表現で「～さんはいらっしゃいますか？」
の意味。　ウ「どうしてわかったの？」　エ「あなたに見せましょうか」

3　パット：気分が悪い。／ハヤト：アどうしたの？　具合が悪そうだね。　ア What’s wrong? で 
「どうしたの？」意味。　イ「気分はどう？」　ウ「あなたは元気だ」　エ「初めまして」

4　エミリー：ジュースはウいかが？／ジャック：あぁ，ありがとう。とても喉が渇いている。
　ウ Would you like ～? は「～はいかが？」の意味。I would like ～ は I want ～ の丁寧表現
になり，その疑問文に形になる。　ア「～しましょうか」　イ How about の後に不定詞は続か
ない。…ing の動名詞。How about …ing? で「…するのはどうでしょう」の意味。　エ「私は
～が欲しいですか」という意味だが不自然な表現。

5　オノ先生：教科書を見てください。浜松市は仙台市のエ2倍の大きさです。／ケンタ：わぁ！　
それは知らなかった。　the size of Sendai City で「仙台市の大きさ」。これの2倍ということな
ので twice the size of Sendai City という形になる。エ twice the size が正しい形。

第三問　（長文読解問題・スピーチ文：語形変化，語句整序，内容把握，要旨把握，内容正誤判断）
（全訳）　みなさん，こんにちは。ここに①お招きくださりありがとう。
私の名前は小林太郎です。私は10年以上前にこの高校を卒業しました。今日はジャイカで過ごし
た時間のことをお話ししようと思います。私はジャイカで働き2年間をインドで過ごし，昨年日本
に帰国しました。高校の後，私は東北大学で工学を②勉強しました。③それから私は東京にある橋
を建設する会社で5年間働きました。
東京で働いている間，私はよくインドカレーレストランに昼食を食べに行っていました。私はそ

第一問 リスニングテスト解答省略
第二問 1　ア　　2　イ　　3　ア　　4　ウ　　5　エ
第三問  問1　①　inviting　　②　studied　　問2　③　（Then I worked at） a company 

making bridges for （five years in Tokyo.）　　問3　エ　　問4　1　イ　　2　オ
 3　ウ　　4　エ　　問5　He got interested in Indian culture.　　問6　エ，オ
第四問 問1　①　オ　　問2　②　外国にも多くの日本庭園があるこということ。
  問3　③　ウ　　問4　④　since　　⑥　spring　　問5　（He built） it just like a 

garden built by Ieyasu Tokugawa.　　問6　Four countries do.　　問7　イ，オ
第五問 問1　（1）　No （, they） won’t.　　（2）　（It is $） 270.
 問2　I want to go fishing at the lake during my free time because I like fishing.

＜英語解答＞
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このシェフと友達になりました。ある日，彼は彼の故郷のことを私に話してくれました。インドの
彼の故郷の町はとても貧しいのだと言っていました。学校までとても長い距離を歩かなくてはなら
ず，彼の友人の多くは小さい頃に学校を辞めてしまいました。彼は14歳の時に学校を辞めなければ
ならなくなりました。彼は両親のレストランで働き始めました。彼の町の近くには川があったが，
橋はなかったので都市に行くのは難しかったのです。人々は病気になったり，買い物に行く時には
とても困りました。彼の友人や家族はとても厳しい生活を送っていたのだと思い，インドの人たち
を助けたいと思いました。私はジャイカのボランティアをすることを決意しました。
私がインドに行った時，私の友人の町には行きませんでした。ジャイカは別の町で橋を建設する

ためにそこに私を派遣しました。私は少し悲しい気持ちになりましたが，その町の人たちもまた本
当に橋を必要としていました。彼らも，私の友人の家族が抱えていたのと同じ問題を抱えていたの
です。私は彼らの問題を聞き，それから彼らのためにどのように橋を建設できるかを考えました。
私はインド人にどのように橋を建設するのかということも教えました。そうすれば将来彼らは他の
国々の援助なしに自分たちで橋を建設できるようになる。橋が完成した後，彼らは私に言いました。
「どうもありがとうございます！　これで生活がもっと楽になります！」④私はとても嬉しくなりま
した。
インドでの経験を通して，私は発展途上国の人たちを支援することはとても大切であるというこ
とを学びました。その町で私はたくさんの友人を作り，インドの文化についてもたくさん学びまし
た。私はそれに興味を持ちました。英語でのコミュニケーションが私にとってインドでの最も難し
いことの1つでした。みなさん，英語を一生懸命勉強することを忘れないでください。あなたの将
来にとても大切なことです。
問1　①　Thank you for …ing で「…してくれてありがとう」の意味なるので inviting という形
にする。この …ing は動名詞。前置詞 for の後なので動名詞になっている。　②「東北大学で勉
強した」のは過去のことなので過去形 studied にする。スペルに注意。

問2　I worked at a company making bridges for five years　work at ～ で「～で働く」の意 
味。a company making bridges で「橋を建設する会社」という意味。この making は形容詞
用法の現在分詞で making bridges が a company を修飾している。for は期間を表す前置詞な
ので for five years で「5年間」の意味になる。

問3　ア「人々はとても貧しく，学校に行くには長時間歩かなければならなかった」第3段落第4，5
文に一致。　イ「多くの生徒が小さい頃に学校を諦めなくてはならなかった」第3段落第5文に一 
致。　ウ「そこには橋がなく，人々の生活を困難にしていた」第3段落第8～10文に一致。
　○エ「その町は川から遠かったので，医者に診てもらうのが大変だった」第3段落第8文で near 

the river とあるので不一致。
問4　「太郎がジャイカで働いている間，彼はインドの人たちの話を聞き，橋を建設する最善の

（1）イ方法を考えた。彼は橋建設の技術も（2）オ教えた。橋建設の後，彼らは大変（3）ウ感謝してくれ 
た。彼らの生活は以前（4）エよりも良くなった」　（1）　ア the way to ～ で「～の方法」の意味。 
the best way では「最善の方法」ということ。イ way を入れる。　（2）　主語 He の後に置かれ 
る動詞が入る。目的語が the skill  「技術」なのでオ taught を入れ「橋建設の技術を教える」と 
いう意味にする。　（3）　橋建設が終わり町の人に感謝されたという意味にするため，ウ thanked 
を入れる。〈thank ＋人〉で「人に感謝する」の意味。　（4）　than が続くことから比較級が入る
とわかる。橋ができて生活が良くなったのでエ better を入れる。

問5　「インドでは太郎は何に興味を持ったのですか？」最終段落第3文参照。I got interested in 
it.  「それに興味を持った」とある。この it は前文の Indian culture を指す。主語は He に変え 
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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　ジェシカ：知らせを聞いた？　とても悲しい。／ミズキ：私も。ア何と言ったらいいのかわか
らない。　〈疑問詞＋to不定詞〉「…するべき～」という意味。ア what to say で「何と言うべき 
か」という意味。I don’t know what to say. で「何と言ったらいいのかわからない」という意
味になる。　イ「誰に言うべきか」　ウ「どこでするべきか」　エ「いつするべきか」

2　ミア：すみません。駅までの道をイ教えてもらえますか？／ジュン：もちろん。4ブロック先ま
でまっすぐ行くと右手に見えてきます。　イ Could you ～? で「～してもらえますか」という
丁寧な依頼表現。tell には「教える」という意味もあるのでイは「私に教えてもらえますか？」
という意味になる。　ア May I speak to ～? は電話表現で「～さんはいらっしゃいますか？」
の意味。　ウ「どうしてわかったの？」　エ「あなたに見せましょうか」

3　パット：気分が悪い。／ハヤト：アどうしたの？　具合が悪そうだね。　ア What’s wrong? で 
「どうしたの？」意味。　イ「気分はどう？」　ウ「あなたは元気だ」　エ「初めまして」

4　エミリー：ジュースはウいかが？／ジャック：あぁ，ありがとう。とても喉が渇いている。
　ウ Would you like ～? は「～はいかが？」の意味。I would like ～ は I want ～ の丁寧表現
になり，その疑問文に形になる。　ア「～しましょうか」　イ How about の後に不定詞は続か
ない。…ing の動名詞。How about …ing? で「…するのはどうでしょう」の意味。　エ「私は
～が欲しいですか」という意味だが不自然な表現。

5　オノ先生：教科書を見てください。浜松市は仙台市のエ2倍の大きさです。／ケンタ：わぁ！　
それは知らなかった。　the size of Sendai City で「仙台市の大きさ」。これの2倍ということな
ので twice the size of Sendai City という形になる。エ twice the size が正しい形。

第三問　（長文読解問題・スピーチ文：語形変化，語句整序，内容把握，要旨把握，内容正誤判断）
（全訳）　みなさん，こんにちは。ここに①お招きくださりありがとう。
私の名前は小林太郎です。私は10年以上前にこの高校を卒業しました。今日はジャイカで過ごし
た時間のことをお話ししようと思います。私はジャイカで働き2年間をインドで過ごし，昨年日本
に帰国しました。高校の後，私は東北大学で工学を②勉強しました。③それから私は東京にある橋
を建設する会社で5年間働きました。
東京で働いている間，私はよくインドカレーレストランに昼食を食べに行っていました。私はそ

第一問 リスニングテスト解答省略
第二問 1　ア　　2　イ　　3　ア　　4　ウ　　5　エ
第三問  問1　①　inviting　　②　studied　　問2　③　（Then I worked at） a company 

making bridges for （five years in Tokyo.）　　問3　エ　　問4　1　イ　　2　オ
 3　ウ　　4　エ　　問5　He got interested in Indian culture.　　問6　エ，オ
第四問 問1　①　オ　　問2　②　外国にも多くの日本庭園があるこということ。
  問3　③　ウ　　問4　④　since　　⑥　spring　　問5　（He built） it just like a 

garden built by Ieyasu Tokugawa.　　問6　Four countries do.　　問7　イ，オ
第五問 問1　（1）　No （, they） won’t.　　（2）　（It is $） 270.
 問2　I want to go fishing at the lake during my free time because I like fishing.

＜英語解答＞
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このシェフと友達になりました。ある日，彼は彼の故郷のことを私に話してくれました。インドの
彼の故郷の町はとても貧しいのだと言っていました。学校までとても長い距離を歩かなくてはなら
ず，彼の友人の多くは小さい頃に学校を辞めてしまいました。彼は14歳の時に学校を辞めなければ
ならなくなりました。彼は両親のレストランで働き始めました。彼の町の近くには川があったが，
橋はなかったので都市に行くのは難しかったのです。人々は病気になったり，買い物に行く時には
とても困りました。彼の友人や家族はとても厳しい生活を送っていたのだと思い，インドの人たち
を助けたいと思いました。私はジャイカのボランティアをすることを決意しました。
私がインドに行った時，私の友人の町には行きませんでした。ジャイカは別の町で橋を建設する

ためにそこに私を派遣しました。私は少し悲しい気持ちになりましたが，その町の人たちもまた本
当に橋を必要としていました。彼らも，私の友人の家族が抱えていたのと同じ問題を抱えていたの
です。私は彼らの問題を聞き，それから彼らのためにどのように橋を建設できるかを考えました。
私はインド人にどのように橋を建設するのかということも教えました。そうすれば将来彼らは他の
国々の援助なしに自分たちで橋を建設できるようになる。橋が完成した後，彼らは私に言いました。
「どうもありがとうございます！　これで生活がもっと楽になります！」④私はとても嬉しくなりま
した。
インドでの経験を通して，私は発展途上国の人たちを支援することはとても大切であるというこ
とを学びました。その町で私はたくさんの友人を作り，インドの文化についてもたくさん学びまし
た。私はそれに興味を持ちました。英語でのコミュニケーションが私にとってインドでの最も難し
いことの1つでした。みなさん，英語を一生懸命勉強することを忘れないでください。あなたの将
来にとても大切なことです。
問1　①　Thank you for …ing で「…してくれてありがとう」の意味なるので inviting という形
にする。この …ing は動名詞。前置詞 for の後なので動名詞になっている。　②「東北大学で勉
強した」のは過去のことなので過去形 studied にする。スペルに注意。

問2　I worked at a company making bridges for five years　work at ～ で「～で働く」の意 
味。a company making bridges で「橋を建設する会社」という意味。この making は形容詞
用法の現在分詞で making bridges が a company を修飾している。for は期間を表す前置詞な
ので for five years で「5年間」の意味になる。

問3　ア「人々はとても貧しく，学校に行くには長時間歩かなければならなかった」第3段落第4，5
文に一致。　イ「多くの生徒が小さい頃に学校を諦めなくてはならなかった」第3段落第5文に一 
致。　ウ「そこには橋がなく，人々の生活を困難にしていた」第3段落第8～10文に一致。
　○エ「その町は川から遠かったので，医者に診てもらうのが大変だった」第3段落第8文で near 

the river とあるので不一致。
問4　「太郎がジャイカで働いている間，彼はインドの人たちの話を聞き，橋を建設する最善の

（1）イ方法を考えた。彼は橋建設の技術も（2）オ教えた。橋建設の後，彼らは大変（3）ウ感謝してくれ 
た。彼らの生活は以前（4）エよりも良くなった」　（1）　ア the way to ～ で「～の方法」の意味。 
the best way では「最善の方法」ということ。イ way を入れる。　（2）　主語 He の後に置かれ 
る動詞が入る。目的語が the skill  「技術」なのでオ taught を入れ「橋建設の技術を教える」と 
いう意味にする。　（3）　橋建設が終わり町の人に感謝されたという意味にするため，ウ thanked 
を入れる。〈thank ＋人〉で「人に感謝する」の意味。　（4）　than が続くことから比較級が入る
とわかる。橋ができて生活が良くなったのでエ better を入れる。

問5　「インドでは太郎は何に興味を持ったのですか？」最終段落第3文参照。I got interested in 
it.  「それに興味を持った」とある。この it は前文の Indian culture を指す。主語は He に変え 
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He got interested in Indian culture. とする。
問6　ア「太郎は高校生の時にジャイカでボランティアをしたかった」（×）　第3段落最終文参照。
ジャイカでボランティアをする決意をしたのは会社で働き出してからなので不一致。　イ「イン
ドカレーレストランのシェフはインドの彼の故郷の町を助けてくれるよう頼んだ」（×）　そのよ
うな記述はない。シェフは故郷の話をしただけである。　ウ「太郎は彼の友人の町に行き，たく
さんの橋を作ることができた」（×）　第4段落最初の文参照。友人の町には行かなかったとある
ので不一致。　エ「太郎は自分の経験を通して発展途上国を支援することの重要性を学んだ」 
（○）　最終段落最初の文に一致。　オ「インドで英語でコミュニケーションを取るのは太郎にと
って難しいことだった」（○）　最終段落最後から3文目に一致。

第四問　（長文読解問題・説明文：文整序，内容把握，適文選択補充，適語補充，語句整序，内容
正誤判断）
（全訳）　私は日本庭園に大変興味がある。私はそれらをとても美しいと思うし，とても落ち着く。
時間があれば私は仙台にある輪王寺の庭園を訪れるのが好きだ。輪王寺の庭園は江戸時代初期1630
年ごろに造られた。そこは美しい紅葉があることで有名である。庭園に入るには300円かかるが，
私は最低でも月に1度は訪れる。
日本庭園には長い歴史がある。現在のほとんどの庭園は歩ける小道があるか岩で造られた庭園で
ある。石庭はしばしば寺院で見ることができる。日本庭園と西洋庭園の違いは何だろうか？　ほと
んどの日本庭園には松の木，かえでの木，岩があり，小川や橋があることもある。①c雪で覆われた
木々や岩は見た目も美しい。a木々や岩の代わりに，西洋庭園にはたくさんの花がある。b特に暖か
い季節にはたくさんの色彩を楽しむことができる。しかしながら，冬に西洋庭園を訪れる人はほと
んどいない。
外国にもたくさんの日本庭園がある。②このことを知った時，私はとても驚いた！　30か国以上

の国に日本庭園がある。これらの多くの都市は日本と姉妹都市になっており，姉妹都市を忘れない
ように庭園を造ったのだ。たとえば，テキサスのフォートワースと新潟の長岡は姉妹都市である。
長岡の男性が1973年に完成したフォートワースの日本庭園を造った。見るのに5ドル，約510円かか
るにもかかわらず，今ではとても人気がある。そこで結婚式を挙げることもできる。

③仙台も姉妹都市の1つに庭園を造った。ミンスク，ベラルーシにも仙台公立公園という名前の日
本庭園がある。仙台とミンスクは1973年④から姉妹都市で，この庭園は2つの都市の友好関係を強
くするために2002年に造られた。そこには桜の木や竹橋がある。ミンスクのチームが毎年仙台国際
ハーフマラソン大会で走りにやって来る。本当の意味で国際的なのだ。
外国に日本庭園を造ることで有名な日本人男性の1人に中島健がいる。彼は1914～2000年まで生
きていた。彼はアメリカ，カナダ，ロシア，オーストラリアに20以上の庭園を造ってきた。1977年
に彼がオーストラリアに造った庭園はカウラ日本庭園と呼ばれている。⑤彼はそれをまるで徳川家
康が造ったような庭園に造った。カウラ日本庭園には岩，松の木，水，橋，かえでの木と日本風の 
建物がある。この庭園では桜祭りがある―9月に！　オーストラリアでは9月が⑥春になるのだ。庭
園に入るには15ドル，約1200円かかる。
いつか世界の日本庭園を訪れることができることを望んでいる。輪王寺よりも美しい庭園を見て
みたいと思っている。
問1　全訳参照。日本庭園は雪に覆われても美しい。西洋庭園にはたくさんの花があり暖かい季節
にはたくさんの色彩を楽しむことができる。という流れにする。オが正解。
問2　this は直前に書かれている内容を指す。ここでは前文の内容になるのでそれを日本語にまと
める。外国にも多くの日本庭園があるということ。
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問3　姉妹都市関係にある都市に日本庭園を造るという流れの中で，ミンスクやベラルーシに仙台
公立公園という名の庭園があるとつながっていくので，ウ「仙台も姉妹都市の1つに庭園を造っ 
た」が適当。　ア「仙台は美しい景色の庭園を造る予定だ」　イ「外国には石庭もある」　エ「フ
ォートワースは仙台の唯一の姉妹都市ではない」
問4　④「1973年から」という意味にするため since を入れる。　⑥　9月に桜祭りがあるというこ
とは9月がオーストラリアの春なのだと判断できる。spring  「春」を入れる。

問5　He built it just like a garden built by Ieyasu Tokugawa.  「彼はそれをまるで徳川家康が
造った庭園のように造った」　just like ～「まるで～のように」の意味。just は like を強調。
built は形容詞用法の過去分詞で，built by Ieyasu Tokugawa がひとまとまりで a garden を修
飾している形の文。
問6　「中島健によって造られた日本庭園は何か国にありますか？」第5段落第3文で，アメリカ，
カナダ，ロシア，オーストラリアに造ったとあるので4か国。質問文が How many foreign 
countries have ～? なので答え方は Four countries do. となる。この do は have Japanese 
garden built by Ken Nakajima を指す。
問7　ア「ジュンイチは約200年前に造られた輪王寺の庭園を見るのが好きである」（×）　第1段落
第4文参照。1630年に造られているので不一致。　イ「岩を使って造られた日本庭園もある」（○）
第2段落第2文に一致。　ウ「新潟の日本庭園で結婚式を挙げることができる」（×）　第3段落最
終文参照。この文の there はフォートワースにある日本庭園を指す。　エ「ベラルーシには日本
庭園は1つもない」（×）　第4段落空所後の文参照。ベラルーシに庭園があるとわかるので不一致。 
オ「輪王寺の庭園に入るのは，フォートワースの庭園に入るよりも高くない」（○）　第1段落最
終文参照。輪王寺の庭園は300円。第3段落最後から2文目参照。フォートワースの庭園は5ドル，
約510円なので一致。　カ「中島健はカウラ日本庭園を造ったが，入るのに300円かかる」（×）　
第3段落最後から2文目参照。5ドル，510円なので不一致。

第五問　（読解問題・資料読解：内容把握，英作文）
（全訳）　3月キャンプ
我々のキャンプの敷地には2km2の森林があります。湖を見ることができる5kmのハイキングコース
があります。広大な遊び場や森林ゲームをする場所もあります。カヌー，ロッククライミング，魚
釣りなどを含むたくさんの活動をすることができます。
中学生：日時　2017年3月20日～3月27日　　代金　210ドル
高校生：日時　2017年3月24日～3月28日　　代金　280ドル
※2月15日までの申し込みでこれらのキャンプは10ドル割引
スケジュール
6：00起床　　7：00朝食　　9：00ハイキング　　12：00昼食　　13：00自由時間
14：00キャンプ活動　　17：30夕食　　19：00キャンプゲーム　　20：00キャンプファイヤー
22：00就寝
※10時PM～7時AMは活動無し　　※携帯電話持ち込み禁止
問1　（1）　「人々は朝食前にハイキングを楽しみますか？」スケジュール参照。ハイキングは9時か
らで朝食の後だとわかるので，答えは No, they won’t. になる。people は they で受けること。
Will ～? と未来形で聞かれているので won’t とすることに注意。

　（2）　「もし1月31日に申し込みをしたら，高校生のキャンプに行くのにいくらかかりますか？」
高校生の代金は280ドルだが，2月15日までに申し込めば10ドル割引になるので270ドルになる。
270と入れる。
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He got interested in Indian culture. とする。
問6　ア「太郎は高校生の時にジャイカでボランティアをしたかった」（×）　第3段落最終文参照。
ジャイカでボランティアをする決意をしたのは会社で働き出してからなので不一致。　イ「イン
ドカレーレストランのシェフはインドの彼の故郷の町を助けてくれるよう頼んだ」（×）　そのよ
うな記述はない。シェフは故郷の話をしただけである。　ウ「太郎は彼の友人の町に行き，たく
さんの橋を作ることができた」（×）　第4段落最初の文参照。友人の町には行かなかったとある
ので不一致。　エ「太郎は自分の経験を通して発展途上国を支援することの重要性を学んだ」 
（○）　最終段落最初の文に一致。　オ「インドで英語でコミュニケーションを取るのは太郎にと
って難しいことだった」（○）　最終段落最後から3文目に一致。

第四問　（長文読解問題・説明文：文整序，内容把握，適文選択補充，適語補充，語句整序，内容
正誤判断）
（全訳）　私は日本庭園に大変興味がある。私はそれらをとても美しいと思うし，とても落ち着く。
時間があれば私は仙台にある輪王寺の庭園を訪れるのが好きだ。輪王寺の庭園は江戸時代初期1630
年ごろに造られた。そこは美しい紅葉があることで有名である。庭園に入るには300円かかるが，
私は最低でも月に1度は訪れる。
日本庭園には長い歴史がある。現在のほとんどの庭園は歩ける小道があるか岩で造られた庭園で
ある。石庭はしばしば寺院で見ることができる。日本庭園と西洋庭園の違いは何だろうか？　ほと
んどの日本庭園には松の木，かえでの木，岩があり，小川や橋があることもある。①c雪で覆われた
木々や岩は見た目も美しい。a木々や岩の代わりに，西洋庭園にはたくさんの花がある。b特に暖か
い季節にはたくさんの色彩を楽しむことができる。しかしながら，冬に西洋庭園を訪れる人はほと
んどいない。
外国にもたくさんの日本庭園がある。②このことを知った時，私はとても驚いた！　30か国以上
の国に日本庭園がある。これらの多くの都市は日本と姉妹都市になっており，姉妹都市を忘れない
ように庭園を造ったのだ。たとえば，テキサスのフォートワースと新潟の長岡は姉妹都市である。
長岡の男性が1973年に完成したフォートワースの日本庭園を造った。見るのに5ドル，約510円かか
るにもかかわらず，今ではとても人気がある。そこで結婚式を挙げることもできる。

③仙台も姉妹都市の1つに庭園を造った。ミンスク，ベラルーシにも仙台公立公園という名前の日
本庭園がある。仙台とミンスクは1973年④から姉妹都市で，この庭園は2つの都市の友好関係を強
くするために2002年に造られた。そこには桜の木や竹橋がある。ミンスクのチームが毎年仙台国際
ハーフマラソン大会で走りにやって来る。本当の意味で国際的なのだ。
外国に日本庭園を造ることで有名な日本人男性の1人に中島健がいる。彼は1914～2000年まで生
きていた。彼はアメリカ，カナダ，ロシア，オーストラリアに20以上の庭園を造ってきた。1977年
に彼がオーストラリアに造った庭園はカウラ日本庭園と呼ばれている。⑤彼はそれをまるで徳川家
康が造ったような庭園に造った。カウラ日本庭園には岩，松の木，水，橋，かえでの木と日本風の 
建物がある。この庭園では桜祭りがある―9月に！　オーストラリアでは9月が⑥春になるのだ。庭
園に入るには15ドル，約1200円かかる。
いつか世界の日本庭園を訪れることができることを望んでいる。輪王寺よりも美しい庭園を見て
みたいと思っている。
問1　全訳参照。日本庭園は雪に覆われても美しい。西洋庭園にはたくさんの花があり暖かい季節
にはたくさんの色彩を楽しむことができる。という流れにする。オが正解。
問2　this は直前に書かれている内容を指す。ここでは前文の内容になるのでそれを日本語にまと
める。外国にも多くの日本庭園があるということ。
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問3　姉妹都市関係にある都市に日本庭園を造るという流れの中で，ミンスクやベラルーシに仙台
公立公園という名の庭園があるとつながっていくので，ウ「仙台も姉妹都市の1つに庭園を造っ 
た」が適当。　ア「仙台は美しい景色の庭園を造る予定だ」　イ「外国には石庭もある」　エ「フ
ォートワースは仙台の唯一の姉妹都市ではない」
問4　④「1973年から」という意味にするため since を入れる。　⑥　9月に桜祭りがあるというこ
とは9月がオーストラリアの春なのだと判断できる。spring  「春」を入れる。

問5　He built it just like a garden built by Ieyasu Tokugawa.  「彼はそれをまるで徳川家康が
造った庭園のように造った」　just like ～「まるで～のように」の意味。just は like を強調。
built は形容詞用法の過去分詞で，built by Ieyasu Tokugawa がひとまとまりで a garden を修
飾している形の文。
問6　「中島健によって造られた日本庭園は何か国にありますか？」第5段落第3文で，アメリカ，
カナダ，ロシア，オーストラリアに造ったとあるので4か国。質問文が How many foreign 
countries have ～? なので答え方は Four countries do. となる。この do は have Japanese 
garden built by Ken Nakajima を指す。
問7　ア「ジュンイチは約200年前に造られた輪王寺の庭園を見るのが好きである」（×）　第1段落
第4文参照。1630年に造られているので不一致。　イ「岩を使って造られた日本庭園もある」（○）
第2段落第2文に一致。　ウ「新潟の日本庭園で結婚式を挙げることができる」（×）　第3段落最
終文参照。この文の there はフォートワースにある日本庭園を指す。　エ「ベラルーシには日本
庭園は1つもない」（×）　第4段落空所後の文参照。ベラルーシに庭園があるとわかるので不一致。 
オ「輪王寺の庭園に入るのは，フォートワースの庭園に入るよりも高くない」（○）　第1段落最
終文参照。輪王寺の庭園は300円。第3段落最後から2文目参照。フォートワースの庭園は5ドル，
約510円なので一致。　カ「中島健はカウラ日本庭園を造ったが，入るのに300円かかる」（×）　
第3段落最後から2文目参照。5ドル，510円なので不一致。

第五問　（読解問題・資料読解：内容把握，英作文）
（全訳）　3月キャンプ
我々のキャンプの敷地には2km2の森林があります。湖を見ることができる5kmのハイキングコース
があります。広大な遊び場や森林ゲームをする場所もあります。カヌー，ロッククライミング，魚
釣りなどを含むたくさんの活動をすることができます。
中学生：日時　2017年3月20日～3月27日　　代金　210ドル
高校生：日時　2017年3月24日～3月28日　　代金　280ドル
※2月15日までの申し込みでこれらのキャンプは10ドル割引
スケジュール
6：00起床　　7：00朝食　　9：00ハイキング　　12：00昼食　　13：00自由時間
14：00キャンプ活動　　17：30夕食　　19：00キャンプゲーム　　20：00キャンプファイヤー
22：00就寝
※10時PM～7時AMは活動無し　　※携帯電話持ち込み禁止
問1　（1）　「人々は朝食前にハイキングを楽しみますか？」スケジュール参照。ハイキングは9時か
らで朝食の後だとわかるので，答えは No, they won’t. になる。people は they で受けること。
Will ～? と未来形で聞かれているので won’t とすることに注意。

　（2）　「もし1月31日に申し込みをしたら，高校生のキャンプに行くのにいくらかかりますか？」
高校生の代金は280ドルだが，2月15日までに申し込めば10ドル割引になるので270ドルになる。
270と入れる。
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問2　「このキャンプでの自由時間にあなたは何をしたいですか？」という意味。まず何をしたいか
を具体的に表現してから，理由を述べる文を接続詞でつなげて1文にする。自由時間にできるア
クティビティーは canoeing，rock-climbing，fishing なのでこの中から選ぶとよい。I want 
to go canoeing ［rock-climbing, fishing］ という形の文を作り，理由を表す文をつなげよう。
さらに canoeing ［fishing］ at the lake，in the forest，during my free time などの語句を入
れて工夫するとよりよい。
　例） I want to go fishing at the lake during my free time because I like fishing.
　「釣りが好きなので，自由時間には湖で釣りをしたい」
　I want to go to rock-climbing in the forest because I have never done that before.
　「以前にやったことがないので，林の中でロッククライミングをやってみたい」

＜理科解説＞
第一問　（小問集合－各分野の要点）
問1　地球の大気は，地面に接する下から順にエ→ウ→イ→アの順に重なっている。そのうち，地
面に接していて，雲ができ雨が降るのは，厚さ10km前後の対流圏である。
問2　圧力は，1m2あたりの力である。圧力を大きくするには，力のかかる面積を小さくすればよい。
アは，とがっている部分の面積が小さく，圧力が大きい。イ，ウ，エは，面積が大きくなってお
り，圧力を小さくしている。
問3　塩化ナトリウムのような固体が溶けている水溶液を選ぶと，イが当てはまる。アやウは気体
が溶けているので，蒸発皿に何も残らない。エはエタノールがすぐに気体になってしまい，やは
り蒸発皿に何も残らない。

第一問 問1　エ　　問2　ア　　問3　イ　　問4　ウ　　問5　ア，ウ
第二問 問1　③，④，⑧　　問2　変温動物　　問3　無セキツイ動物　　問4　イ　　問5　②
 問6　生態系　　問7　②
第三問 問1　C→B→A→D　　問2　60m　　問3　イ　　問4　示相化石　　問5　マグマ
 問6　カンラン石　　問7　等粒状組織　　問8　カ
第四問 1　問1　10cm3　　問2　7.9g/cm3　　問3　鉄　　問4　157.5g　　問5　5.83g/cm3

 2　 問1　電解質　　問2　①　O2　　②　H2　　問3　質量保存の法則　　問4　イ 
問5　2H2O→2H2＋O2

第五問 問1　30Ω　　問2　1.1A　　問3　15W　　問4　（1）と（3）　　問5　25Ω

 問6　
6
5 A　　問7　

140
17 Ω

＜理科解答＞

★ワンポイントアドバイス★

日本語では主語がなくても文が成立するが，英文では必ず主語と動詞が必要となる。
「主語と動詞が入った英文」という指示がなくても主語と動詞を意識して英文を作
るようにしよう。読解など英文を理解する時も主語と動詞は意識しよう。
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問4　組織に含まれる細胞が呼吸をして，二酸化炭素が出てくる。二酸化炭素は水に溶けて酸性を
示すので，BTB液は黄色になる。
問5　電池は，性質の異なる金属どうしを導線でつなぎ，電解質の水溶液にひたしたものである。
アやウは鉄でできているので，電池ができる。オは同じ金属なので電池にならない。イとエは金
属ではなく，電流が流れない。

第二問　（生物どうしのつながり－動物の分類，生態系）
問1　節足動物は，無セキツイ動物のうち，胴体や足に節があるグループであり，昆虫類や甲殻類，
クモ類などを含む。表の中では，④，⑧の昆虫のほか，③が当てはまる。
問2　哺乳類と鳥類だけは，周囲の温度が変わっても体温が変わらない恒温動物である。そのほか
の動物は，周囲の温度に合わせて体温が変わる変温動物である。
問3　背骨を中心とする内骨格系をもつ動物のグループをセキツイ動物といい，それ以外の動物を
まとめて無セキツイ動物という。節足動物や軟体動物は，無セキツイ動物のなかのグループであ
る。
問4　節足動物のからだは外骨格におおわれており，からだや足に節がある。なお，外とう膜は，
イカやタコなど軟体動物のからだをおおうものである。
問5　炭素の流れには，タンパク質などの有機物の流れと，二酸化炭素など無機物の流れがある。 
ア，イ，オは二酸化炭素の流れである。ウの食物連鎖や，エの死がいや排出物は，有機物の流れ
である。
問6　生息するすべての動物や植物だけでなく，それをとりまく環境の中での物質の循環を大まと
めにした考え方が生態系である。
問7　草食動物が急に増えると，草食動物に食べられる植物は減少する。また，エサが増える肉食
動物は増加する。これを表した図は②である。

第三問　（地層と岩石－地質柱状図）
問1　問題文の通り，地層の逆転はないので，地層は下から順に堆積している。よって，地点Ⅱの
図より，Cが古くBが新しい。地点Ⅲの図より，BよりもA，さらにDが新しい。
問2　この地域の地層は湾曲していないとの条件から，水平な層だと考える。地点Ⅱと地点Ⅲで，
同じB層の地表からの深さが5mちがうので，地点Ⅲは地点Ⅱよりも5m標高が高い。よって，地点
Ⅲの標高は，55＋5＝60mである。
問3・問4　サンゴは，地層ができた当時の環境を知ることができる示相化石である。サンゴ化石を
含む地層ができた当時，温暖できれいな浅い海底だったことがわかる。
問5　固体の岩石が融けて，液体となったものがマグマである。
問6　火成岩をつくる代表的な鉱物のうち，黄緑色のものはカンラン石である。カンラン石は，玄
武岩や斑れい岩などに多く含まれる。
問7　マグマが冷え固まった岩石のうち，マグマが地下深くでゆっくり冷え，鉱物が大きく成長し
たグループを，深成岩という。深成岩を顕微鏡で見ると，等粒状組織をしている。
問8　暗い色で短い柱状の鉱物は輝石，白色や灰色の鉱物は長石である。カンラン石，輝石，長石
からできていて，等粒状組織をしているのは，斑れい岩である。

第四問　（電気分解とイオン－物質の密度，水の電気分解）
1.　問1　図でメスシリンダーの目盛りを読むと60.0mLである。はじめに入っていた水は50mLなの
で，金属の体積は60－50＝10mL，つまり，10cm3である。

問2　密度は，1cm3あたりの質量である。問題の金属の質量が79gで，体積が10cm3だから，その密
度は79g÷10cm3＝7.9g/cm3である。
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問2　「このキャンプでの自由時間にあなたは何をしたいですか？」という意味。まず何をしたいか
を具体的に表現してから，理由を述べる文を接続詞でつなげて1文にする。自由時間にできるア
クティビティーは canoeing，rock-climbing，fishing なのでこの中から選ぶとよい。I want 
to go canoeing ［rock-climbing, fishing］ という形の文を作り，理由を表す文をつなげよう。
さらに canoeing ［fishing］ at the lake，in the forest，during my free time などの語句を入
れて工夫するとよりよい。
　例） I want to go fishing at the lake during my free time because I like fishing.
　「釣りが好きなので，自由時間には湖で釣りをしたい」
　I want to go to rock-climbing in the forest because I have never done that before.
　「以前にやったことがないので，林の中でロッククライミングをやってみたい」

＜理科解説＞
第一問　（小問集合－各分野の要点）
問1　地球の大気は，地面に接する下から順にエ→ウ→イ→アの順に重なっている。そのうち，地
面に接していて，雲ができ雨が降るのは，厚さ10km前後の対流圏である。
問2　圧力は，1m2あたりの力である。圧力を大きくするには，力のかかる面積を小さくすればよい。
アは，とがっている部分の面積が小さく，圧力が大きい。イ，ウ，エは，面積が大きくなってお
り，圧力を小さくしている。
問3　塩化ナトリウムのような固体が溶けている水溶液を選ぶと，イが当てはまる。アやウは気体
が溶けているので，蒸発皿に何も残らない。エはエタノールがすぐに気体になってしまい，やは
り蒸発皿に何も残らない。

第一問 問1　エ　　問2　ア　　問3　イ　　問4　ウ　　問5　ア，ウ
第二問 問1　③，④，⑧　　問2　変温動物　　問3　無セキツイ動物　　問4　イ　　問5　②
 問6　生態系　　問7　②
第三問 問1　C→B→A→D　　問2　60m　　問3　イ　　問4　示相化石　　問5　マグマ
 問6　カンラン石　　問7　等粒状組織　　問8　カ
第四問 1　問1　10cm3　　問2　7.9g/cm3　　問3　鉄　　問4　157.5g　　問5　5.83g/cm3

 2　 問1　電解質　　問2　①　O2　　②　H2　　問3　質量保存の法則　　問4　イ 
問5　2H2O→2H2＋O2

第五問 問1　30Ω　　問2　1.1A　　問3　15W　　問4　（1）と（3）　　問5　25Ω

 問6　
6
5 A　　問7　

140
17 Ω

＜理科解答＞

★ワンポイントアドバイス★

日本語では主語がなくても文が成立するが，英文では必ず主語と動詞が必要となる。
「主語と動詞が入った英文」という指示がなくても主語と動詞を意識して英文を作
るようにしよう。読解など英文を理解する時も主語と動詞は意識しよう。
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問4　組織に含まれる細胞が呼吸をして，二酸化炭素が出てくる。二酸化炭素は水に溶けて酸性を
示すので，BTB液は黄色になる。
問5　電池は，性質の異なる金属どうしを導線でつなぎ，電解質の水溶液にひたしたものである。
アやウは鉄でできているので，電池ができる。オは同じ金属なので電池にならない。イとエは金
属ではなく，電流が流れない。

第二問　（生物どうしのつながり－動物の分類，生態系）
問1　節足動物は，無セキツイ動物のうち，胴体や足に節があるグループであり，昆虫類や甲殻類，
クモ類などを含む。表の中では，④，⑧の昆虫のほか，③が当てはまる。
問2　哺乳類と鳥類だけは，周囲の温度が変わっても体温が変わらない恒温動物である。そのほか
の動物は，周囲の温度に合わせて体温が変わる変温動物である。
問3　背骨を中心とする内骨格系をもつ動物のグループをセキツイ動物といい，それ以外の動物を
まとめて無セキツイ動物という。節足動物や軟体動物は，無セキツイ動物のなかのグループであ
る。
問4　節足動物のからだは外骨格におおわれており，からだや足に節がある。なお，外とう膜は，
イカやタコなど軟体動物のからだをおおうものである。
問5　炭素の流れには，タンパク質などの有機物の流れと，二酸化炭素など無機物の流れがある。 
ア，イ，オは二酸化炭素の流れである。ウの食物連鎖や，エの死がいや排出物は，有機物の流れ
である。
問6　生息するすべての動物や植物だけでなく，それをとりまく環境の中での物質の循環を大まと
めにした考え方が生態系である。
問7　草食動物が急に増えると，草食動物に食べられる植物は減少する。また，エサが増える肉食
動物は増加する。これを表した図は②である。

第三問　（地層と岩石－地質柱状図）
問1　問題文の通り，地層の逆転はないので，地層は下から順に堆積している。よって，地点Ⅱの
図より，Cが古くBが新しい。地点Ⅲの図より，BよりもA，さらにDが新しい。
問2　この地域の地層は湾曲していないとの条件から，水平な層だと考える。地点Ⅱと地点Ⅲで，
同じB層の地表からの深さが5mちがうので，地点Ⅲは地点Ⅱよりも5m標高が高い。よって，地点
Ⅲの標高は，55＋5＝60mである。
問3・問4　サンゴは，地層ができた当時の環境を知ることができる示相化石である。サンゴ化石を
含む地層ができた当時，温暖できれいな浅い海底だったことがわかる。
問5　固体の岩石が融けて，液体となったものがマグマである。
問6　火成岩をつくる代表的な鉱物のうち，黄緑色のものはカンラン石である。カンラン石は，玄
武岩や斑れい岩などに多く含まれる。
問7　マグマが冷え固まった岩石のうち，マグマが地下深くでゆっくり冷え，鉱物が大きく成長し
たグループを，深成岩という。深成岩を顕微鏡で見ると，等粒状組織をしている。
問8　暗い色で短い柱状の鉱物は輝石，白色や灰色の鉱物は長石である。カンラン石，輝石，長石
からできていて，等粒状組織をしているのは，斑れい岩である。

第四問　（電気分解とイオン－物質の密度，水の電気分解）
1.　問1　図でメスシリンダーの目盛りを読むと60.0mLである。はじめに入っていた水は50mLなの
で，金属の体積は60－50＝10mL，つまり，10cm3である。

問2　密度は，1cm3あたりの質量である。問題の金属の質量が79gで，体積が10cm3だから，その密
度は79g÷10cm3＝7.9g/cm3である。
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問3　問2で求めた密度7.9g/cm3は，表では鉄とほぼ等しい。
問4　銀の密度は，表から10.5g/cm3，つまり，1cm3あたりの質量が10.5gである。これが15cm3あるの 
で，その質量は，10.5g/cm3×15cm3＝157.5gである。
問5　本問には，1：1の割合が，体積の割合なのか，質量の割合なのか書かれていないが，ここで
は体積の割合として考える。銅とアルミニウムを1cm3ずつ混ぜたとすると，表よりその質量は
8.96＋2.70＝11.66gである。この質量は，合計2cm3ぶんの質量なので，この合金の1cm3あたりの質
量は，11.66÷2＝5.83g/cm3となる。

2.　問1　純粋な水は電流を通さないので，電流を通しやすくするために，少量の水酸化ナトリウム
水溶液や硫酸などを混ぜる。このような水溶液は電流を流す水溶液，つまり電解質である。

問2　水の電気分解では，陽極に酸素，陰極に水素が，体積比で1：2の割合で発生する。
問3　電気分解も含め，化学反応では反応前後の質量の総和は変わらない。これは，質量保存の法
則とよばれる。
問4　発生した気体①と②の質量比が16：2だが，体積比は1：2なので，同じ体積どうしで比べると， 
（16÷1）：（2÷2）＝16：1である。同じ体積には同じ分子数が含まれるので，1分子当たりの質量
比も16：1である。
問5　水を電気分解すると，水素と酸素ができるので，化学式を並べるとH2O→H2＋O2である。し
かし，これでは酸素原子の数が左右で合わない。H2OとH2を2つずつに増やして数を合わせると，
2H2O→2H2＋O2となる。

第五問　（電流と電圧－複雑な回路）
問1　R2の抵抗が20Ωで，AB間の電圧が12Vだから，R2に流れる電流は

12V
20Ω＝0.6Aである。R2と直

列につながっているR3にも0.6Aの電流が流れる。また，全体の電圧が30Vで，R2にかかる電圧が

12Vだから，R3にかかる電圧は30V－12V＝18Vである。よって，R3の抵抗は
18V
0.6A＝30Ωである。

問2　R1に流れる電流は 30V
60Ω＝0.5Aである。R2とR3に流れる電流は，問1で求めたように0.6Aである。

　よって，電流計には合計の0.5A＋0.6A＝1.1Aが流れる。
問3　R1にかかる電圧は30Vで，R1に流れる電流は0.5Aだから，消費電力は30V×0.5A＝15Wである。
問4　それぞれの合成抵抗を求める。合成抵抗が同じになれば，電流も同じである。

　（1）　並列部分は
1
20＋

1
20＝

1
10で10Ωだから，全抵抗は15＋10＝25Ωである。

　（2）　並列部分は 1
30＋

1
20＝

1
12で12Ωだから，全抵抗は5＋12＋5＝22Ωである。

　（3）　並列部分の一方が導線だから，20Ωの抵抗に電流が流れない。全抵抗は25Ωである。

　（4）　並列部分は
1
10＋

1
10＝

1
5 で5Ω，

1
30＋

1
30＝

1
15で15Ωだから，全抵抗は5＋15＝20Ωである。

　（5）　並列部分は 1
20＋

1
20＝

1
10で10Ω， 1

30＋
1
30＋

1
30＝

1
10で10Ωだから，全抵抗は10＋10＋10＝

　30Ωである。
　以上より，抵抗が同じ（1）と（3）が，電流も等しい。
問5　問4で計算した通り，25Ωである。

問6　電圧が30V，全抵抗が25Ωだから，流れる電流は， 
30V
25Ω＝

6
5 Aである。

問7　電流が問6の1.2倍になると， 6
5 A×1.2＝36

25Aになる。電圧は30Vのままなので，回路の全抵抗
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は30V÷36
25A＝125

6 Ωである。このうち，左側の15Ωの抵抗を引くと，並列部分の抵抗は125
6 Ω－

15Ω＝35
6 Ωである。取り付けた抵抗をRとすると，並列部分の合成抵抗は， 1

20＋
1
R＝

6
35となる

ので，R＝140
17 Ωである。

＜社会解説＞
第一問　（地理－近畿地方，アフリカ）
問1　政府によって指定を受けた人口50万人以上の市は，政令指定都市という。政令指定都市は，

2017年2月時点では札幌市・仙台市・さいたま市・千葉市・横浜市・川崎市・相模原市・静岡市・
浜松市・新潟市・名古屋市・京都市・大阪市・堺市・神戸市・岡山市・広島市・北九州市・福岡
市・熊本市の20市となっている。
問2　愛知県と隣接している県には，岐阜県，三重県，静岡県，長野県がある。このうち，近畿地
方に区分されるのは三重県。
問3　大都市郊外で花や野菜などを生産する農業は，大都市向けに生産することから近郊農業と呼
ばれる。また，ビニルハウスなどの施設を使用する場合は施設園芸農業と呼ばれる。
問4　【資料2】からは，E県が近畿地方で最も果樹栽培が盛んであることがわかる。近畿地方で最も
果樹栽培が盛んなのは，みかんなどの都道府県別生産量が全国第1位となっている和歌山県。
問5　姫路から堺・和歌山にかけた工業地帯は，阪神工業地帯である。
問6　液晶パネルの生産で日本はアメリカ合衆国やドイツと貿易摩擦は生じていないので，アは誤
り。液晶パネルについては，中国・台湾・韓国などの生産が伸びたことから価格の低下が起こり，

第一問 問1　政令指定都市　　問2　三重（県）　　問3　近郊［（施設）園芸］（農業）
 問4　和歌山（県）　　問5　阪神工業地帯　　問6　イ　　問7　ア　　問8　エ
 問9　東（経）135（度）　　問10　ア　　問11　（1）　ア，エ　　（2）　2（km）
 問12　Ⅰ　　問13　エ　　問14　エ　　問15　エ　　問16　カカオ
第二問 問1　50年　エ　　60年　イ　　72年　ア　　問2　（1）　エ　　（2）　①　北条泰時
 ②　A　イ　　B　エ　　問3　（1）　1　田沼意次　　2　松平定信　　3　水野忠邦
 4　新井白石　　（2）　オ（→）ウ（→）ア（→）イ（→）エ　　問4　エ
 問5　（1）　大輪田泊　　（2）　宋銭　　問6　渤海　　問7　エ
第三問 問1　金融政策　　問2　間接金融　　問3　罪刑法定主義　　問4　消費者契約法
 問5　ウ　　問6　イ　　問7　エ　　問8　イ　　問9　エ　　問10　イ
 問11　（1）　イ　　（2）　①　イ　　②　労働基準法　　問12　CSR　　問13　イ
 問14　イ

＜社会解答＞

★ワンポイントアドバイス★

普段の学習から，図表をよく見たり描いたりして，ことばだけではない理解を心が
けて学習していこう。
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問3　問2で求めた密度7.9g/cm3は，表では鉄とほぼ等しい。
問4　銀の密度は，表から10.5g/cm3，つまり，1cm3あたりの質量が10.5gである。これが15cm3あるの 
で，その質量は，10.5g/cm3×15cm3＝157.5gである。
問5　本問には，1：1の割合が，体積の割合なのか，質量の割合なのか書かれていないが，ここで
は体積の割合として考える。銅とアルミニウムを1cm3ずつ混ぜたとすると，表よりその質量は
8.96＋2.70＝11.66gである。この質量は，合計2cm3ぶんの質量なので，この合金の1cm3あたりの質
量は，11.66÷2＝5.83g/cm3となる。

2.　問1　純粋な水は電流を通さないので，電流を通しやすくするために，少量の水酸化ナトリウム
水溶液や硫酸などを混ぜる。このような水溶液は電流を流す水溶液，つまり電解質である。

問2　水の電気分解では，陽極に酸素，陰極に水素が，体積比で1：2の割合で発生する。
問3　電気分解も含め，化学反応では反応前後の質量の総和は変わらない。これは，質量保存の法
則とよばれる。
問4　発生した気体①と②の質量比が16：2だが，体積比は1：2なので，同じ体積どうしで比べると， 
（16÷1）：（2÷2）＝16：1である。同じ体積には同じ分子数が含まれるので，1分子当たりの質量
比も16：1である。
問5　水を電気分解すると，水素と酸素ができるので，化学式を並べるとH2O→H2＋O2である。し
かし，これでは酸素原子の数が左右で合わない。H2OとH2を2つずつに増やして数を合わせると，
2H2O→2H2＋O2となる。

第五問　（電流と電圧－複雑な回路）
問1　R2の抵抗が20Ωで，AB間の電圧が12Vだから，R2に流れる電流は

12V
20Ω＝0.6Aである。R2と直

列につながっているR3にも0.6Aの電流が流れる。また，全体の電圧が30Vで，R2にかかる電圧が

12Vだから，R3にかかる電圧は30V－12V＝18Vである。よって，R3の抵抗は
18V
0.6A＝30Ωである。

問2　R1に流れる電流は 30V
60Ω＝0.5Aである。R2とR3に流れる電流は，問1で求めたように0.6Aである。

　よって，電流計には合計の0.5A＋0.6A＝1.1Aが流れる。
問3　R1にかかる電圧は30Vで，R1に流れる電流は0.5Aだから，消費電力は30V×0.5A＝15Wである。
問4　それぞれの合成抵抗を求める。合成抵抗が同じになれば，電流も同じである。

　（1）　並列部分は
1
20＋

1
20＝

1
10で10Ωだから，全抵抗は15＋10＝25Ωである。

　（2）　並列部分は 1
30＋

1
20＝

1
12で12Ωだから，全抵抗は5＋12＋5＝22Ωである。

　（3）　並列部分の一方が導線だから，20Ωの抵抗に電流が流れない。全抵抗は25Ωである。

　（4）　並列部分は
1
10＋

1
10＝

1
5 で5Ω，

1
30＋

1
30＝

1
15で15Ωだから，全抵抗は5＋15＝20Ωである。

　（5）　並列部分は 1
20＋

1
20＝

1
10で10Ω， 1

30＋
1
30＋

1
30＝

1
10で10Ωだから，全抵抗は10＋10＋10＝

　30Ωである。
　以上より，抵抗が同じ（1）と（3）が，電流も等しい。
問5　問4で計算した通り，25Ωである。

問6　電圧が30V，全抵抗が25Ωだから，流れる電流は， 
30V
25Ω＝

6
5 Aである。

問7　電流が問6の1.2倍になると， 6
5 A×1.2＝36

25Aになる。電圧は30Vのままなので，回路の全抵抗
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は30V÷36
25A＝125

6 Ωである。このうち，左側の15Ωの抵抗を引くと，並列部分の抵抗は125
6 Ω－

15Ω＝35
6 Ωである。取り付けた抵抗をRとすると，並列部分の合成抵抗は， 1

20＋
1
R＝

6
35となる

ので，R＝140
17 Ωである。

＜社会解説＞
第一問　（地理－近畿地方，アフリカ）
問1　政府によって指定を受けた人口50万人以上の市は，政令指定都市という。政令指定都市は，

2017年2月時点では札幌市・仙台市・さいたま市・千葉市・横浜市・川崎市・相模原市・静岡市・
浜松市・新潟市・名古屋市・京都市・大阪市・堺市・神戸市・岡山市・広島市・北九州市・福岡
市・熊本市の20市となっている。
問2　愛知県と隣接している県には，岐阜県，三重県，静岡県，長野県がある。このうち，近畿地
方に区分されるのは三重県。
問3　大都市郊外で花や野菜などを生産する農業は，大都市向けに生産することから近郊農業と呼
ばれる。また，ビニルハウスなどの施設を使用する場合は施設園芸農業と呼ばれる。
問4　【資料2】からは，E県が近畿地方で最も果樹栽培が盛んであることがわかる。近畿地方で最も
果樹栽培が盛んなのは，みかんなどの都道府県別生産量が全国第1位となっている和歌山県。
問5　姫路から堺・和歌山にかけた工業地帯は，阪神工業地帯である。
問6　液晶パネルの生産で日本はアメリカ合衆国やドイツと貿易摩擦は生じていないので，アは誤
り。液晶パネルについては，中国・台湾・韓国などの生産が伸びたことから価格の低下が起こり，

第一問 問1　政令指定都市　　問2　三重（県）　　問3　近郊［（施設）園芸］（農業）
 問4　和歌山（県）　　問5　阪神工業地帯　　問6　イ　　問7　ア　　問8　エ
 問9　東（経）135（度）　　問10　ア　　問11　（1）　ア，エ　　（2）　2（km）
 問12　Ⅰ　　問13　エ　　問14　エ　　問15　エ　　問16　カカオ
第二問 問1　50年　エ　　60年　イ　　72年　ア　　問2　（1）　エ　　（2）　①　北条泰時
 ②　A　イ　　B　エ　　問3　（1）　1　田沼意次　　2　松平定信　　3　水野忠邦
 4　新井白石　　（2）　オ（→）ウ（→）ア（→）イ（→）エ　　問4　エ
 問5　（1）　大輪田泊　　（2）　宋銭　　問6　渤海　　問7　エ
第三問 問1　金融政策　　問2　間接金融　　問3　罪刑法定主義　　問4　消費者契約法
 問5　ウ　　問6　イ　　問7　エ　　問8　イ　　問9　エ　　問10　イ
 問11　（1）　イ　　（2）　①　イ　　②　労働基準法　　問12　CSR　　問13　イ
 問14　イ

＜社会解答＞

★ワンポイントアドバイス★

普段の学習から，図表をよく見たり描いたりして，ことばだけではない理解を心が
けて学習していこう。
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日本企業は価格面で不利な状況が発生したので，イが正しく，ウは誤っている。インドのバンガ
ロールはIT（情報通信）産業が盛んであるが，液晶パネルの生産が盛んなわけではないので，エも
誤り。
問7　2017年2月時点で世界遺産への登録がない府県としては，アの大阪府があてはまる。イの兵庫
県には1993年に世界文化遺産に登録された「姫路城」がある，ウの奈良県には1993年に世界文化
遺産委登録された「法隆寺地域の仏教建造物」や1998年に世界文化遺産に登録された「古都奈良
の文化財」などがある。また，ウの奈良県とエの和歌山県，三重県にまたがる「紀伊山地の霊場
と参詣道」が2004年に世界文化遺産に登録されている。
問8　関西国際空港は大阪府の泉州沖の埋め立て地に建設されているので，エがあてはまる。アは 
「コウノトリ但馬空港」，イは「大阪国際空港」，ウは「神戸空港」，オは「南紀白浜空港」である。
問9　日本の標準時子午線は，兵庫県明石市を通る東経135度となっている。
問10　淡路島を表したものはアである。イは沖縄本島，ウは佐渡島，エは屋久島や種子島などを示
している。
問11　（1）　『阪南町』の丘陵部だったところに，『阪南市』では「桃の木台」という住宅地が開発
されていることがわかる。人口が増加したことによって町から市になったと考えられるので，
アは正しいと判断できる。海岸近くを走っているのは『JR線』ではなく『南海電鉄本線』なので，
イは誤っている。（新）では海岸線が埋め立てられて工業団地が造成されている様子は見られない
ので，ウも誤っている。（旧）では見られなかった『国道26号線』のバイパスと見られる道路が 
（新）では見られるので，エは正しい。（旧）でみられた小・中学校の地図記号（ ）は（新）でもみら
れるうえに，新たに建設された小・中学校も（新）には見られるので，オも誤り。　（2）　地形図
の等高線は10mごとに引かれていることから，地形図の縮尺は2万5000分の1とわかる。地形図上
で8cmの場合，縮尺2万5千分の1では，実際の距離は8cm×25000＝200000cm＝2000ｍ＝2kmとな 
る。
問12　赤道は，ギニア湾やケニア，コンゴ民主共和国などを通ることから，Ⅰとわかる。
問13　Dは南半球に位置し，温帯と考えられるので，エと判断できる。Dは夏に降水量が少なくな
る地中海性気候である。Aは砂漠気候に位置しているのでイ，Bは北半球に位置している地中海
性気候なのでア，Cは赤道に近いことから熱帯に位置していると判断できるのでウとなる。
問14　アパルトヘイトとよばれる人種隔離政策を行っていた国は，南アフリカ共和国なので，位置
はエとなる。なお，アはニジェール共和国，イはエチオピア，ウはコンゴ民主共和国を示してい 
る。
問15　ヒスパニックはアメリカ合衆国で中南米などのスペイン語圏から移住してスペイン語を話す
人々を指す言葉であり，エが誤っている。
問16　ギニア湾岸のコートジボワールやガーナでは，チョコレートの原料となるカカオ（カカオ豆）
の栽培が盛んである。

第二問　（日本と世界の歴史－古代～現代）
問1　1950年の上位には「繊維」「鉄鋼」「鉱業」が上位を占めていることがわかる。よって，エが
適当と判断できる。1960年になると，「電気」「鉄鋼」「石油」「輸送機器」が上位を占めているこ
とから，電機産業の成長や石炭から石油へのエネルギー革命が進んだことなどが読み取れるので，
イが適当と判断できる。1972年には「鉄鋼」が1位ではあるが2位と3位に「自動車」が入り，4位
と5位には「電機」が入っていることから，自動車産業の躍進が読み取れるため，アが適当と判
断できる。なお，ウの第1次石油危機は1973年に発生している。

問2　（1）　一揆に立ち上がった人々が土倉・酒屋や寺院をおそった出来事は室町時代の土一揆であ
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り，鎌倉時代の出来事ではないので，エが誤っている。　（2）　①　鎌倉時代の1232年に制定さ
れた，51か条からなる最初の武家法は御成敗式目で，執権北条泰時が制定した。　②　国ごとに
置かれ，「大番催促」などを行った役職は守護なので，（　A　）にはイの守護があてはまる。ま 
た，荘園・公領ごとに置かれたのは，エの地頭なので，（　B　）には地頭があてはまる。
問3　（1）　1　江戸時代，積極的な産業政策を推進し，長崎貿易を活性化しようとするなどした老
中は田沼意次。　2　江戸に出稼ぎに来ていた者を農村に返す帰農令を出し，幕府の学問所で朱
子学以外を教えることを禁止した寛政異学の禁を行った老中は，寛政の改革を行った松平定信。 
3　江戸・大阪の周辺などを幕府の直轄地としようとした老中は，天保の改革を行った水野忠邦。 
4　貨幣の質を元に戻し，長崎貿易を制限した儒学者は，正徳の治を行った新井白石。

　（2）　アの田沼意次は10代将軍徳川家治のころの老中，イの松平定信は11代将軍徳川家斉のとき
の老中で，田沼意次の失脚を受けて1787年から寛政の改革を行っている。ウの徳川吉宗は8代将
軍で享保の改革を行っている。エの水野忠邦は1841年から天保の改革を行っている。オの新井白
石は6代将軍徳川家宣・7代将軍徳川家継に仕えた儒学者。よって，年代の古い順に並べ替えると
オ→ウ→ア→イ→エとなる。
問4　大宝律令のころ，戸籍は4年ごとではなく6年ごとに作られたので，アは誤り。6歳以上の男女
に口分田が与えられたが，女子は男子の3分の2の面積が与えられたので，イも誤り。租・庸・調
のうち，庸と調は都まで運ばなければならなかったので，ウも誤り。男子には九州の防衛を行う
防人や都の警備を行う衛士などの兵役の負担があったので，エが正しい。
問5　（1）　平氏政権は，大輪田泊（兵庫港）を整備して，日宋貿易を行ったので， C には大輪田
泊があてはまる。　（2）　日宋貿易では，中国から宋銭が輸入され，宋銭は日本で流通した。
問6　8世紀に満州や沿海州にあり，日本と使節の行き来や交易があった国は渤海である。
問7　第一次世界大戦後に，主力艦の保有制限や太平洋地域の現状維持などを取り決めた会議は，

1921年から1922年にかけてのワシントン会議で，アメリカ合衆国のワシントンで開催されたので，
エが適当。

第三問　（公民－政治のしくみ，日本経済，国際政治）
問1　日本銀行（中央銀行）が行う，景気の安定化を図るための政策は，金融政策という。なお，財
政政策は政府が増税・減税や公共事業の増減などによって景気の安定化を図る政策のことをいう。
問2　企業が銀行などを通じて資金を集めることを，間接金融という。なお，直接金融は企業が株
式や社債の発行などの形で直接資金を集めることをいう。
問3　刑事裁判において，どのような行為が犯罪に当たり，処罰されるのかは，あらかじめ法律に
よって定められている必要があるという原則を，罪刑法定主義という。

問4　2000年に制定された，契約上のトラブルから消費者を保護する法律を，消費者契約法という。
問5　停戦監視は，NGOの働きではなく，PKO（国連平和維持活動）の働きにあてはまるので，ウが

NGOの働きではない。
問6　ラムサール条約は，1971年にイランのラムサールで結ばれた，水鳥の生息地として重要な湿
地の保全を目的とした条約。ヴェルサイユ条約は，1919年に結ばれた第一次世界大戦の講和条約。
ワルシャワ条約は，冷戦時の東側（社会主義諸国側）の相互軍事援助を主な目的とした条約。ワシ
ントン条約は，絶滅のおそれのある野生動植物の取引を規制した条約。よって，イが正しい。
問7　法律案は，衆議院と参議院のどちらに先に提出してもよいので，アは誤り。参議院が衆議院
と異なった議決をした場合，両院協議会を開くことはできるが，開かなければならないとは日本
国憲法では規定されていないので，イも誤り。衆議院の可決議案について，60日以内参議院が議
決しない時，衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができるので，ウも誤り。
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日本企業は価格面で不利な状況が発生したので，イが正しく，ウは誤っている。インドのバンガ
ロールはIT（情報通信）産業が盛んであるが，液晶パネルの生産が盛んなわけではないので，エも
誤り。
問7　2017年2月時点で世界遺産への登録がない府県としては，アの大阪府があてはまる。イの兵庫
県には1993年に世界文化遺産に登録された「姫路城」がある，ウの奈良県には1993年に世界文化
遺産委登録された「法隆寺地域の仏教建造物」や1998年に世界文化遺産に登録された「古都奈良
の文化財」などがある。また，ウの奈良県とエの和歌山県，三重県にまたがる「紀伊山地の霊場
と参詣道」が2004年に世界文化遺産に登録されている。
問8　関西国際空港は大阪府の泉州沖の埋め立て地に建設されているので，エがあてはまる。アは 
「コウノトリ但馬空港」，イは「大阪国際空港」，ウは「神戸空港」，オは「南紀白浜空港」である。
問9　日本の標準時子午線は，兵庫県明石市を通る東経135度となっている。
問10　淡路島を表したものはアである。イは沖縄本島，ウは佐渡島，エは屋久島や種子島などを示
している。
問11　（1）　『阪南町』の丘陵部だったところに，『阪南市』では「桃の木台」という住宅地が開発
されていることがわかる。人口が増加したことによって町から市になったと考えられるので，
アは正しいと判断できる。海岸近くを走っているのは『JR線』ではなく『南海電鉄本線』なので，
イは誤っている。（新）では海岸線が埋め立てられて工業団地が造成されている様子は見られない
ので，ウも誤っている。（旧）では見られなかった『国道26号線』のバイパスと見られる道路が 
（新）では見られるので，エは正しい。（旧）でみられた小・中学校の地図記号（ ）は（新）でもみら
れるうえに，新たに建設された小・中学校も（新）には見られるので，オも誤り。　（2）　地形図
の等高線は10mごとに引かれていることから，地形図の縮尺は2万5000分の1とわかる。地形図上
で8cmの場合，縮尺2万5千分の1では，実際の距離は8cm×25000＝200000cm＝2000ｍ＝2kmとな 
る。
問12　赤道は，ギニア湾やケニア，コンゴ民主共和国などを通ることから，Ⅰとわかる。
問13　Dは南半球に位置し，温帯と考えられるので，エと判断できる。Dは夏に降水量が少なくな
る地中海性気候である。Aは砂漠気候に位置しているのでイ，Bは北半球に位置している地中海
性気候なのでア，Cは赤道に近いことから熱帯に位置していると判断できるのでウとなる。
問14　アパルトヘイトとよばれる人種隔離政策を行っていた国は，南アフリカ共和国なので，位置
はエとなる。なお，アはニジェール共和国，イはエチオピア，ウはコンゴ民主共和国を示してい 
る。
問15　ヒスパニックはアメリカ合衆国で中南米などのスペイン語圏から移住してスペイン語を話す
人々を指す言葉であり，エが誤っている。
問16　ギニア湾岸のコートジボワールやガーナでは，チョコレートの原料となるカカオ（カカオ豆）
の栽培が盛んである。

第二問　（日本と世界の歴史－古代～現代）
問1　1950年の上位には「繊維」「鉄鋼」「鉱業」が上位を占めていることがわかる。よって，エが
適当と判断できる。1960年になると，「電気」「鉄鋼」「石油」「輸送機器」が上位を占めているこ
とから，電機産業の成長や石炭から石油へのエネルギー革命が進んだことなどが読み取れるので，
イが適当と判断できる。1972年には「鉄鋼」が1位ではあるが2位と3位に「自動車」が入り，4位
と5位には「電機」が入っていることから，自動車産業の躍進が読み取れるため，アが適当と判
断できる。なお，ウの第1次石油危機は1973年に発生している。

問2　（1）　一揆に立ち上がった人々が土倉・酒屋や寺院をおそった出来事は室町時代の土一揆であ
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り，鎌倉時代の出来事ではないので，エが誤っている。　（2）　①　鎌倉時代の1232年に制定さ
れた，51か条からなる最初の武家法は御成敗式目で，執権北条泰時が制定した。　②　国ごとに
置かれ，「大番催促」などを行った役職は守護なので，（　A　）にはイの守護があてはまる。ま 
た，荘園・公領ごとに置かれたのは，エの地頭なので，（　B　）には地頭があてはまる。
問3　（1）　1　江戸時代，積極的な産業政策を推進し，長崎貿易を活性化しようとするなどした老
中は田沼意次。　2　江戸に出稼ぎに来ていた者を農村に返す帰農令を出し，幕府の学問所で朱
子学以外を教えることを禁止した寛政異学の禁を行った老中は，寛政の改革を行った松平定信。 
3　江戸・大阪の周辺などを幕府の直轄地としようとした老中は，天保の改革を行った水野忠邦。 
4　貨幣の質を元に戻し，長崎貿易を制限した儒学者は，正徳の治を行った新井白石。

　（2）　アの田沼意次は10代将軍徳川家治のころの老中，イの松平定信は11代将軍徳川家斉のとき
の老中で，田沼意次の失脚を受けて1787年から寛政の改革を行っている。ウの徳川吉宗は8代将
軍で享保の改革を行っている。エの水野忠邦は1841年から天保の改革を行っている。オの新井白
石は6代将軍徳川家宣・7代将軍徳川家継に仕えた儒学者。よって，年代の古い順に並べ替えると
オ→ウ→ア→イ→エとなる。
問4　大宝律令のころ，戸籍は4年ごとではなく6年ごとに作られたので，アは誤り。6歳以上の男女
に口分田が与えられたが，女子は男子の3分の2の面積が与えられたので，イも誤り。租・庸・調
のうち，庸と調は都まで運ばなければならなかったので，ウも誤り。男子には九州の防衛を行う
防人や都の警備を行う衛士などの兵役の負担があったので，エが正しい。
問5　（1）　平氏政権は，大輪田泊（兵庫港）を整備して，日宋貿易を行ったので， C には大輪田
泊があてはまる。　（2）　日宋貿易では，中国から宋銭が輸入され，宋銭は日本で流通した。
問6　8世紀に満州や沿海州にあり，日本と使節の行き来や交易があった国は渤海である。
問7　第一次世界大戦後に，主力艦の保有制限や太平洋地域の現状維持などを取り決めた会議は，

1921年から1922年にかけてのワシントン会議で，アメリカ合衆国のワシントンで開催されたので，
エが適当。

第三問　（公民－政治のしくみ，日本経済，国際政治）
問1　日本銀行（中央銀行）が行う，景気の安定化を図るための政策は，金融政策という。なお，財
政政策は政府が増税・減税や公共事業の増減などによって景気の安定化を図る政策のことをいう。
問2　企業が銀行などを通じて資金を集めることを，間接金融という。なお，直接金融は企業が株
式や社債の発行などの形で直接資金を集めることをいう。
問3　刑事裁判において，どのような行為が犯罪に当たり，処罰されるのかは，あらかじめ法律に
よって定められている必要があるという原則を，罪刑法定主義という。

問4　2000年に制定された，契約上のトラブルから消費者を保護する法律を，消費者契約法という。
問5　停戦監視は，NGOの働きではなく，PKO（国連平和維持活動）の働きにあてはまるので，ウが

NGOの働きではない。
問6　ラムサール条約は，1971年にイランのラムサールで結ばれた，水鳥の生息地として重要な湿
地の保全を目的とした条約。ヴェルサイユ条約は，1919年に結ばれた第一次世界大戦の講和条約。
ワルシャワ条約は，冷戦時の東側（社会主義諸国側）の相互軍事援助を主な目的とした条約。ワシ
ントン条約は，絶滅のおそれのある野生動植物の取引を規制した条約。よって，イが正しい。
問7　法律案は，衆議院と参議院のどちらに先に提出してもよいので，アは誤り。参議院が衆議院
と異なった議決をした場合，両院協議会を開くことはできるが，開かなければならないとは日本
国憲法では規定されていないので，イも誤り。衆議院の可決議案について，60日以内参議院が議
決しない時，衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができるので，ウも誤り。



尚絅学院高等学校（B日程）

解29年度－34

両議院が異なる議決の場合，衆議院が出席議員の3分の2以上で再可決した時は法律となるので，
エが正しい。
問8　歳出で最も多いのは「社会保障関係費」なので，アは誤り。税金と税外収入だけでは歳出を
まかなえないことから国債が発行されているので，イが正しい。国債発行は歳入の34.4％で半分
には満たないので，ウは誤り。歳出総額は96.7兆円で，「防衛費」は5％であることから，「防衛費」
の金額は96.7兆円×5％≒4.8兆円となり，エも誤っている。
問9　配当金は1株あたり同額が支払われるので，所有する株式数に応じて配当金額は変わることか
ら，アは誤り。株式が取引される際には，会社の業績や景気に対応して価格が変動するので，イ
も誤り。株主は株主総会に出席する権利を持つので，ウも誤り。株式会社は，株式を発行するこ
とで，多くの人から資金を集めることが可能となるので，エが正しい。

問10　商品の価格がP1の場合は，需要量がQ1，供給量がQ4となるので，商品はQ4－Q1が売れ残る。
売れ残るということは，価格の下落につながる。商品の価格がP2の場合は，需要量がQ3で，供給
量がQ2となるので，商品はQ3－Q2が不足する。商品が不足するということは，価格の上昇につ
ながる。よって，イが正しい。
問11　（1）　非正規労働者の割合は，全体の約4割となっている。　（2）　勤務時間が8時から20時ま
でで休憩が1時間ということは，1日あたりの労働時間が11時間となり，休日が土・日・祝日とい
うことは原則週5日労働なので，1週間の労働時間は55時間となる。労働基準法は週40時間または
1日8時間を労働時間の基準としていることから，イが法律に違反しているとわかる。
問12　「企業の社会的責任」はCSRという。
問13　日本の合計特殊出生率は2015年が1.46であり，アは誤り。日本では近年，死亡数のほうが出
生数よりも多くなっているので，イは正しい。総務省「人口推計」によると，2015年10月1日時
点での高齢化率は26.7％なので，ウは誤り。日本は高齢化が進行しており，高齢者の割合は増加
を続けていることから，エも誤り。
問14　1993年は「25～29歳」よりも「20～24歳」のほうが就業率は高いので，アは誤り。「30～34 
歳」の時には，いずれの年も就業率が一旦落ち込むので，イは正しい。「35～39歳」の就業率は
2014年が最も高いので，ウは誤り。60歳以上の就業率は1993年と2003年は40％前後となっている
ので，エも誤り。

第一問  問一　X　①　　Y　②　　問二　③　　問三　③　　問四　（例）　お慶に以前ひどい
仕打ちをしたという罪悪感を抱き，落ちぶれた自分の姿を幸せにくらしている彼女に
見られたくないと思っている。（60字）　　問五　③　　問六　①　　問七　①

第二問 問一　Ⅰ　②　　Ⅱ　②　　Ⅲ　①　　問二　①　　問三　④　　問四　②
  問五　（例）　不気味さは厄介な敵に感じるものであり，それに伴う恐怖感や忌避感に

よって，危険を察知して回避することにつながるから。　　問六　①　　問七　④

＜国語解答＞

★ワンポイントアドバイス★

資料や統計の読み取りなどにしっかりと慣れておこう。
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＜国語解説＞
第一問　（小説－大意・要旨，情景・心情，内容吟味，文脈把握，脱文補充，語句の意味）
問一　Xの「耐えかねた」は耐えることができないという意味で，その場にいることが耐えられな
いことなので，①が適当である。Yは思いがけなく突然であるさまという意味なので，②が適当
である。
問二　巡査にお慶のことを言われた「私」は，何のことか分からず巡査に聞き返しているが，空欄
直後で思い出しているので，空欄には③が適当である。
問三　「一昨年」で始まる段落で描かれているように，この時の「私」は家を追われ，やっと自活
できるあてがつき始めたときに病気になるが，生活のために仕事をしなければならないような状
況であった。そのころ戸籍調べにきた巡査がたまたま「私」と同じ故郷であることがわかり，そ
の巡査が出世だと「私」をほめたが，今の貧しい生活をしている状況では素直に喜べずにAのよ
うになっているので，③が適当である。巡査の言葉と今の自分の暮らしの違いにAのようになっ
ているので，他の選択肢は適当ではない。
問四　Bは，以前「私」がひどい悪行をしていた女中のお慶が巡査の妻であることがわかり，巡査
がお慶を連れてお礼にあがるということに対する「私」の様子である。冒頭で描かれているよう
に，子供の頃の「私」はお慶に対してひどい仕打ちをしており，巡査の話からお慶のことをはっ
きりと思い出した「私」はいたたまれなく，罪人のような表情で巡査の話を聞いていた。またB
前後で「ぎょっとして」「言い知れぬ屈辱感に身悶えしていた」のは，お慶がいた頃とは違って
落ちぶれた生活をしている今の自分を，幸福なくらしをしている様子のお慶に見られたくなかっ
たからである。以前お慶に対してひどい仕打ちをしたことに対する罪悪感と，落ちぶれた自分の
姿を幸せにくらしているお慶に見られたくない，という二つの気持ちからBのようになっている
ことを端的に説明していく。
問五　Cは，巡査がお慶と子どもを連れて「私」の家を訪ねたものの，お慶とひとことも交わさず
に逃げるように家を飛び出して町を歩いている時の「私」の様子である。「品のいい中年の奥さ
んになっていた」お慶が，巡査と子どもとともに幸せな家庭を築いて暮らしていることに対して，
「負けた，負けた」と思いながら，その気持ちを振り払うように「これはならぬと烈しくからだ
をゆすぶって」いるので，③が適当である。①の「見せつけよう」以降，②は全文，④は「この
まま」以降が適当ではない。
問六　D前で，お慶親子三人で楽しそうに海に石の投げっこをしながら，お慶と巡査が「私」をほ
めているのを聞いた「私」が，「けわしい興奮が，涙で，まるで気持ちよく溶け去ってしまう」
様子になっていることが描かれている。問五でも考察したように，「私」はお慶に敗北感を感じ
て会おうともしなかったが，「負けた」ことは「いいことだ」と思えるようになり，お慶親子が
幸せにくらしていることを受け入れることが，これからの自分も前向きに進めることになること
をDは表しているので，①が適当である。他の選択肢はいずれもDの心情として適当ではない。
問七　①は「子供がねえ」で始まる言葉で巡査が話しているので，合致する。「一昨年」で始まる

第三問 1　号泣　　2　無我（夢中）　　3　均一　　4　煮物　　5　化身　　6　つちか（う）
 7　かせん　　8　さず（かる）　　9　みょうちょう　　10　せきじつ
第四問 問一　①　　問二　①　　問三　彼　　問四　②　　問五　①
第五問  問一　A　　　　　　　　　B　　　　　　　　　問二　A　歳月は人を待たず。
 B　己を先にして人を後にすること毋かれ。　　問三　①

有 二 耕 レ 田 　 者 一 。 可 二 以 　 攻 　 玉 。
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両議院が異なる議決の場合，衆議院が出席議員の3分の2以上で再可決した時は法律となるので，
エが正しい。
問8　歳出で最も多いのは「社会保障関係費」なので，アは誤り。税金と税外収入だけでは歳出を
まかなえないことから国債が発行されているので，イが正しい。国債発行は歳入の34.4％で半分
には満たないので，ウは誤り。歳出総額は96.7兆円で，「防衛費」は5％であることから，「防衛費」
の金額は96.7兆円×5％≒4.8兆円となり，エも誤っている。
問9　配当金は1株あたり同額が支払われるので，所有する株式数に応じて配当金額は変わることか
ら，アは誤り。株式が取引される際には，会社の業績や景気に対応して価格が変動するので，イ
も誤り。株主は株主総会に出席する権利を持つので，ウも誤り。株式会社は，株式を発行するこ
とで，多くの人から資金を集めることが可能となるので，エが正しい。

問10　商品の価格がP1の場合は，需要量がQ1，供給量がQ4となるので，商品はQ4－Q1が売れ残る。
売れ残るということは，価格の下落につながる。商品の価格がP2の場合は，需要量がQ3で，供給
量がQ2となるので，商品はQ3－Q2が不足する。商品が不足するということは，価格の上昇につ
ながる。よって，イが正しい。
問11　（1）　非正規労働者の割合は，全体の約4割となっている。　（2）　勤務時間が8時から20時ま
でで休憩が1時間ということは，1日あたりの労働時間が11時間となり，休日が土・日・祝日とい
うことは原則週5日労働なので，1週間の労働時間は55時間となる。労働基準法は週40時間または
1日8時間を労働時間の基準としていることから，イが法律に違反しているとわかる。
問12　「企業の社会的責任」はCSRという。
問13　日本の合計特殊出生率は2015年が1.46であり，アは誤り。日本では近年，死亡数のほうが出
生数よりも多くなっているので，イは正しい。総務省「人口推計」によると，2015年10月1日時
点での高齢化率は26.7％なので，ウは誤り。日本は高齢化が進行しており，高齢者の割合は増加
を続けていることから，エも誤り。
問14　1993年は「25～29歳」よりも「20～24歳」のほうが就業率は高いので，アは誤り。「30～34 
歳」の時には，いずれの年も就業率が一旦落ち込むので，イは正しい。「35～39歳」の就業率は
2014年が最も高いので，ウは誤り。60歳以上の就業率は1993年と2003年は40％前後となっている
ので，エも誤り。

第一問  問一　X　①　　Y　②　　問二　③　　問三　③　　問四　（例）　お慶に以前ひどい
仕打ちをしたという罪悪感を抱き，落ちぶれた自分の姿を幸せにくらしている彼女に
見られたくないと思っている。（60字）　　問五　③　　問六　①　　問七　①

第二問 問一　Ⅰ　②　　Ⅱ　②　　Ⅲ　①　　問二　①　　問三　④　　問四　②
  問五　（例）　不気味さは厄介な敵に感じるものであり，それに伴う恐怖感や忌避感に

よって，危険を察知して回避することにつながるから。　　問六　①　　問七　④

＜国語解答＞

★ワンポイントアドバイス★

資料や統計の読み取りなどにしっかりと慣れておこう。
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＜国語解説＞
第一問　（小説－大意・要旨，情景・心情，内容吟味，文脈把握，脱文補充，語句の意味）
問一　Xの「耐えかねた」は耐えることができないという意味で，その場にいることが耐えられな
いことなので，①が適当である。Yは思いがけなく突然であるさまという意味なので，②が適当
である。
問二　巡査にお慶のことを言われた「私」は，何のことか分からず巡査に聞き返しているが，空欄
直後で思い出しているので，空欄には③が適当である。
問三　「一昨年」で始まる段落で描かれているように，この時の「私」は家を追われ，やっと自活
できるあてがつき始めたときに病気になるが，生活のために仕事をしなければならないような状
況であった。そのころ戸籍調べにきた巡査がたまたま「私」と同じ故郷であることがわかり，そ
の巡査が出世だと「私」をほめたが，今の貧しい生活をしている状況では素直に喜べずにAのよ
うになっているので，③が適当である。巡査の言葉と今の自分の暮らしの違いにAのようになっ
ているので，他の選択肢は適当ではない。
問四　Bは，以前「私」がひどい悪行をしていた女中のお慶が巡査の妻であることがわかり，巡査
がお慶を連れてお礼にあがるということに対する「私」の様子である。冒頭で描かれているよう
に，子供の頃の「私」はお慶に対してひどい仕打ちをしており，巡査の話からお慶のことをはっ
きりと思い出した「私」はいたたまれなく，罪人のような表情で巡査の話を聞いていた。またB
前後で「ぎょっとして」「言い知れぬ屈辱感に身悶えしていた」のは，お慶がいた頃とは違って
落ちぶれた生活をしている今の自分を，幸福なくらしをしている様子のお慶に見られたくなかっ
たからである。以前お慶に対してひどい仕打ちをしたことに対する罪悪感と，落ちぶれた自分の
姿を幸せにくらしているお慶に見られたくない，という二つの気持ちからBのようになっている
ことを端的に説明していく。
問五　Cは，巡査がお慶と子どもを連れて「私」の家を訪ねたものの，お慶とひとことも交わさず
に逃げるように家を飛び出して町を歩いている時の「私」の様子である。「品のいい中年の奥さ
んになっていた」お慶が，巡査と子どもとともに幸せな家庭を築いて暮らしていることに対して，
「負けた，負けた」と思いながら，その気持ちを振り払うように「これはならぬと烈しくからだ
をゆすぶって」いるので，③が適当である。①の「見せつけよう」以降，②は全文，④は「この
まま」以降が適当ではない。
問六　D前で，お慶親子三人で楽しそうに海に石の投げっこをしながら，お慶と巡査が「私」をほ
めているのを聞いた「私」が，「けわしい興奮が，涙で，まるで気持ちよく溶け去ってしまう」
様子になっていることが描かれている。問五でも考察したように，「私」はお慶に敗北感を感じ
て会おうともしなかったが，「負けた」ことは「いいことだ」と思えるようになり，お慶親子が
幸せにくらしていることを受け入れることが，これからの自分も前向きに進めることになること
をDは表しているので，①が適当である。他の選択肢はいずれもDの心情として適当ではない。
問七　①は「子供がねえ」で始まる言葉で巡査が話しているので，合致する。「一昨年」で始まる

第三問 1　号泣　　2　無我（夢中）　　3　均一　　4　煮物　　5　化身　　6　つちか（う）
 7　かせん　　8　さず（かる）　　9　みょうちょう　　10　せきじつ
第四問 問一　①　　問二　①　　問三　彼　　問四　②　　問五　①
第五問  問一　A　　　　　　　　　B　　　　　　　　　問二　A　歳月は人を待たず。
 B　己を先にして人を後にすること毋かれ。　　問三　①

有 二 耕 レ 田 　 者 一 。 可 二 以 　 攻 　 玉 。
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段落で「諸所に泣きつき」とあるので，「助けてくれる人が皆無である」とある②は合致しない。
「家を追われる」原因は描かれていないので，③も合致しない。「私」のお慶に対する仕打ちのこ
とを巡査は知らないので，「知らないふり」とある④も合致しない。

第二問　（論説文－大意・要旨，内容吟味，文脈把握，接続語，脱語補充）
問一　Ⅰは直前の内容（「脱・身体化」された技術の典型である原子力発電所は巨大プラントにもか
かわらず，プラントの状態を把握するには計器が唯一の「感覚器」であること）を理由とした内
容（福島第一原発事故では原子炉の状態を把握するのに時間がかかったこと）が続いているので
「だから」が入る。Ⅱは直前の内容（ヒト型ロボットはある程度までは賞賛の対象になること）よ
りも直後の内容（一線を越えたときに恐怖感や忌避感を引き起こすこと）であると続いているので
「むしろ」が入る。Ⅲは直前の内容（自分に似ていることは敵である可能性が高いこと）に直後の
内容（自分と同等の能力を持っていることが推測されること）が加えられているので「しかも」が
入る。
問二　Xを追究する「基本理念」とは，直前の段落で述べられている，運転者が疲れずに安全に目
的地に到達できるようにするというメルセデスの基本理念のことなので，①が適当である。
問三　Aは「自動ブレーキや自動衝突回避装置」を経験した感想で，直後～直後の段落で，追突し
そうになる恐怖を抱いたままブレーキを踏まないことが必要だが，ブレーキを機械だけにまかせ
ることは直感的に無理があるという技術の限界を体感できることでもある，と述べているので，
④が適当である。「だがブレーキを」で始まる段落で述べられていることが，Aの中心となる筆
者の感想なので，他の選択肢は適当ではない。
問四　Bの「ラ・スペーコラ」を有名にしているのは，偏狂的な精密さで人のあらゆる細部を模造
した人体解剖模型であることが述べられ，さらに次段落で，ヒト型ロボットが本物に似ているこ
とが一線を越えると賞賛から恐怖感や忌避感を引き起こすことが述べられていることから，②が
適当である。①の「復活させる必要性を主張する」，③の「ドイツの優位性」は述べられていな
いので適当ではない。「ラ・スペーコラ」は「脱・身体化」の具体例ではないので，④も適当で
はない。
問五　C直前の段落で，ヒト型ロボットが恐怖感や忌避感を引き起こす感覚は，自分に似ているこ
とは自分とは異なる存在であり，敵である可能性が高く，自分と同等の能力を持っていることが
推測される厄介な相手だから避けた方がよい，という危険を察知して回避する反応装置が人間の
心性に備わっているからであることが述べられている。ヒト型ロボットに感じる不気味さは，厄
介な敵に感じるものであり，そうした敵に恐怖感や忌避感によって危険を察知して回避すること
につながるため，Cのように述べている。不気味さは厄介な敵に感じるものであること，その敵
に恐怖感や忌避感によって危険を察知して回避できること，というように，不気味さがどのよう
なことにつながるかを説明していく。
問六　D直前の「そういった技術」とは原発のような技術，すなわち「このような」で始まる段落
で述べられている，身体的感覚をすり抜けてしまう危険な技術（＝テクノロジー）のことで，こう
した技術との付き合い方を十分に身につけていないため，Dのように述べているので，①が適当
である。直前の内容がDに理由となっているので，他の選択肢は適当ではない。
問七　「人造人間の模型を見」ることは不気味さに伴う恐怖感や忌避感によって危険を察知して回
避できることの説明，「技術の限界を体験したりすること」は道具が身体的感覚をすり抜けてし
まうことが危険であることの説明としてそれぞれ述べられているので，①は適当ではない。②の
「忘れてしまう」，③は全文が述べられていないので，適当ではない。④は「原発のような」で始
まる段落で述べられているので，適当である。
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第三問　（漢字の読み書き）
問一　1は大声をあげて泣くこと。2はあることに心を奪われ，われを忘れてしまうこと。3の「均」
の右部分は「勺」ではなく「匀」であることに注意。4の「煮」の部首は「灬（れっか，れんが）」
であることに注意。5は神や仏などが人の姿となって現れたもののこと。6の音読みは「バイ」。
熟語は「培養」など。7は大小さまざまの川の総称。8の音読みは「ジュ」。熟語は「教授」など。
9は明日の朝のこと。10は過去の日々のこと。

第四問　（脱語補充，文と文節，品詞・用法）
問一　用言は動詞・形容詞・形容動詞の3つである。その言葉がどの用言かを判別するには終止形 
（言い切りの形）にして，語尾がウ段の場合は動詞，「い」の場合は形容詞，「だ」の場合は形容動
詞，となる。傍線部の終止形は「辛い」なので形容詞。形容詞の活用は一種類で，未然形は「か
ろ」，連用形は「かっ・く」，終止形は「い」，連体形は「い」，仮定形は「けれ」，命令形はない。
傍線部は「辛かろ」なので，未然形である。

問二　傍線部と①は連体詞。②は形容詞，③，④は形容動詞。「な」「に」を「だ」に置き換えるこ
とができれば形容動詞，できなければ連体詞と判断する。傍線部は「大きだ」とは置き換えられ
ないので連体詞である。
問三　主語を見つける場合，述語の動作をしているのは誰かということを確認する。「変わったか
も知れない」のは「彼」なので主語は「彼」である。「単語で」という指示があるので「彼」だ
けを抜き出す。
問四　①は「ひどかったので」，③は「知らないので（ために，から）」，④は「つけると」という形
で，それぞれ文節が接続語となって一つの文にすることができるが，②は一つの文にすることが
できない。
問五　「その日」と「別な日」を区別して強調するので，①に付け足せばよい。

第五問　（漢文－書き下し文，故事成語，その他）
問一　〈口語訳〉　A　田を耕す者がいた。　B　（自分の）才能や技術，成功に生かすべきだ。
　Aは「田を耕す」から始まるので，「耕」にレ点をつけて「田」から返す。次に「者有り」と読
ませるので，「者」に一点をつけ，「有」に二点をつける。
　Bは「以」には何もつけず，「攻」にレ点と一点をつけて「玉」から返し「玉を攻む」と読ませて，
「可」（＝べし）に二点をつけてもどる。
問二　〈口語訳〉　A　時間は人の都合とは関係なしに刻々と過ぎていくものであり，人を待ってく
れることなどない。（転じて，人はすぐに老いてしまうものだから，二度と戻らない時間をむだ
にしないで，努力に励めよという戒めを含む。）
　B　自分を優先して，他の人を後回しにするようなことはしてはいけない。
　漢文を書き下して読む場合，上から下→返り点が何もついていない漢字→返り点の付いた漢字→
返り点はレ点・一二点の順番，という順序で読んでいく。漢字の右横の平仮名は漢字の読み，片
仮名は送り仮名なので書き下し文にするとき平仮名に直す。Aは「歳月」には何もついていない
ので，そのまま読む。次は「不レ待レ人」となっているので，「人」から上に返して「待」「不」
の順に「人を待たず」と読む。
　Bは「毋」に二点，「先」にレ点がついているので読まずに，最初は何もついていない「己」から 
読む。「而」は置き字なので読まない。「後」はレ点と一点があるので，「人」から読んで「後」に 
返し，「後」の一点を受けて二点の「毋」にもどる。
問三　「藍」は染料に使う藍草のことで，藍草で染めた布は藍草よりも鮮やかな青色となることか 
ら，その関係を弟子と師匠にあてはめて，弟子が師匠の学識や技術を超えるという意味なので，
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段落で「諸所に泣きつき」とあるので，「助けてくれる人が皆無である」とある②は合致しない。
「家を追われる」原因は描かれていないので，③も合致しない。「私」のお慶に対する仕打ちのこ
とを巡査は知らないので，「知らないふり」とある④も合致しない。

第二問　（論説文－大意・要旨，内容吟味，文脈把握，接続語，脱語補充）
問一　Ⅰは直前の内容（「脱・身体化」された技術の典型である原子力発電所は巨大プラントにもか
かわらず，プラントの状態を把握するには計器が唯一の「感覚器」であること）を理由とした内
容（福島第一原発事故では原子炉の状態を把握するのに時間がかかったこと）が続いているので
「だから」が入る。Ⅱは直前の内容（ヒト型ロボットはある程度までは賞賛の対象になること）よ
りも直後の内容（一線を越えたときに恐怖感や忌避感を引き起こすこと）であると続いているので
「むしろ」が入る。Ⅲは直前の内容（自分に似ていることは敵である可能性が高いこと）に直後の
内容（自分と同等の能力を持っていることが推測されること）が加えられているので「しかも」が
入る。
問二　Xを追究する「基本理念」とは，直前の段落で述べられている，運転者が疲れずに安全に目
的地に到達できるようにするというメルセデスの基本理念のことなので，①が適当である。
問三　Aは「自動ブレーキや自動衝突回避装置」を経験した感想で，直後～直後の段落で，追突し
そうになる恐怖を抱いたままブレーキを踏まないことが必要だが，ブレーキを機械だけにまかせ
ることは直感的に無理があるという技術の限界を体感できることでもある，と述べているので，
④が適当である。「だがブレーキを」で始まる段落で述べられていることが，Aの中心となる筆
者の感想なので，他の選択肢は適当ではない。
問四　Bの「ラ・スペーコラ」を有名にしているのは，偏狂的な精密さで人のあらゆる細部を模造
した人体解剖模型であることが述べられ，さらに次段落で，ヒト型ロボットが本物に似ているこ
とが一線を越えると賞賛から恐怖感や忌避感を引き起こすことが述べられていることから，②が
適当である。①の「復活させる必要性を主張する」，③の「ドイツの優位性」は述べられていな
いので適当ではない。「ラ・スペーコラ」は「脱・身体化」の具体例ではないので，④も適当で
はない。
問五　C直前の段落で，ヒト型ロボットが恐怖感や忌避感を引き起こす感覚は，自分に似ているこ
とは自分とは異なる存在であり，敵である可能性が高く，自分と同等の能力を持っていることが
推測される厄介な相手だから避けた方がよい，という危険を察知して回避する反応装置が人間の
心性に備わっているからであることが述べられている。ヒト型ロボットに感じる不気味さは，厄
介な敵に感じるものであり，そうした敵に恐怖感や忌避感によって危険を察知して回避すること
につながるため，Cのように述べている。不気味さは厄介な敵に感じるものであること，その敵
に恐怖感や忌避感によって危険を察知して回避できること，というように，不気味さがどのよう
なことにつながるかを説明していく。
問六　D直前の「そういった技術」とは原発のような技術，すなわち「このような」で始まる段落
で述べられている，身体的感覚をすり抜けてしまう危険な技術（＝テクノロジー）のことで，こう
した技術との付き合い方を十分に身につけていないため，Dのように述べているので，①が適当
である。直前の内容がDに理由となっているので，他の選択肢は適当ではない。
問七　「人造人間の模型を見」ることは不気味さに伴う恐怖感や忌避感によって危険を察知して回
避できることの説明，「技術の限界を体験したりすること」は道具が身体的感覚をすり抜けてし
まうことが危険であることの説明としてそれぞれ述べられているので，①は適当ではない。②の
「忘れてしまう」，③は全文が述べられていないので，適当ではない。④は「原発のような」で始
まる段落で述べられているので，適当である。
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第三問　（漢字の読み書き）
問一　1は大声をあげて泣くこと。2はあることに心を奪われ，われを忘れてしまうこと。3の「均」
の右部分は「勺」ではなく「匀」であることに注意。4の「煮」の部首は「灬（れっか，れんが）」
であることに注意。5は神や仏などが人の姿となって現れたもののこと。6の音読みは「バイ」。
熟語は「培養」など。7は大小さまざまの川の総称。8の音読みは「ジュ」。熟語は「教授」など。
9は明日の朝のこと。10は過去の日々のこと。

第四問　（脱語補充，文と文節，品詞・用法）
問一　用言は動詞・形容詞・形容動詞の3つである。その言葉がどの用言かを判別するには終止形 
（言い切りの形）にして，語尾がウ段の場合は動詞，「い」の場合は形容詞，「だ」の場合は形容動
詞，となる。傍線部の終止形は「辛い」なので形容詞。形容詞の活用は一種類で，未然形は「か
ろ」，連用形は「かっ・く」，終止形は「い」，連体形は「い」，仮定形は「けれ」，命令形はない。
傍線部は「辛かろ」なので，未然形である。

問二　傍線部と①は連体詞。②は形容詞，③，④は形容動詞。「な」「に」を「だ」に置き換えるこ
とができれば形容動詞，できなければ連体詞と判断する。傍線部は「大きだ」とは置き換えられ
ないので連体詞である。
問三　主語を見つける場合，述語の動作をしているのは誰かということを確認する。「変わったか
も知れない」のは「彼」なので主語は「彼」である。「単語で」という指示があるので「彼」だ
けを抜き出す。
問四　①は「ひどかったので」，③は「知らないので（ために，から）」，④は「つけると」という形
で，それぞれ文節が接続語となって一つの文にすることができるが，②は一つの文にすることが
できない。
問五　「その日」と「別な日」を区別して強調するので，①に付け足せばよい。

第五問　（漢文－書き下し文，故事成語，その他）
問一　〈口語訳〉　A　田を耕す者がいた。　B　（自分の）才能や技術，成功に生かすべきだ。
　Aは「田を耕す」から始まるので，「耕」にレ点をつけて「田」から返す。次に「者有り」と読
ませるので，「者」に一点をつけ，「有」に二点をつける。
　Bは「以」には何もつけず，「攻」にレ点と一点をつけて「玉」から返し「玉を攻む」と読ませて，
「可」（＝べし）に二点をつけてもどる。
問二　〈口語訳〉　A　時間は人の都合とは関係なしに刻々と過ぎていくものであり，人を待ってく
れることなどない。（転じて，人はすぐに老いてしまうものだから，二度と戻らない時間をむだ
にしないで，努力に励めよという戒めを含む。）
　B　自分を優先して，他の人を後回しにするようなことはしてはいけない。
　漢文を書き下して読む場合，上から下→返り点が何もついていない漢字→返り点の付いた漢字→
返り点はレ点・一二点の順番，という順序で読んでいく。漢字の右横の平仮名は漢字の読み，片
仮名は送り仮名なので書き下し文にするとき平仮名に直す。Aは「歳月」には何もついていない
ので，そのまま読む。次は「不レ待レ人」となっているので，「人」から上に返して「待」「不」
の順に「人を待たず」と読む。
　Bは「毋」に二点，「先」にレ点がついているので読まずに，最初は何もついていない「己」から 
読む。「而」は置き字なので読まない。「後」はレ点と一点があるので，「人」から読んで「後」に 
返し，「後」の一点を受けて二点の「毋」にもどる。
問三　「藍」は染料に使う藍草のことで，藍草で染めた布は藍草よりも鮮やかな青色となることか 
ら，その関係を弟子と師匠にあてはめて，弟子が師匠の学識や技術を超えるという意味なので，
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①が適当である。「出藍（しゅつらん）の誉（ほま）れ」ともいう。他の選択肢を表す故事成語はそ
れぞれ，②は「他山の石以て玉を攻むべし」（単に「他山の石」ともいう），③は「己の欲せざる
所は人に施す勿れ」，④は「虎穴に入らずんば虎子を得ず」。

★ワンポイントアドバイス★

漢文は，書き下し文や訓点などのきまりを覚えることが重要だ。読み慣れてくると
意味もとらえやすくなるので，最初にしっかり覚えてしまおう。


