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＜数学解説＞
第一問　（正負の数，平方根，等式の変形，連立方程式，二次方程式，式の値，数の性質）
（1）　－ 3
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1
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（2）　3√ 24 －√ 18 
√ 3 ＝3×2√ 6 －√ 6 ＝5√ 6 

（3）　a－2b
2 －a－3

3 ＝1　　3（a－2b）－2（a－3）＝6　　3a－6b－2a＋6＝6　　a＝6b　

（4）　－3x＋y－6＝0…①　　2x＋y－1＝0…②　　①－②より，－5x－5＝0　　x＝－1　　これを
　②に代入して，－2＋y－1＝0　　y＝3
（5）　x2－13x＋36＝0　　（x－4）（x－9）＝0　　x＝4，9
（6）　a2＋4ab＋4b2＝（a＋2b）2＝｛ 2√ 2 ＋2（1－√ 2 ）｝2＝22＝4

（7）　y＝－ 1
3 x＋12　　yは正の整数だから，xは3の倍数である。また，－ 1

3 x＋12＞0　　x＜36　

　よって，x＝3，6，…，33のとき，y＝11，10，…，1となり，11組。

第二問　（角度，空間図形，速さ）
問1　（1）　辺BCと直線AOとの交点をDとする。△ABCはAB＝ACの二等辺三角形で，Dは円Oの接
点だから，∠ADB＝90°　よって，∠x＝180°－90°－70°＝20°　また，円Oと辺ABとの接点をE
とすると，円外の1点からひいた接線は等しいから，BD＝BE　　よって，∠BDE＝（180°－70°）
÷2＝55°　したがって，∠y＝90°－55°＝35°

平 成 30 年 度

解　答　と　解　説
《平成30年度の配点は解答用紙に掲載してあります。》

第一問 （1）　－15
2 　　（2）　5√ 6 　　（3）　a＝6b　　（4）　x＝－1，y＝3

 （5）　x＝4，9　　（6）　4　　（7）　11組

第二問 問1　（1）　∠x＝20°，∠y＝35°　　（2）　母線　8，体積　8√ 15 
3 π

 問2　（1）　2 　　（2）　①　走）　25xm，歩）　15ym
 ②　走）　分速150m，歩）　分速30m

第三問 問1　（1）　 2
5 　　（2）　 2

25　　（3）　 6
25

 問2　（1）　23枚　　（2）　2n＋15枚　　（3）　41番目
第四問 問1　（1）　108＝22×33，180＝22×32×5　　（2）　36　　（3）　540
 問2　（1）　平均値　4.8，中央値　5　　（2）　14日目，中央値　6.5

第五問 問1　a＝－2　　問2　y＝4x－16　　問3　Q（4，0）　　問4　32　　問5　2：1

第六問 問1　解説参照　　問2　3：2　　問3　12　　問4　36　　問5　180
7

＜数学解答＞

A日程
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　（2）　母線の長さをxとすると，πx2×2π×2
2πx ＝16π　　2x＝16　　x＝8　　円錐の高さは，

　√ 82-22 ＝2√ 15 　　よって，円錐の体積は， 1
3 ×π×22×2√ 15 ＝8√ 15 

3 π

問2　（1）　（2x－3）2＋（√ 2 x）2＝32　　4x2－12x＋9＋2x2＝9　　x2－2x＝0　　x（x－2）＝0　　x＞0
　より，x＝2
　（2）　①　行きの走った道のりは25x（m），歩いた道のりは15y（m）
　②　25x＋15y＝4200…（ⅰ）　22x＋30y＝4200…（ⅱ）　　（ⅰ）－（ⅱ）より，3x－15y＝0　　x＝5y

　…（ⅲ）　　（ⅲ）を（ⅰ）に代入して，125y＋15y＝4200　　y＝4200
140 ＝30　　これを（ⅲ）に代入し

て，x＝150　　よって，走る速さは分速150m，歩く速さは分速30m 

第三問　（確率，規則性）
問1　（1）　題意を満たすのは，2または4の数字の球を取り出すときだから，求める確率は，

2
5

　（2）　球の取り出し方の総数は5×5＝25（通り）　このうち，題意を満たすのは，3と5の数字の球

を取り出すときで，2通りだから，求める確率は，
2
25

　（3）　題意を満たすのは，（1回目，2回目）＝（1，5），（3，3），（3，5），（5，1），（5，3），（5，5）

の6通りだから，求める確率は，
6
25

問2　（1）　5×3＋4×2＝23（枚）
　（2）　5×3＋n×2＝2n＋15(枚)
　（3）　2n＋15＝97　　2n＝82　　n＝41（番目）

第四問　（数の性質，資料の整理）
問1　（1）　108＝22×33，180＝22×32×5
　（2）　nは108と180の最大公約数だから，n＝22×32＝36
　（3）　nは108と180の最小公倍数だから，n＝22×33×5＝540
問2　（1）　平均値は，（1＋3＋3＋2＋5＋5＋8＋5＋8＋8）÷10＝4.8　　また，正答数の少ない順に
並べると，1，2，3，3，5，5，5，8，8，8となるから，中央値は，5番目と6番目の平均で5 
　（2）　中央値の値が変わるのは，7番目の5と8番目の8の平均値になるときだから，14日目で，中

　央値は，5＋8
2 ＝6.5

第五問　（図形と関数・グラフの融合問題）
問1　A（2，－8）はy＝ax2上の点だから，－8＝a×22　　a＝－2
問2　y＝－2x2にx＝－4を代入して，y＝－2×（－4）2＝－32　　よって，B（－4，－32）　直線ABの
式をy＝bx＋cとおくと，2点A，Bを通るから，－8＝2b＋c，－32＝－4b＋c　　この連立方程式
を解いて，b＝4，c＝－16　　よって，y＝4x－16

問3　y＝4x－16にy＝0を代入して，0＝4x－16　　x＝4　　よって，Q（4，0）
問4　P（－2，－8）より，OQ//PA，OQ＝PA＝4だから，四角形OPAQは平行四辺形である。よって，
その面積は，4×8＝32
問5　Mは対角線OAの中点となるから，△ABO：△ABM＝OA：MA＝2：1

第六問　（平面図形の計量）
問1　CD//EFより，平行線の錯角は等しいから，∠CDE＝∠FED　　同位角は等しいから，∠CDB＝ 
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∠EFD　　線分CDは∠BDEの二等分線だから，∠CDE＝∠CDB　　よって，∠FED＝∠EFD　　
2つの角が等しいので，△DEFはDF＝DEの二等辺三角形である。
問2　DF＝DE＝6より，DF：FA＝6：（10－6）＝3：2

問3　CD//EFより，AE：EC＝AF：FD　　EC＝8×6
4 ＝12

問4　AD2＝AE2＋DE2より，∠DEA＝90°だから，DE//BC　　よって，△BDE＝△CDE＝ 1
2 ×DE×

EC＝ 1
2 ×6×12＝36

問5　DE//BCより，DE：BC＝AE：AC　　BC＝6×（8＋12）
8 ＝15　　よって，EG：GB＝DE：BC＝

6：15＝2：5　　したがって，△BDG：△BDE＝BG：BE＝5：（5＋2）＝5：7より，△BDG＝ 5
7 ×

36＝180
7

＜英語解説＞
第一問　リスニングテスト解説省略。
第二問　（語句選択問題：動詞，疑問詞，副詞，慣用句）

1　ジェシカ「夕食後にビデオを見たいですか。」　ミズキ「いいえ，疲れています。早く寝たいです。」
　tired は感じるものなので feel を選ぶ。
2　ミオ「今ここに来られますか。」　ジュン「いいえ，行けません。母が私に皿を洗うように頼み
ました。」　〈ask A to ～〉で「Aに～するよう頼む」という意味を表す。

3　パット「何時に試合が始まるか知っていますか。」　ハヤト「えっと…8時に始まります。」　
what time で「何時」という意味を表す。

★ワンポイントアドバイス★

あらゆる分野から標準レベルの問題がまんべんなく出題されている。基礎を固めて，
弱点分野のないようにしておこう。

第一問 問1　1　ウ　　2　イ　　問2　1　ア　　2　イ　　問3　1　イ　　2　ア　　3　ア
第二問 1　ウ　　2　イ　　3　ウ　　4　イ　　5　エ
第三問  問1　①　ア　　問2　②　（We will give） the money we get to the children’s 

hospital （.）　　問3　③　drew　　問4　④　ア　　問5　He enjoyed seeing rocks 
the most.　　問6　エ

第四問  問1　①　（However， even people） who can’t live alone at home can care for 
their cat or dog （.）　　問2　②　カ　　問3　③　ウ　　問4　④　himself

 問5　⑤　老人が飼っていた犬に，新しい飼い主を見つけたこと。
 問6　（Because） She lives together with her cat, Taro.　　問7　イ，カ
第五問 問1　ウ　　問2　（1）　No （, they） shouldn’t （.）　　（2）　nine
  問3　（例）　It is important to do volunteer activities because they can talk to 

many people and learn many things.

＜英語解答＞
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＜英語解答＞
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4　ハンナ「コーヒーに少しミルクはいかがですか。」　マイク「ええ，お願いします。砂糖ももら
っていいですか。」　ミルクは数えられないものなので，a little を選ぶ。

5　ジェーン「学校へ行く準備はできていますか。」　ケンタ「ちょっと待って。ネクタイをつけな
いと。」　ネクタイなどを身につける場合は put on を使う。

第三問　（メール文問題：指示語，語句整序，語形変化，語句補充，内容吟味）
（全訳）
ジェームズへ
マサキより
親愛なるジェームズ
元気ですか。電子メールをありがとう。もう一度カナダへもどりたいです。クラスのみんなはど

うですか。高校にいて本当に楽しかったです。今ぼくは母国に帰っています。今日本は暑いです。
バンクーバーはどうですか。
来月家族といっしょにトロントを訪問するというのはすばらしいですね。ぼくは行ったことがあ
りませんが，インターネットで写真をいくつか見て，湖が美しいと思いました。君は以前に①そこ
へ行ったことがあるそうですね。その時は何をしたのですか。
ぼくは美術部の一員です。ぼくたちの部は美術とマンガの2つのグループに分かれています。ぼ
くはマンガのグループにいます。美術部はこの夏学校に3泊4日で滞在して絵を描いたりアニメを観
たりします。ぼくたちは9月の文化祭で描く絵を売るつもりです。②ぼくたちは得たお金を小児病
院に寄付します。ぼくはそれをとても楽しみにしています。君がもし欲しいなら，絵を送ることも
できますよ。
　
マサキへ
ジェームズより
親愛なるマサキ
君の部の活動はとてもおもしろそうですね。部には何人いるのですか。絵の一枚を送ってくださ

い。絵がきたらぼくはとてもうれしいです。ぼくの母も絵を描くのが好きです。母は去年ぼくたち
の町の美しい絵を③描いて，今それは居間に飾ってあります。
前回ぼくがトロントに行った時は，科学博物館を訪れました。プラネタリウムでたくさんの星を

見たり，たくさんの岩を見たり，無線で話したり，紙を作ったりしました。岩を見るのが一番好き
でした。もし機会があればまたそこへ行きたいです。日本で科学博物館を訪問したことがあります
か。

ジェームズへ
マサキより
親愛なるジェームズ
君のためにすばらしい絵を描くよ。ぼくたちの美術部には，マンガを描く人が12人，他の絵を描
く人が15人います。

2年前，ぼくは中学校全体で東京にある科学博物館を訪問しました。ぼくたちは修学旅行で東京
へ行ったんです。あまりに大きかった④ので，科学博物館の一部しか見られませんでした。友人た
ちとぼくは恐竜の化石を見ました。360度のスクリーンで短い映画を見たりもしました。それは昔
の人々の暮らしについてでした。終わってからぼくたちは上野動物園に行きました。博物館の隣に
ありました。ぼくは旅行をとても楽しみました。
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問1　第2段落の第1文にある Toronto を指している。
問2　we get の前に目的格の関係代名詞があるが，省略されている。
問3　「去年」の出来事なので過去形にする。
問4　後に続く部分が理由を表している。
問5　「ジェームズは科学博物館で一番何を楽しみましたか。」　ジェームズの電子メールの第2段落
の第3文の内容から答える。
問6　ア「ジェームズは以前トロントへ行ったことがない。」　ジェームズの電子メールの第2段落の
第1文の内容に合わないので，不適切。　イ「マサキの学校の美術部のマンガグループには27人
のメンバーがいる。」　マサキの2つ目の電子メールの第1段落の第2文の内容に合わないので，不
適切。　ウ「マサキは2年前に高校の修学旅行で東京を訪れた。」　マサキの2つ目の電子メールの
第2段落の第1文の内容に合わないので，不適切。　エ「マサキは科学博物館だけでなく上野動物
園も訪れた。」　マサキの2つ目の電子メールの第2段落の最後から3つ目の文の内容に合うので，
正解。

第四問　（長文読解問題・説明文：語句整序，文整序，語句補充，内容吟味）
（全訳）　今日，私はペットについて話します。今日では多くの人々がペットを飼っています。老
人たちは退職後，たくさんの自由時間があるので犬やネコを飼うことを好みます。でもペットの飼
い主が病気になったり，老人ホームに引っ越さねばならなくなった時に何が起こるでしょうか。こ
れは日本において大きな問題です。

1つの答えは，老人たちが老人ホームでペットとともに生きられることです。こうした老人ホー
ムは高価です。①けれども，ひとりで家で生活できない人はネコや犬の面倒を見られません。仙台
にはこうした老人ホームがいくつかあります。そこはひと月に20万円以上します。私の祖母はその
ようなホームで暮らしています。彼女にはタロウという名前のネコがいます。3年前に彼女は倒れ
て脚を傷つけました。彼女は老人ホームへ運ばれねばなりませんでしたが，タロウを飼い続けたか
ったのです。彼女はよい老人ホームをみつけ，今彼女とタロウはそこで一緒に暮らしています。自
分の家で暮らすより高価ですが，彼女はとても幸せに感じています。

②もう一つの答えはペット専用の家です。「ペット・ホーム」は多くありません̶日本には全部
で30しかありません。けれどもそのひとつが宮城県の仙台にあります。私の叔母の犬は今そこに住
んでいます。このペット・ホームはネコだと1年で324,000円，小さな犬で345,600円で，大きい犬だ
と518,400円します。ペットの主人はまたペットの世話を永久にみてもらうために約1,000,000円を
払うこともできます。それは高価ですが，主人は安心することができます。③自分のペットについ
て心配する必要がないからです。私のおばの犬のポチは16歳で，④自分ひとりではトイレを使うこ
とができません。しかしおばは一日中働かねばならず，ポチの面倒をみることができません。彼女
はポチに長生きをしてほしいので，ポチをペット・ホームに送りました。ポチは毎日2回散歩をし，
朝食と夕食を食べ，お風呂に入り，マッサージを受けます。ポチにはまた多くの友達がいます。イ
ヌコという名前の老犬は主人とともに暮らしていますが，主人が仕事にいっている間の数時間はペ
ット・ホームにいます。私のおばはポチを訪ねるときに時々イヌコに会います。
私のいとこはこのペット・ホームはすばらしいと思うので，そこで働きたいと願っています。ペ

ット・ホームで働く人々は月に約150,000円から200,000円ほど得られます。いとこは，年をとった
犬やネコの世話をする方法について授業を受けています。彼女は「動物介護士」になるでしょう。
ペット・ホームだけが唯一の答えではありません。私は犬を飼っている老人に関するテレビ番組

を見ました。その老人が老人ホームに引っ越したとき，彼はボランティアのグループに助けを求め
ました。彼らは犬のために新しい家族を見つけました。今では，彼の犬は散歩に連れていってくれ
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4　ハンナ「コーヒーに少しミルクはいかがですか。」　マイク「ええ，お願いします。砂糖ももら
っていいですか。」　ミルクは数えられないものなので，a little を選ぶ。

5　ジェーン「学校へ行く準備はできていますか。」　ケンタ「ちょっと待って。ネクタイをつけな
いと。」　ネクタイなどを身につける場合は put on を使う。

第三問　（メール文問題：指示語，語句整序，語形変化，語句補充，内容吟味）
（全訳）
ジェームズへ
マサキより
親愛なるジェームズ
元気ですか。電子メールをありがとう。もう一度カナダへもどりたいです。クラスのみんなはど

うですか。高校にいて本当に楽しかったです。今ぼくは母国に帰っています。今日本は暑いです。
バンクーバーはどうですか。
来月家族といっしょにトロントを訪問するというのはすばらしいですね。ぼくは行ったことがあ
りませんが，インターネットで写真をいくつか見て，湖が美しいと思いました。君は以前に①そこ
へ行ったことがあるそうですね。その時は何をしたのですか。
ぼくは美術部の一員です。ぼくたちの部は美術とマンガの2つのグループに分かれています。ぼ
くはマンガのグループにいます。美術部はこの夏学校に3泊4日で滞在して絵を描いたりアニメを観
たりします。ぼくたちは9月の文化祭で描く絵を売るつもりです。②ぼくたちは得たお金を小児病
院に寄付します。ぼくはそれをとても楽しみにしています。君がもし欲しいなら，絵を送ることも
できますよ。
　
マサキへ
ジェームズより
親愛なるマサキ
君の部の活動はとてもおもしろそうですね。部には何人いるのですか。絵の一枚を送ってくださ

い。絵がきたらぼくはとてもうれしいです。ぼくの母も絵を描くのが好きです。母は去年ぼくたち
の町の美しい絵を③描いて，今それは居間に飾ってあります。
前回ぼくがトロントに行った時は，科学博物館を訪れました。プラネタリウムでたくさんの星を

見たり，たくさんの岩を見たり，無線で話したり，紙を作ったりしました。岩を見るのが一番好き
でした。もし機会があればまたそこへ行きたいです。日本で科学博物館を訪問したことがあります
か。

ジェームズへ
マサキより
親愛なるジェームズ
君のためにすばらしい絵を描くよ。ぼくたちの美術部には，マンガを描く人が12人，他の絵を描
く人が15人います。

2年前，ぼくは中学校全体で東京にある科学博物館を訪問しました。ぼくたちは修学旅行で東京
へ行ったんです。あまりに大きかった④ので，科学博物館の一部しか見られませんでした。友人た
ちとぼくは恐竜の化石を見ました。360度のスクリーンで短い映画を見たりもしました。それは昔
の人々の暮らしについてでした。終わってからぼくたちは上野動物園に行きました。博物館の隣に
ありました。ぼくは旅行をとても楽しみました。
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問1　第2段落の第1文にある Toronto を指している。
問2　we get の前に目的格の関係代名詞があるが，省略されている。
問3　「去年」の出来事なので過去形にする。
問4　後に続く部分が理由を表している。
問5　「ジェームズは科学博物館で一番何を楽しみましたか。」　ジェームズの電子メールの第2段落
の第3文の内容から答える。
問6　ア「ジェームズは以前トロントへ行ったことがない。」　ジェームズの電子メールの第2段落の
第1文の内容に合わないので，不適切。　イ「マサキの学校の美術部のマンガグループには27人
のメンバーがいる。」　マサキの2つ目の電子メールの第1段落の第2文の内容に合わないので，不
適切。　ウ「マサキは2年前に高校の修学旅行で東京を訪れた。」　マサキの2つ目の電子メールの
第2段落の第1文の内容に合わないので，不適切。　エ「マサキは科学博物館だけでなく上野動物
園も訪れた。」　マサキの2つ目の電子メールの第2段落の最後から3つ目の文の内容に合うので，
正解。

第四問　（長文読解問題・説明文：語句整序，文整序，語句補充，内容吟味）
（全訳）　今日，私はペットについて話します。今日では多くの人々がペットを飼っています。老
人たちは退職後，たくさんの自由時間があるので犬やネコを飼うことを好みます。でもペットの飼
い主が病気になったり，老人ホームに引っ越さねばならなくなった時に何が起こるでしょうか。こ
れは日本において大きな問題です。

1つの答えは，老人たちが老人ホームでペットとともに生きられることです。こうした老人ホー
ムは高価です。①けれども，ひとりで家で生活できない人はネコや犬の面倒を見られません。仙台
にはこうした老人ホームがいくつかあります。そこはひと月に20万円以上します。私の祖母はその
ようなホームで暮らしています。彼女にはタロウという名前のネコがいます。3年前に彼女は倒れ
て脚を傷つけました。彼女は老人ホームへ運ばれねばなりませんでしたが，タロウを飼い続けたか
ったのです。彼女はよい老人ホームをみつけ，今彼女とタロウはそこで一緒に暮らしています。自
分の家で暮らすより高価ですが，彼女はとても幸せに感じています。

②もう一つの答えはペット専用の家です。「ペット・ホーム」は多くありません̶日本には全部
で30しかありません。けれどもそのひとつが宮城県の仙台にあります。私の叔母の犬は今そこに住
んでいます。このペット・ホームはネコだと1年で324,000円，小さな犬で345,600円で，大きい犬だ
と518,400円します。ペットの主人はまたペットの世話を永久にみてもらうために約1,000,000円を
払うこともできます。それは高価ですが，主人は安心することができます。③自分のペットについ
て心配する必要がないからです。私のおばの犬のポチは16歳で，④自分ひとりではトイレを使うこ
とができません。しかしおばは一日中働かねばならず，ポチの面倒をみることができません。彼女
はポチに長生きをしてほしいので，ポチをペット・ホームに送りました。ポチは毎日2回散歩をし，
朝食と夕食を食べ，お風呂に入り，マッサージを受けます。ポチにはまた多くの友達がいます。イ
ヌコという名前の老犬は主人とともに暮らしていますが，主人が仕事にいっている間の数時間はペ
ット・ホームにいます。私のおばはポチを訪ねるときに時々イヌコに会います。
私のいとこはこのペット・ホームはすばらしいと思うので，そこで働きたいと願っています。ペ

ット・ホームで働く人々は月に約150,000円から200,000円ほど得られます。いとこは，年をとった
犬やネコの世話をする方法について授業を受けています。彼女は「動物介護士」になるでしょう。
ペット・ホームだけが唯一の答えではありません。私は犬を飼っている老人に関するテレビ番組

を見ました。その老人が老人ホームに引っ越したとき，彼はボランティアのグループに助けを求め
ました。彼らは犬のために新しい家族を見つけました。今では，彼の犬は散歩に連れていってくれ
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て，自分のことを愛してくれる新しい家族を得ています。私はそのボランティアのグループは⑤す
ばらしいことをしたと思います。
日本では，年をとったペットも年をとった主人もともに問題になっています。しかしこれらの問

題を解くためのさまざまな異なった方法があります。私は，老人ホームや，ペット・ホームや，ペ
ットのための新しい家族を見つけることについて話しました。最善の方法は何だと思いますか。
問1　主格の関係代名詞を用いて「ひとりで家で生活できない人は」を主語にする。
問2　全訳参照。
問3　直前の文の内容の理由を表しているので，ウが正解。
問4　「ひとりで」は〈by ～ self〉と表す。
問5　直前に書かれている内容を具体的にまとめる。
問6　「著者の祖母はなぜ幸せに感じるのか。」　第2段落の最後から2つ目の文の内容を使って答え
る。
問7　ア「多くの人々は退職後にさびしく感じるので，ペットを飼う。」　第1段落の第3文に「たく
さん時間があるから飼う」とあるので，不適切。　イ「もしあなたが自分のペットをペット・ホ
ームに送ったら，あなたは他のことができる。」　第3段落に書かれている叔母の例の内容に合う
ので，正解。　ウ「仙台のペット・ホームでは，1月に200,000円を払わねばならない。」　第2段
落の第5文に書かれているのは老人ホームのことなので，不適切。　エ「ペットは短期間ではペ
ット・ホームに滞在できない。」　第3段落のイヌコの例に合わないので，不適切。　オ「自分の
ペットをもつ人たちだけがペット・ホームで働くことができる。」　文中に書かれていない内容な
ので，不適切。　カ「著者のいとこは年をとったペットの世話をしたいので，学んでいる。」　第
4段落の内容に合うので，正解。

第五問　（チラシ文問題：内容吟味）
あなたはボランティアに興味がありますか。

　春休みの間，私たちのボランティア活動に参加されてはいかがですか。多くの若者たちが私たち
の地域の環境について考えてほしいと思っています。私たちの町をきれいにして，これらの活動を
楽しみましょう。
●　これらのボランティア活動に誰が参加できるか。
　　　13歳から18歳のあいだであること。
　　　仙台青葉区の中学か高校に通っていること
●　どのようなボランティア活動があるか。

場所 ボランティア活動 日時 人数 必要なもの
青葉コミュニティー
センター

古紙やビンの回収と
ティーパーティー

毎週日曜日
午前7:15─午前10:30 10 飲み物，手袋，

100円

広瀬橋 ごみ拾いとボートツ
アー

毎週土曜日と日曜日
午前7:30─午前11:00 15 飲み物，帽子

仙台グリーンパーク 植林とバーベキュー
ランチ

毎週土曜日
午前9:15─午後2:00 20 飲み物，手袋，

500円
　開始時刻の15分前に来てください。最初に活動について説明します。
　初めから活動が終わるときまでいてください。
●　どのようにして始めるか。
　　　 これらのボランティア活動に参加したいなら，申込用紙を学校でもらうか，インターネット

で得るかしてください。
●　どんな質問でもしてください。
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　　　くわしい情報が必要なら青葉ボランティアクラブ事務所に連絡してください。
　　　電話：001-333-4081
問1　ア「5月の連休中に」とは書かれていないので，不適切。　イ「中学か高校に通っていること」
とあるので，不適切。　ウ　植林のボランティア活動は午後2時までかかるので，正解。
　エ　廃品回収のボランティア活動には100円が必要だとあるので，不適切。
問2　（1）　「質問があるとき生徒は学校にたずねなければならない。」　質問は，青葉ボランティア
クラブ事務所にするようにとあるので，No で答える。　（2）　「植林とバーベキューランチに生
徒が行きたいときは，9時までに仙台グリーンパークに来なければならない。」　植林とバーベキ
ューランチは午前9:15に始まり，開始時刻の15分前に来るようにとあるので，9時にはいなけれ
ばならない。
問3　「ボランティア活動をするのはなぜ大切か。」　中学生や高校生がボランティア活動に参加した
際にどのようなよい点があるかについて，具体的にわかりやすく書くとよい。

＜理科解説＞
第一問　（小問集合）
問1　コケ植物のスギゴケには根・茎・葉の区別や維管束がなく，体の表面全体で水分を吸収する。
なお，ゼンマイ・イヌワラビ・スギナはシダ植物の仲間であり，根・茎・葉の区別や維管束がある。。
問2　アンモニアは水によく溶け，空気よりも軽いので，上方置換法で集める。
問3　作用線は，力を表す矢印を含む直線のことである。
問4　満月は，午後6時頃に東の地平線からのぼり，3時間後の21時頃には南東の空に見られる。

第一問 問1　ウ　　問2　イ　　問3　ア　　問4　ア　　問5　イ
第二問 1　 問1　①　感覚神経　　②　運動神経　　問2　40（m/秒） 

問3　0.024（秒）　　問4　イ
 2　 問1　①　ウ　　②　ア　　③　イ　　④　エ 

問2　（1）　柔毛　　（2）　ウ
第三問 1　問1　イ　　問2　ウ　　問3　ウ　　問4　エ　　問5　オ
 2　問1　イ　　問2　②　　問3　活断層
第四問 問1　CuCl2→Cu2＋＋2Cl－　　問2　銅イオン　　問3　ア，エ，オ
 問4　2Cl－→Cl2＋2e－　　問5　80（分）　　問6　0.22（mm）

第五問 問1　5（Ω）　　問2　8（V）　　問3　10（Ω）　　問4　6.4［32
5］（Ｗ）

 問5　5（Ω）　　問6　40（W）　　問7　16800（J）　　問8　400（g）

＜理科解答＞

★ワンポイントアドバイス★

第二問の4には few や little が使われているが，few や many は可算名詞に，little 
や much は不可算名に限って使うというルールがある。それに対して a lot of は
可算名詞にも不可算名詞にも使えることを覚えておこう。
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て，自分のことを愛してくれる新しい家族を得ています。私はそのボランティアのグループは⑤す
ばらしいことをしたと思います。
日本では，年をとったペットも年をとった主人もともに問題になっています。しかしこれらの問

題を解くためのさまざまな異なった方法があります。私は，老人ホームや，ペット・ホームや，ペ
ットのための新しい家族を見つけることについて話しました。最善の方法は何だと思いますか。
問1　主格の関係代名詞を用いて「ひとりで家で生活できない人は」を主語にする。
問2　全訳参照。
問3　直前の文の内容の理由を表しているので，ウが正解。
問4　「ひとりで」は〈by ～ self〉と表す。
問5　直前に書かれている内容を具体的にまとめる。
問6　「著者の祖母はなぜ幸せに感じるのか。」　第2段落の最後から2つ目の文の内容を使って答え
る。
問7　ア「多くの人々は退職後にさびしく感じるので，ペットを飼う。」　第1段落の第3文に「たく
さん時間があるから飼う」とあるので，不適切。　イ「もしあなたが自分のペットをペット・ホ
ームに送ったら，あなたは他のことができる。」　第3段落に書かれている叔母の例の内容に合う
ので，正解。　ウ「仙台のペット・ホームでは，1月に200,000円を払わねばならない。」　第2段
落の第5文に書かれているのは老人ホームのことなので，不適切。　エ「ペットは短期間ではペ
ット・ホームに滞在できない。」　第3段落のイヌコの例に合わないので，不適切。　オ「自分の
ペットをもつ人たちだけがペット・ホームで働くことができる。」　文中に書かれていない内容な
ので，不適切。　カ「著者のいとこは年をとったペットの世話をしたいので，学んでいる。」　第
4段落の内容に合うので，正解。

第五問　（チラシ文問題：内容吟味）
あなたはボランティアに興味がありますか。

　春休みの間，私たちのボランティア活動に参加されてはいかがですか。多くの若者たちが私たち
の地域の環境について考えてほしいと思っています。私たちの町をきれいにして，これらの活動を
楽しみましょう。
●　これらのボランティア活動に誰が参加できるか。
　　　13歳から18歳のあいだであること。
　　　仙台青葉区の中学か高校に通っていること
●　どのようなボランティア活動があるか。

場所 ボランティア活動 日時 人数 必要なもの
青葉コミュニティー
センター

古紙やビンの回収と
ティーパーティー

毎週日曜日
午前7:15─午前10:30 10 飲み物，手袋，

100円

広瀬橋 ごみ拾いとボートツ
アー

毎週土曜日と日曜日
午前7:30─午前11:00 15 飲み物，帽子

仙台グリーンパーク 植林とバーベキュー
ランチ

毎週土曜日
午前9:15─午後2:00 20 飲み物，手袋，

500円
　開始時刻の15分前に来てください。最初に活動について説明します。
　初めから活動が終わるときまでいてください。
●　どのようにして始めるか。
　　　 これらのボランティア活動に参加したいなら，申込用紙を学校でもらうか，インターネット

で得るかしてください。
●　どんな質問でもしてください。
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　　　くわしい情報が必要なら青葉ボランティアクラブ事務所に連絡してください。
　　　電話：001-333-4081
問1　ア「5月の連休中に」とは書かれていないので，不適切。　イ「中学か高校に通っていること」
とあるので，不適切。　ウ　植林のボランティア活動は午後2時までかかるので，正解。
　エ　廃品回収のボランティア活動には100円が必要だとあるので，不適切。
問2　（1）　「質問があるとき生徒は学校にたずねなければならない。」　質問は，青葉ボランティア
クラブ事務所にするようにとあるので，No で答える。　（2）　「植林とバーベキューランチに生
徒が行きたいときは，9時までに仙台グリーンパークに来なければならない。」　植林とバーベキ
ューランチは午前9:15に始まり，開始時刻の15分前に来るようにとあるので，9時にはいなけれ
ばならない。
問3　「ボランティア活動をするのはなぜ大切か。」　中学生や高校生がボランティア活動に参加した
際にどのようなよい点があるかについて，具体的にわかりやすく書くとよい。

＜理科解説＞
第一問　（小問集合）
問1　コケ植物のスギゴケには根・茎・葉の区別や維管束がなく，体の表面全体で水分を吸収する。
なお，ゼンマイ・イヌワラビ・スギナはシダ植物の仲間であり，根・茎・葉の区別や維管束がある。。
問2　アンモニアは水によく溶け，空気よりも軽いので，上方置換法で集める。
問3　作用線は，力を表す矢印を含む直線のことである。
問4　満月は，午後6時頃に東の地平線からのぼり，3時間後の21時頃には南東の空に見られる。

第一問 問1　ウ　　問2　イ　　問3　ア　　問4　ア　　問5　イ
第二問 1　 問1　①　感覚神経　　②　運動神経　　問2　40（m/秒） 

問3　0.024（秒）　　問4　イ
 2　 問1　①　ウ　　②　ア　　③　イ　　④　エ 

問2　（1）　柔毛　　（2）　ウ
第三問 1　問1　イ　　問2　ウ　　問3　ウ　　問4　エ　　問5　オ
 2　問1　イ　　問2　②　　問3　活断層
第四問 問1　CuCl2→Cu2＋＋2Cl－　　問2　銅イオン　　問3　ア，エ，オ
 問4　2Cl－→Cl2＋2e－　　問5　80（分）　　問6　0.22（mm）

第五問 問1　5（Ω）　　問2　8（V）　　問3　10（Ω）　　問4　6.4［32
5］（Ｗ）

 問5　5（Ω）　　問6　40（W）　　問7　16800（J）　　問8　400（g）

＜理科解答＞

★ワンポイントアドバイス★

第二問の4には few や little が使われているが，few や many は可算名詞に，little 
や much は不可算名に限って使うというルールがある。それに対して a lot of は
可算名詞にも不可算名詞にも使えることを覚えておこう。
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問5　フレアは太陽表面で起こる爆発現象のことで，地球上での電波障害が懸念されている。
第二問　（ヒトの体のしくみ−神経・消化と吸収）

1.　問1　判断や命令を出す脳や脊髄を中枢神経といい，信号を伝える感覚神経や運動神経を末梢
神経という。

問2　0.08mを信号が伝わるのに0.002秒かかるので，平均の速さは， 0.08（m）
0.002（秒）＝40（m/秒）である。

問3　c点からd点までの距離が0.16mなので，信号が伝わるのにかかる時間は，0.16（m）
40（m/秒）＝0.004（秒）

　である。
　 　また，2つのシナプスを信号が伝わるのにかかる時間は，0.01（秒）×2＝0.02（秒）なので，全部で，
　0.004（秒）＋0.02（秒）＝0.024（秒）である。
問4　熱い湯に手が触れた場合，脊髄が中枢となるので，熱いという意識が生まれる前に手をひっ
こめる。

2.　問1　胆汁以外の消化液には消化酵素が含まれていて，養分を分解する。
問2　小腸の内側には柔毛が無数にあり，小腸の表面積を大きくしている。
第三問　（大地の動き・地震−プレートの動き，断層）

1.　問1　海洋のプレートが大陸のプレートの下に沈み込む場所では，海底に深い溝ができ，この
ような場所を海溝という。
問2　海洋のプレートがBからAに移動するので，Aが古くてBが新しい。
問3　海洋のプレートによって引きづり込まれた大陸のプレートのひずみが限界に達すると，大陸
のプレートは元に戻ろうとして急激に隆起して，巨大地震が発生する。
問4　大陸のプレート内部に生じたひずみによって，震源が浅い直下型の地震が発生する。
問5　ゾウやシカはもともと陸に生息しているので，海底とは関係ない。
2.　問1　両側に引かれる力が加わることで正断層が生じる。
問2　両側から押す力が加わることで逆断層が生じる。
問3　活断層では，くり返しずれが生じる。
第四問　（電気分解とイオン−塩化銅水溶液の電気分解）
問1　塩化銅CuCl2を水に溶かすと，銅イオンCu2＋と塩化物イオンCl－に電離する。
問2　銅イオンは青色，塩化物イオンは無色である。
問3　エタノールと砂糖は非電解質であり，水に溶けても電離しない。
問4　陽極では，塩化物イオンCl－が電子e－を受け取り，塩素原子Clになり，それが2個結びついて
塩素分子Cl2となり，発生する。

問5　0.5Aの電流を40分流すと，陰極に銅が0.4g析出するので，1.5Aのとき，40分電流を流すと，

　0.4（g）×1.5（A）
0.5（A）＝1.2（g）の銅が析出するので，2.4gの銅が析出するために必要な時間は，40（分）

　×2.4（g）
1.2（g）＝80（分）である。

問6　0.5Aの電流を20分流すと，陰極に銅が，0.4（g）× 20（分）
40（分）＝0.2（g）析出する。

　一方，銅の密度は8.9g/cm3なので，銅が増えた体積は，　 0.2（g）
8.9（g/cm3）＝0.0224…（cm3）より，0.022cm3 

である。

　したがって，1cm2の銅板において，増えた厚さは，0.022（cm3）
1（cm3） ＝0.022（cm）より，0.22mmである。
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第五問　（電流と電圧−電流回路とオームの法則）
問1　回路全体の合成抵抗が14Ω，抵抗R1の抵抗が10Ωなので，抵抗R2と抵抗R3の合成抵抗は，

　14（Ω）－10（Ω）＝4（Ω）である。したがって，R3の抵抗は，
1
4 ＝

1
20＋

1
R3
より，R3＝5（Ω）である。

問2　抵抗R4にかかる電圧は，並列につながっている抵抗R2にかかる電圧と等しく，
　20（Ω）×0.4（A）＝8（V）である。

問3　抵抗R1にかかる電圧が，20（V）－8（V）＝12（V）なので，抵抗R1に流れる電流は，
12（V）
10（Ω）＝1.2（A）

である。したがって，R4に流れる電流の大きさは，1.2（A）－0.4（A）＝0.8（A）となり，R4の抵抗

　の大きさは，　 8（V）
0.8（A）＝10（Ω）である。

問4　抵抗R4の消費電力は，8（V）×0.8（A）＝6.4（W）である。
問5　図3より，電熱線Ⅰに10Ｖの電圧をかけると，2Aの電流が流れるので，電熱線Ⅰの抵抗の大

　きさは，10（V）
2（A）＝5（Ω）である。

問6　実験2で，電熱線1と電熱線Ⅱを直列につなぎ，30Vの電源につなぐと，回路に2Aの電流が
　流れたので，電熱線Ⅰには10V，電熱線Ⅱには，30（V）－10（V）＝20（V）の電圧がかかっている。
したがって，電熱線Ⅱが消費した電力は，20（V）×2（A）＝40（W）である。

問7　7分間は420秒なので，電熱線Ⅱから発生した熱量は，40（W）×420（秒）＝16800（J）である。
問8　水の質量をxgとすると，4.2（J）×x×10（℃）＝16800（J）より，x＝400（g）である。

第一問 問1　鳥取　　問2　イ　　問3　促成（栽培）　　問4　ア　　問5　ウ　　
 問6　マンゴー　　問7　広島　　問8　イ　　問9　ウ　　
 問10　（1）　イ　　（2）　ア　　問11　イ　　問12　ア　　問13　TPP
 問14　北大西洋海流　　問15　ウ　　問16　ノルウェー，スイス
第二問 問1　（1）　ウ　　（2）　三内丸山遺跡　　（3）　メソポタミア文明
 問2　（1）　ア　　（2）　二・二六事件　　（3）　エ　　
 問3　（1）　NGO　　（2）　イ　　問4　メディアリテラシー　　
 問5　（1）　聖武（天皇）　　（2）　正倉院　　（3）　ア　　問6　一遍　　
 問7　（1）　ウ　　（2）　イ　　問8　エ　　問9　イ
第三問 問1　ウ　　問2　（1）　エ　　（2）　三審制　　問3　（1）　住民自治　　（2）　ウ
 問4　（1）　世界人権宣言　　（2）　イ　　問5　（1）　オ　　（2）　カ
 問6　（1）　イ　　（2）　ウ　　問7　ウ　　問8　（1）　ワイマール憲法　　（2）　エ
 問9　（1）　ウ　　（2）　オ

＜社会解答＞

★ワンポイントアドバイス★

教科書に基づいた基本問題をしっかり練習しておこう。その上で，いろいろな分野
における計算問題に対応できるようにしておこう。
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問5　フレアは太陽表面で起こる爆発現象のことで，地球上での電波障害が懸念されている。
第二問　（ヒトの体のしくみ−神経・消化と吸収）

1.　問1　判断や命令を出す脳や脊髄を中枢神経といい，信号を伝える感覚神経や運動神経を末梢
神経という。

問2　0.08mを信号が伝わるのに0.002秒かかるので，平均の速さは， 0.08（m）
0.002（秒）＝40（m/秒）である。

問3　c点からd点までの距離が0.16mなので，信号が伝わるのにかかる時間は，0.16（m）
40（m/秒）＝0.004（秒）

　である。
　 　また，2つのシナプスを信号が伝わるのにかかる時間は，0.01（秒）×2＝0.02（秒）なので，全部で，
　0.004（秒）＋0.02（秒）＝0.024（秒）である。
問4　熱い湯に手が触れた場合，脊髄が中枢となるので，熱いという意識が生まれる前に手をひっ
こめる。

2.　問1　胆汁以外の消化液には消化酵素が含まれていて，養分を分解する。
問2　小腸の内側には柔毛が無数にあり，小腸の表面積を大きくしている。
第三問　（大地の動き・地震−プレートの動き，断層）

1.　問1　海洋のプレートが大陸のプレートの下に沈み込む場所では，海底に深い溝ができ，この
ような場所を海溝という。
問2　海洋のプレートがBからAに移動するので，Aが古くてBが新しい。
問3　海洋のプレートによって引きづり込まれた大陸のプレートのひずみが限界に達すると，大陸
のプレートは元に戻ろうとして急激に隆起して，巨大地震が発生する。
問4　大陸のプレート内部に生じたひずみによって，震源が浅い直下型の地震が発生する。
問5　ゾウやシカはもともと陸に生息しているので，海底とは関係ない。
2.　問1　両側に引かれる力が加わることで正断層が生じる。
問2　両側から押す力が加わることで逆断層が生じる。
問3　活断層では，くり返しずれが生じる。
第四問　（電気分解とイオン−塩化銅水溶液の電気分解）
問1　塩化銅CuCl2を水に溶かすと，銅イオンCu2＋と塩化物イオンCl－に電離する。
問2　銅イオンは青色，塩化物イオンは無色である。
問3　エタノールと砂糖は非電解質であり，水に溶けても電離しない。
問4　陽極では，塩化物イオンCl－が電子e－を受け取り，塩素原子Clになり，それが2個結びついて
塩素分子Cl2となり，発生する。

問5　0.5Aの電流を40分流すと，陰極に銅が0.4g析出するので，1.5Aのとき，40分電流を流すと，

　0.4（g）×1.5（A）
0.5（A）＝1.2（g）の銅が析出するので，2.4gの銅が析出するために必要な時間は，40（分）

　×2.4（g）
1.2（g）＝80（分）である。

問6　0.5Aの電流を20分流すと，陰極に銅が，0.4（g）×20（分）
40（分）＝0.2（g）析出する。

　一方，銅の密度は8.9g/cm3なので，銅が増えた体積は，　 0.2（g）
8.9（g/cm3）＝0.0224…（cm3）より，0.022cm3 

である。

　したがって，1cm2の銅板において，増えた厚さは，0.022（cm3）
1（cm3） ＝0.022（cm）より，0.22mmである。
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第五問　（電流と電圧−電流回路とオームの法則）
問1　回路全体の合成抵抗が14Ω，抵抗R1の抵抗が10Ωなので，抵抗R2と抵抗R3の合成抵抗は，

　14（Ω）－10（Ω）＝4（Ω）である。したがって，R3の抵抗は，
1
4 ＝

1
20＋

1
R3
より，R3＝5（Ω）である。

問2　抵抗R4にかかる電圧は，並列につながっている抵抗R2にかかる電圧と等しく，
　20（Ω）×0.4（A）＝8（V）である。

問3　抵抗R1にかかる電圧が，20（V）－8（V）＝12（V）なので，抵抗R1に流れる電流は，
12（V）
10（Ω）＝1.2（A）

である。したがって，R4に流れる電流の大きさは，1.2（A）－0.4（A）＝0.8（A）となり，R4の抵抗

　の大きさは，　 8（V）
0.8（A）＝10（Ω）である。

問4　抵抗R4の消費電力は，8（V）×0.8（A）＝6.4（W）である。
問5　図3より，電熱線Ⅰに10Ｖの電圧をかけると，2Aの電流が流れるので，電熱線Ⅰの抵抗の大

　きさは，10（V）
2（A）＝5（Ω）である。

問6　実験2で，電熱線1と電熱線Ⅱを直列につなぎ，30Vの電源につなぐと，回路に2Aの電流が
　流れたので，電熱線Ⅰには10V，電熱線Ⅱには，30（V）－10（V）＝20（V）の電圧がかかっている。
したがって，電熱線Ⅱが消費した電力は，20（V）×2（A）＝40（W）である。

問7　7分間は420秒なので，電熱線Ⅱから発生した熱量は，40（W）×420（秒）＝16800（J）である。
問8　水の質量をxgとすると，4.2（J）×x×10（℃）＝16800（J）より，x＝400（g）である。

第一問 問1　鳥取　　問2　イ　　問3　促成（栽培）　　問4　ア　　問5　ウ　　
 問6　マンゴー　　問7　広島　　問8　イ　　問9　ウ　　
 問10　（1）　イ　　（2）　ア　　問11　イ　　問12　ア　　問13　TPP
 問14　北大西洋海流　　問15　ウ　　問16　ノルウェー，スイス
第二問 問1　（1）　ウ　　（2）　三内丸山遺跡　　（3）　メソポタミア文明
 問2　（1）　ア　　（2）　二・二六事件　　（3）　エ　　
 問3　（1）　NGO　　（2）　イ　　問4　メディアリテラシー　　
 問5　（1）　聖武（天皇）　　（2）　正倉院　　（3）　ア　　問6　一遍　　
 問7　（1）　ウ　　（2）　イ　　問8　エ　　問9　イ
第三問 問1　ウ　　問2　（1）　エ　　（2）　三審制　　問3　（1）　住民自治　　（2）　ウ
 問4　（1）　世界人権宣言　　（2）　イ　　問5　（1）　オ　　（2）　カ
 問6　（1）　イ　　（2）　ウ　　問7　ウ　　問8　（1）　ワイマール憲法　　（2）　エ
 問9　（1）　ウ　　（2）　オ

＜社会解答＞

★ワンポイントアドバイス★

教科書に基づいた基本問題をしっかり練習しておこう。その上で，いろいろな分野
における計算問題に対応できるようにしておこう。
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＜社会解説＞
第一問　（日本と世界の地理−日本の国土と自然，中国・四国地方，地形図，ヨーロッパ）
問1　都道府県の中で，人口が最も少ないのは鳥取県である。鳥取県の県庁所在地である鳥取市に 
は，鳥取砂丘が立地している。
問2　第三セクターとは，公共と民間が共同で出資して事業を行う方法である。イの仙台空港線を
運営する仙台空港鉄道株式会社は宮城県などの地方公共団体とJR東日本などの民間が共同で出
資しており，第三セクターにあてはまる。アの東北新幹線やエのJR東北本線を運営しているJR
東日本は民間企業であり，ウの仙台市地下鉄東西線は地方公共団体である仙台市が運営している。
問3　温暖な気候を利用して農作物の生長を早める栽培方法を，促成栽培という。促成栽培を行う
ことで，価格が高い時期に出荷することができる。
問4　2007年に世界文化遺産に登録されたのは，島根県に立地する『石見銀山遺跡とその文化的景観』
であり，アの「大量の銀を産出していた銀山」が当てはまる。イは1993年に世界文化遺産に登録
された兵庫県にある『姫路城』について述べている。ウは2014年に世界文化遺産に登録された『富
岡製糸場と絹産業遺産群』の構成資産で，群馬県に位置する富岡製糸場について述べている。エ
は1993年に世界自然遺産に登録された，青森県と秋田県の県境に位置する『白神山地』について
述べている。
問5　奥出雲町は人口が少なく少子高齢化と過疎化が進んでいると考えられることから，ウと判断
できる。アは政令指定都市である岡山市，イが宮城県富谷市，エが愛知県豊田市と考えられる。
問6　「瀬戸内」に面している都道府県には香川県，広島県，愛媛県，徳島県などがあり，オリーブ，
レモン，スダチの生産上位にはこれらの県が含まれているが，マンゴーの生産上位の県（沖縄県，
宮崎県，鹿児島県）はいずれも瀬戸内海には面していない。
問7　「中国・四国地方における政治や経済の中心都市」「原子爆弾による被害」から，（　D　）市
は広島市と判断できる。広島市は中国地方の地方中枢都市で，1945年8月6日に原子爆弾が投下さ
れて大きな被害を受けた都市でもある。
問8　造船の生産上位は中国，韓国，日本が占めていることから，イと判断できる。アはサウジア
ラビアが含まれることから原油産出量，ウは4位にドイツが入っていることから自動車，エは3位
にインドが入っていることから鉄鋼と判断できる。
問9　⑥の県は「阿波踊り」などから徳島県と判断できる。徳島県から関西方面に移動する際には，
本州四国連絡橋の「神戸－鳴門ルート」を通るが，その際には大鳴門橋やウの明石海峡大橋を通
る。アのしまなみ海道は本州四国連絡橋のうちの「尾道－今治ルート」，イの関門大橋は本州と
九州を結んでいる橋，エの瀬戸大橋は本州四国連絡橋のうちの「児島－坂出ルート」となる。
問10　（1）　主題図とは，特定のテーマに沿って調査された結果について表現した地図のことであ
り，地形図は主題図ではないので，アは誤り。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2万5千分の1であることがわかる。縮尺2万5千分の1の地形図上での1cmは，実際に
は1cm×25000＝25000cm＝250ｍなので，イが正しい。老人ホームの地図記号（ ）は宇多津町の 
「浜五番丁」付近や「東分」付近，丸亀市の「七番丁」付近などにみられ，図書館の地図記号（ ） 
は宇多津町の「浜六番丁」付近にみられるので，ウは誤り。縮尺2万5千分の1の地形図では，計
曲線は50ｍごとに，主曲線は10ｍごとに引かれているので，エも誤り。　（2）　地形図が示して
いる香川県は瀬戸内の気候で降水量が比較的少ないことから，ため池を利用して農業が行われて
きたので，アが適当。
問11　気温が低いため植物が育たず，一年中雪と氷におおわれているのは氷雪気候であるが，スカ
ンディナビア半島は西岸海洋性気候や冷帯気候などがみられるので，アは適当でない。スカンデ
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ィナビア半島にはフィヨルドと呼ばれる氷河に削られてできた湾などがみられるので，イが適当。
サンゴ礁は水温が高い低緯度の海でみられるが，高緯度に位置するスカンディナビア半島周辺で
はみられないので，ウは適当でない。スカンディナビア半島では最も高い山でも2000ｍ台であり，
火山や地震も少ないので，エは適当でない。
問12　混合農業とは，豚や牛などの家畜の飼育と小麦などの麦類や飼料用作物の栽培を行う農業の
ことなので，アが正しい。イは地中海式農業，ウは酪農，エは園芸農業について説明している。
問13　環太平洋地域の貿易の自由化を進めるために，原則的に関税を撤廃することなど幅広い分野
でのルールを定めた協定は，TPP（環太平洋経済連携協定，環太平洋パートナーシップ協定）とい
う。TPPは2017年11月に大筋合意し，2018年3月に合意署名が行われた。
問14　ヨーロッパの大西洋沿岸部は，暖流の北大西洋海流と偏西風の影響で，気温と降水量の変化
が小さい西岸海洋性気候がみられ，緯度が高いにもかかわらず温暖である。
問15　アについて，産業革命発祥の国はイギリス。イについて，ヨーロッパ最大の工業国はフランス。
ウについて，航空機の最終組み立て工場が立地しているのはフランス。エについて，ヨーロッパ
で賃金が比較的安く，組み立て型の工場の移転・進出がみられるのは東ヨーロッパの国々である。
問16　2018年2月時点において，二重下線部が引かれた8か国のうち，EU加盟国はフィンランド，
ドイツ，オランダ，フランス，イギリス，イタリアの6か国で，ノルウェーとスイスの2か国が
EUに加盟していない。

第二問　（日本と世界の地理・歴史，公民−調査方法，古代〜近代，政治のしくみ）
問1　（1）　沖縄で発見された人骨の化石には港川人などの新人のものがあるが，原人の化石人骨が
日本で発見されたことはないので，ウは誤り。原人には北京原人やジャワ原人が挙げられる。　
（2）　青森県にある縄文時代の大集落跡の遺跡は，三内丸山遺跡である。　（3）　ティグリス・ユ
ーフラテス川流域でさかえた古代文明は，メソポタミア文明である。
問2　（1）　Ⅰの「北京郊外盧溝橋での軍事衝突をきっかけに始まった戦争」は1937年に始まった日
中戦争。Ⅱのガダルカナル島での戦いは太平洋戦争中の1942年から1943年にかけての出来事。Ⅲ
の南満州での鉄道利権を獲得したが賠償金を得ることができなかったのは，日露戦争の講和条約
で1905年に結ばれたポーツマス条約の内容。よって，年代の古い順に並べるとⅢ→Ⅰ→Ⅱとな
る。　（2）　1936年に陸軍の青年将校らが大臣らを殺傷し，首相官邸などを占拠した事件を，二・
二六事件という。　（3）　江戸幕府は幕府の重要な役職に外様大名を任命することはなかったの
で，アは誤り。大阪の陣は1614年（冬の陣）から1615年（夏の陣）にかけての出来事で，伊達政宗が
仙台城の築城を開始した1601年よりも後の出来事なので，イも誤り。江戸幕府は1612年に天領で
のキリスト教信仰を禁止しているので，ウも正しくない。江戸時代の初期には，幕府は大名の国
替や改易を頻繁に行ったので，エが正しい。
問3　（1）　非政府組織の略称はNGOである。なお，NPOは非営利組織の略称。　（2）　「元始，女
性は太陽であった」と創刊号で宣言した雑誌は『青鞜』であり，『青鞜』は平塚らいてうらによ
って創刊された。よって，イの組み合わせが正しい。なお，与謝野晶子は歌人で，『明星』は与
謝野晶子らが作品を発表した文芸雑誌。
問4　マスメディアから発信される情報を様々な角度から批判的に読み取る力を，メディアリテラ
シーという。
問5　（1）　奈良時代に，国ごとに国分寺の建立を命じたのは聖武天皇である。　（2）　聖武天皇の
愛用した遺品がおさめられている東大寺内にある建物は，正倉院である。正倉院は，校倉造の建
物として知られる。　（3）　民間に仏教を広めると共に，東大寺の大仏建設にも協力した僧侶は，
アの行基。イの空海は平安時代に真言宗を開き，高野山に金剛峰寺を建立した人物。ウの西行は
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＜社会解説＞
第一問　（日本と世界の地理−日本の国土と自然，中国・四国地方，地形図，ヨーロッパ）
問1　都道府県の中で，人口が最も少ないのは鳥取県である。鳥取県の県庁所在地である鳥取市に 
は，鳥取砂丘が立地している。
問2　第三セクターとは，公共と民間が共同で出資して事業を行う方法である。イの仙台空港線を
運営する仙台空港鉄道株式会社は宮城県などの地方公共団体とJR東日本などの民間が共同で出
資しており，第三セクターにあてはまる。アの東北新幹線やエのJR東北本線を運営しているJR
東日本は民間企業であり，ウの仙台市地下鉄東西線は地方公共団体である仙台市が運営している。
問3　温暖な気候を利用して農作物の生長を早める栽培方法を，促成栽培という。促成栽培を行う
ことで，価格が高い時期に出荷することができる。
問4　2007年に世界文化遺産に登録されたのは，島根県に立地する『石見銀山遺跡とその文化的景観』
であり，アの「大量の銀を産出していた銀山」が当てはまる。イは1993年に世界文化遺産に登録
された兵庫県にある『姫路城』について述べている。ウは2014年に世界文化遺産に登録された『富
岡製糸場と絹産業遺産群』の構成資産で，群馬県に位置する富岡製糸場について述べている。エ
は1993年に世界自然遺産に登録された，青森県と秋田県の県境に位置する『白神山地』について
述べている。
問5　奥出雲町は人口が少なく少子高齢化と過疎化が進んでいると考えられることから，ウと判断
できる。アは政令指定都市である岡山市，イが宮城県富谷市，エが愛知県豊田市と考えられる。
問6　「瀬戸内」に面している都道府県には香川県，広島県，愛媛県，徳島県などがあり，オリーブ，
レモン，スダチの生産上位にはこれらの県が含まれているが，マンゴーの生産上位の県（沖縄県，
宮崎県，鹿児島県）はいずれも瀬戸内海には面していない。
問7　「中国・四国地方における政治や経済の中心都市」「原子爆弾による被害」から，（　D　）市
は広島市と判断できる。広島市は中国地方の地方中枢都市で，1945年8月6日に原子爆弾が投下さ
れて大きな被害を受けた都市でもある。
問8　造船の生産上位は中国，韓国，日本が占めていることから，イと判断できる。アはサウジア
ラビアが含まれることから原油産出量，ウは4位にドイツが入っていることから自動車，エは3位
にインドが入っていることから鉄鋼と判断できる。
問9　⑥の県は「阿波踊り」などから徳島県と判断できる。徳島県から関西方面に移動する際には，
本州四国連絡橋の「神戸－鳴門ルート」を通るが，その際には大鳴門橋やウの明石海峡大橋を通
る。アのしまなみ海道は本州四国連絡橋のうちの「尾道－今治ルート」，イの関門大橋は本州と
九州を結んでいる橋，エの瀬戸大橋は本州四国連絡橋のうちの「児島－坂出ルート」となる。
問10　（1）　主題図とは，特定のテーマに沿って調査された結果について表現した地図のことであ
り，地形図は主題図ではないので，アは誤り。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2万5千分の1であることがわかる。縮尺2万5千分の1の地形図上での1cmは，実際に
は1cm×25000＝25000cm＝250ｍなので，イが正しい。老人ホームの地図記号（ ）は宇多津町の 
「浜五番丁」付近や「東分」付近，丸亀市の「七番丁」付近などにみられ，図書館の地図記号（ ） 
は宇多津町の「浜六番丁」付近にみられるので，ウは誤り。縮尺2万5千分の1の地形図では，計
曲線は50ｍごとに，主曲線は10ｍごとに引かれているので，エも誤り。　（2）　地形図が示して
いる香川県は瀬戸内の気候で降水量が比較的少ないことから，ため池を利用して農業が行われて
きたので，アが適当。
問11　気温が低いため植物が育たず，一年中雪と氷におおわれているのは氷雪気候であるが，スカ
ンディナビア半島は西岸海洋性気候や冷帯気候などがみられるので，アは適当でない。スカンデ
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ィナビア半島にはフィヨルドと呼ばれる氷河に削られてできた湾などがみられるので，イが適当。
サンゴ礁は水温が高い低緯度の海でみられるが，高緯度に位置するスカンディナビア半島周辺で
はみられないので，ウは適当でない。スカンディナビア半島では最も高い山でも2000ｍ台であり，
火山や地震も少ないので，エは適当でない。
問12　混合農業とは，豚や牛などの家畜の飼育と小麦などの麦類や飼料用作物の栽培を行う農業の
ことなので，アが正しい。イは地中海式農業，ウは酪農，エは園芸農業について説明している。
問13　環太平洋地域の貿易の自由化を進めるために，原則的に関税を撤廃することなど幅広い分野
でのルールを定めた協定は，TPP（環太平洋経済連携協定，環太平洋パートナーシップ協定）とい
う。TPPは2017年11月に大筋合意し，2018年3月に合意署名が行われた。
問14　ヨーロッパの大西洋沿岸部は，暖流の北大西洋海流と偏西風の影響で，気温と降水量の変化
が小さい西岸海洋性気候がみられ，緯度が高いにもかかわらず温暖である。
問15　アについて，産業革命発祥の国はイギリス。イについて，ヨーロッパ最大の工業国はフランス。
ウについて，航空機の最終組み立て工場が立地しているのはフランス。エについて，ヨーロッパ
で賃金が比較的安く，組み立て型の工場の移転・進出がみられるのは東ヨーロッパの国々である。
問16　2018年2月時点において，二重下線部が引かれた8か国のうち，EU加盟国はフィンランド，
ドイツ，オランダ，フランス，イギリス，イタリアの6か国で，ノルウェーとスイスの2か国が
EUに加盟していない。

第二問　（日本と世界の地理・歴史，公民−調査方法，古代〜近代，政治のしくみ）
問1　（1）　沖縄で発見された人骨の化石には港川人などの新人のものがあるが，原人の化石人骨が
日本で発見されたことはないので，ウは誤り。原人には北京原人やジャワ原人が挙げられる。　
（2）　青森県にある縄文時代の大集落跡の遺跡は，三内丸山遺跡である。　（3）　ティグリス・ユ
ーフラテス川流域でさかえた古代文明は，メソポタミア文明である。
問2　（1）　Ⅰの「北京郊外盧溝橋での軍事衝突をきっかけに始まった戦争」は1937年に始まった日
中戦争。Ⅱのガダルカナル島での戦いは太平洋戦争中の1942年から1943年にかけての出来事。Ⅲ
の南満州での鉄道利権を獲得したが賠償金を得ることができなかったのは，日露戦争の講和条約
で1905年に結ばれたポーツマス条約の内容。よって，年代の古い順に並べるとⅢ→Ⅰ→Ⅱとな
る。　（2）　1936年に陸軍の青年将校らが大臣らを殺傷し，首相官邸などを占拠した事件を，二・
二六事件という。　（3）　江戸幕府は幕府の重要な役職に外様大名を任命することはなかったの
で，アは誤り。大阪の陣は1614年（冬の陣）から1615年（夏の陣）にかけての出来事で，伊達政宗が
仙台城の築城を開始した1601年よりも後の出来事なので，イも誤り。江戸幕府は1612年に天領で
のキリスト教信仰を禁止しているので，ウも正しくない。江戸時代の初期には，幕府は大名の国
替や改易を頻繁に行ったので，エが正しい。
問3　（1）　非政府組織の略称はNGOである。なお，NPOは非営利組織の略称。　（2）　「元始，女
性は太陽であった」と創刊号で宣言した雑誌は『青鞜』であり，『青鞜』は平塚らいてうらによ
って創刊された。よって，イの組み合わせが正しい。なお，与謝野晶子は歌人で，『明星』は与
謝野晶子らが作品を発表した文芸雑誌。
問4　マスメディアから発信される情報を様々な角度から批判的に読み取る力を，メディアリテラ
シーという。
問5　（1）　奈良時代に，国ごとに国分寺の建立を命じたのは聖武天皇である。　（2）　聖武天皇の
愛用した遺品がおさめられている東大寺内にある建物は，正倉院である。正倉院は，校倉造の建
物として知られる。　（3）　民間に仏教を広めると共に，東大寺の大仏建設にも協力した僧侶は，
アの行基。イの空海は平安時代に真言宗を開き，高野山に金剛峰寺を建立した人物。ウの西行は
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平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての人物で，歌集の『山家集』で知られる。エの鑑真は奈
良時代に唐から来日し，唐招提寺を開いた僧侶。
問6　鎌倉時代に時宗を開いたのは，一遍。
問7　（1）　弥生時代に稲の収穫に用いられた道具は，ウの石包丁である。石包丁は稲の穂先をつみ
取るのに用いられた。アの銅鐸は弥生時代に祭りで使用された青銅器。イのきねは脱穀などのた
めに用いられる。エの備中鍬は田を耕すことなどに用いられる。　（2）　東北地方の冷害や浅間
山の噴火などによって起こったききんは，天保のききんではなく天明のききんなので，イが誤っ
ている。天保のききんでは洪水や冷害などによって起こっている。
問8　乗車人員総数は6,324,547人で，約半数だと約3,162,000人となり，仙台駅を利用しているの
は乗車と乗換をあわせると1,255,038人＋996,962人＝2,252,000人なので，乗車人員総数のうち
仙台駅を利用しているのは半数には満たないため，aは誤り。仙台駅を境に，西部に位置する
各駅の乗車人員の合計は520,727人（八木山動物公園）＋326,596人（青葉山駅）＋293,817人（川内
駅）＋296,332人（国際センター駅）＋188,149人（大町西公園駅）＋620,483人（青葉通一番町駅）＝
2,246,104人，東部に位置する各駅の乗車人員の合計は238,703人（宮城野通駅）＋288,265人（連坊
駅）＋461,136人（薬師堂駅）＋330,358人（卸町駅）＋244,225人（六丁の目駅）＋263,756人（荒井駅）＝
1,826,443人なので，西部のほうが東部よりも多く，bは正しい。卸町駅の利用人数は330,358人で，
総数（6,324,547人）の約5.2％が利用していることになるので，5％を超えており，cは誤り。荒井
駅の一日当たりの利用人数は2,254人で，八木山動物公園駅の一日当たりの利用人数は4,451人な
ので，2,254÷4,451×100％＝50.64…（％）となり，5割程度であることから，dは正しい。よって，
エの組み合わせが正しい。
問9　地域の特色や課題を見出し，発表する際の手順としては，まずテーマを決め（エ），テーマに
対して仮説を立てるなど調べるための方法を考える（ウ）。次に実際の調査を行い（イ），仮説と調
査の結果について検証する（オ）。そして最後に調査結果を発表する（ア）ことになる。よって，手
順としてはエ→ウ→イ→オ→アとなる。

第三問　（公民−基本的人権，政治のしくみ，地方自治，経済のしくみ）
問1　成立する法案の多くは内閣が提出する法律案であり，議員が提出した法律案の成立数は多く
ないことから，アは正しくない。内閣不信任の決議は衆議院のみが行えるもので，参議院は内閣
不信任決議を行えないので，イも正しくない。内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決によ
って指名されることが，日本国憲法第67条第1項に規定されている。また，内閣総理大臣は国務
大臣を任命すること，国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならないことが日本国
憲法第68条第1項に規定されている。よって，ウが正しい。弾劾裁判は，不適任だと考えられる
裁判官について，やめさせるかどうかについて判断するが，弾劾裁判所は国会に置かれ両議院で
組織されるので，エも正しくない。
問2　（1）　刑事裁判は，刑法が定めた犯罪行為について取り扱う裁判で，有罪か無罪かを判断する
ことから，「有罪か無罪をめぐる裁判」であるエが刑事裁判の例としては適切。　（2）　判決に不
服がある場合について，3回まで裁判を受けることができる制度を三審制という。
問3　（1）　住民の意思にもとづいて，それぞれの地方の運営を行うことを，住民自治という。住民
自治は，団体自治とともに地方自治の本旨に含まれる。　（2）　住民が条例の制定を求めるため
には，有権者の50分の1以上の署名が必要なので，アは誤り。地方公共団体の首長のうち，都道
府県知事の被選挙権は満30歳以上であるが，市町村長の被選挙権は満25歳以上である。また，地
方議会議員の被選挙権は満25歳以上である。よって，イも誤り。地域の重要な問題について，地
方議会で住民投票条例を制定し，住民投票の実施を決めることができるので，ウは正しい。地方
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公共団体において，予算案を作成して議会に提出するのは首長で，議会はこれを審議し決定する
ので，エも誤り。
問4　（1）　1948年に国連総会で採択された，人権に関する宣言は，世界人権宣言である。　
　（2）　医療において，医師から十分な説明とこれにもとづく患者の同意を，イのインフォームド・
コンセントという。アのコンプライアンスは，企業などが法令を遵守することをいう。ウのノー
マライゼーションは，障がい者や高齢者が地域社会で普通の暮らしを実現していく考え方。エの
クオリティ・オブ・ライフは，一人ひとりの生活や人生の質をみる考え方。
問5　（1）　図の右上がりの曲線は供給曲線なので，売り手（供給側）の生産しようとする量を表して
いることがわかる。図で価格がaのときには，供給量は需要量よりも多い。供給量が需要量より
も多いときには商品が売れ残ってしまうが，供給側が価格を引き下げると，売れ残る商品の量が
減ることになる。よって，オの組み合わせが正しい。　（2）　工業製品は供給量が安定している
ことから，農産物などに比べると価格が変動しにくいので，Aは誤り。電気，ガス，水道などの
料金は公共料金と呼ばれ，国や地方公共団体が価格について決定や認可をしているので，Bは正
しい。少数の企業が生産や販売を支配している状態を寡占といい，価格以外の面での競争が強ま
りやすいので，Cは正しい。よって，カの組み合わせが正しい。
問6　（1）　日本銀行は，好景気のときには国債を市中銀行などに売って通貨の流通量を減らそうと
し，不景気のときには国債を市中銀行などから買って通貨の流通量を増やそうとする。よって，
イがあてはまる。　（2）　政府は，好景気のときには公共事業を減らして増税をし，不景気のと
きには公共事業を増やして減税をするので，ウが適切。
問7　仕事と家庭生活の両立を実現しようという考え方を，ワーク・ライフ・バランスというので，
ウが正しい。現在，日本の労働者の4割近くは非正規労働者であることから，アは正しくない。
現在の日本では長時間労働は大きな社会問題となっているので，イも正しくない。雇用の分野の
男女差別をなくすために制定されたのは，男女共同参画社会基本法ではなく男女雇用機会均等法
なので，エも正しくない。日本ではかつては年功序列による賃金を導入していた企業が大半であ
ったが，成果主義や能力主義による賃金を導入する企業も増えたので，オも正しくない。
問8　（1）　社会権を世界で最初に規定した憲法は，1919年にドイツで制定されたワイマール憲法。 
（2）　病気・けが・失業・高齢になったときに備え，加入者・事業者・国や地方公共団体が資金
を拠出し，必要なときに給付を受けるしくみを，エの社会保険という。
問9　（1）　アジア太平洋経済協力会議の略称はウのAPEC。アのAFTAはアセアン自由貿易地域の
略称，イのNAFTAは北米自由貿易協定の略称，エのASEANは東南アジア諸国連合の略称。　 
（2）　①の世界の子どもたちの権利を守るために具体的な活動を続けている国際機関は，UNICEF
（国連児童基金，ユニセフ）である。②の難民の保護や救援活動を進めている国際機関は，
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）である。③の感染症の撲滅や各国の保健政策の強化などを
おこなっている国際機関は，WHO（世界保健機関）である。④の教育・科学・文化を通じて国際
協力を促進し，世界の平和と安全を目的とする国際機関は，UNESCO（国連教育科学文化機関）で
ある。よって，オの組み合わせが正しい。

★ワンポイントアドバイス★

地図や統計資料，史料などを使った問題に慣れるようにしておこう。
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平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての人物で，歌集の『山家集』で知られる。エの鑑真は奈
良時代に唐から来日し，唐招提寺を開いた僧侶。
問6　鎌倉時代に時宗を開いたのは，一遍。
問7　（1）　弥生時代に稲の収穫に用いられた道具は，ウの石包丁である。石包丁は稲の穂先をつみ
取るのに用いられた。アの銅鐸は弥生時代に祭りで使用された青銅器。イのきねは脱穀などのた
めに用いられる。エの備中鍬は田を耕すことなどに用いられる。　（2）　東北地方の冷害や浅間
山の噴火などによって起こったききんは，天保のききんではなく天明のききんなので，イが誤っ
ている。天保のききんでは洪水や冷害などによって起こっている。
問8　乗車人員総数は6,324,547人で，約半数だと約3,162,000人となり，仙台駅を利用しているの
は乗車と乗換をあわせると1,255,038人＋996,962人＝2,252,000人なので，乗車人員総数のうち
仙台駅を利用しているのは半数には満たないため，aは誤り。仙台駅を境に，西部に位置する
各駅の乗車人員の合計は520,727人（八木山動物公園）＋326,596人（青葉山駅）＋293,817人（川内
駅）＋296,332人（国際センター駅）＋188,149人（大町西公園駅）＋620,483人（青葉通一番町駅）＝
2,246,104人，東部に位置する各駅の乗車人員の合計は238,703人（宮城野通駅）＋288,265人（連坊
駅）＋461,136人（薬師堂駅）＋330,358人（卸町駅）＋244,225人（六丁の目駅）＋263,756人（荒井駅）＝
1,826,443人なので，西部のほうが東部よりも多く，bは正しい。卸町駅の利用人数は330,358人で，
総数（6,324,547人）の約5.2％が利用していることになるので，5％を超えており，cは誤り。荒井
駅の一日当たりの利用人数は2,254人で，八木山動物公園駅の一日当たりの利用人数は4,451人な
ので，2,254÷4,451×100％＝50.64…（％）となり，5割程度であることから，dは正しい。よって，
エの組み合わせが正しい。
問9　地域の特色や課題を見出し，発表する際の手順としては，まずテーマを決め（エ），テーマに
対して仮説を立てるなど調べるための方法を考える（ウ）。次に実際の調査を行い（イ），仮説と調
査の結果について検証する（オ）。そして最後に調査結果を発表する（ア）ことになる。よって，手
順としてはエ→ウ→イ→オ→アとなる。

第三問　（公民−基本的人権，政治のしくみ，地方自治，経済のしくみ）
問1　成立する法案の多くは内閣が提出する法律案であり，議員が提出した法律案の成立数は多く
ないことから，アは正しくない。内閣不信任の決議は衆議院のみが行えるもので，参議院は内閣
不信任決議を行えないので，イも正しくない。内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決によ
って指名されることが，日本国憲法第67条第1項に規定されている。また，内閣総理大臣は国務
大臣を任命すること，国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならないことが日本国
憲法第68条第1項に規定されている。よって，ウが正しい。弾劾裁判は，不適任だと考えられる
裁判官について，やめさせるかどうかについて判断するが，弾劾裁判所は国会に置かれ両議院で
組織されるので，エも正しくない。
問2　（1）　刑事裁判は，刑法が定めた犯罪行為について取り扱う裁判で，有罪か無罪かを判断する
ことから，「有罪か無罪をめぐる裁判」であるエが刑事裁判の例としては適切。　（2）　判決に不
服がある場合について，3回まで裁判を受けることができる制度を三審制という。
問3　（1）　住民の意思にもとづいて，それぞれの地方の運営を行うことを，住民自治という。住民
自治は，団体自治とともに地方自治の本旨に含まれる。　（2）　住民が条例の制定を求めるため
には，有権者の50分の1以上の署名が必要なので，アは誤り。地方公共団体の首長のうち，都道
府県知事の被選挙権は満30歳以上であるが，市町村長の被選挙権は満25歳以上である。また，地
方議会議員の被選挙権は満25歳以上である。よって，イも誤り。地域の重要な問題について，地
方議会で住民投票条例を制定し，住民投票の実施を決めることができるので，ウは正しい。地方
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公共団体において，予算案を作成して議会に提出するのは首長で，議会はこれを審議し決定する
ので，エも誤り。
問4　（1）　1948年に国連総会で採択された，人権に関する宣言は，世界人権宣言である。　
　（2）　医療において，医師から十分な説明とこれにもとづく患者の同意を，イのインフォームド・
コンセントという。アのコンプライアンスは，企業などが法令を遵守することをいう。ウのノー
マライゼーションは，障がい者や高齢者が地域社会で普通の暮らしを実現していく考え方。エの
クオリティ・オブ・ライフは，一人ひとりの生活や人生の質をみる考え方。
問5　（1）　図の右上がりの曲線は供給曲線なので，売り手（供給側）の生産しようとする量を表して
いることがわかる。図で価格がaのときには，供給量は需要量よりも多い。供給量が需要量より
も多いときには商品が売れ残ってしまうが，供給側が価格を引き下げると，売れ残る商品の量が
減ることになる。よって，オの組み合わせが正しい。　（2）　工業製品は供給量が安定している
ことから，農産物などに比べると価格が変動しにくいので，Aは誤り。電気，ガス，水道などの
料金は公共料金と呼ばれ，国や地方公共団体が価格について決定や認可をしているので，Bは正
しい。少数の企業が生産や販売を支配している状態を寡占といい，価格以外の面での競争が強ま
りやすいので，Cは正しい。よって，カの組み合わせが正しい。
問6　（1）　日本銀行は，好景気のときには国債を市中銀行などに売って通貨の流通量を減らそうと
し，不景気のときには国債を市中銀行などから買って通貨の流通量を増やそうとする。よって，
イがあてはまる。　（2）　政府は，好景気のときには公共事業を減らして増税をし，不景気のと
きには公共事業を増やして減税をするので，ウが適切。
問7　仕事と家庭生活の両立を実現しようという考え方を，ワーク・ライフ・バランスというので，
ウが正しい。現在，日本の労働者の4割近くは非正規労働者であることから，アは正しくない。
現在の日本では長時間労働は大きな社会問題となっているので，イも正しくない。雇用の分野の
男女差別をなくすために制定されたのは，男女共同参画社会基本法ではなく男女雇用機会均等法
なので，エも正しくない。日本ではかつては年功序列による賃金を導入していた企業が大半であ
ったが，成果主義や能力主義による賃金を導入する企業も増えたので，オも正しくない。
問8　（1）　社会権を世界で最初に規定した憲法は，1919年にドイツで制定されたワイマール憲法。 
（2）　病気・けが・失業・高齢になったときに備え，加入者・事業者・国や地方公共団体が資金
を拠出し，必要なときに給付を受けるしくみを，エの社会保険という。
問9　（1）　アジア太平洋経済協力会議の略称はウのAPEC。アのAFTAはアセアン自由貿易地域の
略称，イのNAFTAは北米自由貿易協定の略称，エのASEANは東南アジア諸国連合の略称。　 
（2）　①の世界の子どもたちの権利を守るために具体的な活動を続けている国際機関は，UNICEF
（国連児童基金，ユニセフ）である。②の難民の保護や救援活動を進めている国際機関は，
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）である。③の感染症の撲滅や各国の保健政策の強化などを
おこなっている国際機関は，WHO（世界保健機関）である。④の教育・科学・文化を通じて国際
協力を促進し，世界の平和と安全を目的とする国際機関は，UNESCO（国連教育科学文化機関）で
ある。よって，オの組み合わせが正しい。

★ワンポイントアドバイス★

地図や統計資料，史料などを使った問題に慣れるようにしておこう。
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＜国語解説＞
第一問　（小説−主題，大意・要旨，情景・心情，内容吟味，文脈把握，脱語補充，語句の意味）
問1　冒頭の説明にあるように，小父さんは保証人になったため破産している。A直前の小父さん
の言葉は，保証人になってしまったことで破産した自分と「向こうからかかってくれるやさしい
魚」を重ねて自分を皮肉っていることを表しており，そのことをAのような表情で話しているの
で，②が適当。自分と「向こうからかかってくれるやさしい魚」を重ねていることを説明してい
ない他の選択肢は不適当。
問2　Bは，「勉強なんてどうでもいい。……誰にも負けないものを身につけることだ。お父さんを
悲しませるなよ」という小父さんの言葉に対する少年の様子で，小父さんに言われたことが自
分にできるか自信が持てなかったためBのような様子で返事をしているので，②が適当。「勉強」
の説明になっている①は不適当。Bの後で「戦争」の話をしているので③も不適当。「借金」で
困っているのは小父さんなので④も不適当。

問3　冒頭の説明やC後で描かれているように，破産した小父さんはお金に困っている。「中学に入
ったら大連に連れて行ってやる。大連はいいぞ。」という言葉は今の小父さんには実現が難しい
ものであるが，以前自分が大連に行くような暮らしをしていたように，少年を大連に連れて行け
るような暮らしができるはずだという思いで自分を励ましている様子だったので，少年はCのよ
うによみとったのである。小父さんの今の様子を踏まえ，C前の言葉に込められた小父さんの心
情を説明していこう。
問4　「小春日（あるいは小春日和ともいう）」は，冬の初めの春のように暖かく穏やかな天気のこと
なので，④が適当。
問5　E直前で話しているように，小父さんは「人間一人で生きているわけじゃあないから，好き
勝手だけでは生きられない」と言ってEのようになっている。この時のことをE後「何があろうと」
で始まる場面で，小父さんは目に見えないとても大きなものと力くらべをしていると思い，自分
もいつかは力くらべをしなければならない日がくるかもしれないと思っている少年の心情が描か
れていることから，③が適当。「大連」だけに限定している①と④は不適当。「誰にも頼らず生き
ようとする」とある②も不適当。

第一問  問1　②　　問2　②　　問3　（例）　今は苦境に立たせられているが，以前のように幸
せで満足な暮らしがやってくるはずだと自分を励ます気持ち。（50字）

  問4　④　　問5　③　　問6　②　　問7　①　　問8　①　　問9　（例）　不条理なも
のに出会ってもくじけずにそれを乗り越えようともがき続けること。

第二問 問1　Ⅰ　③　　Ⅱ　⑤　　Ⅲ　②　　問2　X　①　　Y　②
  問3　（例）　（1）　赤サイドと青サイドに優劣はないから。（18字）［赤サイドと青サイ

ドは公平に選ばれるから。（20字）］　　（2）　用具の赤色が目に入ることによって青サ
イドの選手が怯んでしまい，相対的に赤色の選手が優位に立つから。（49字）

 問4　3番目　⑥　　6番目　⑦　　問5　②・⑤
第三問 1　償（う）　　2　訂正　　3　貫（く）　　4　宿泊　　5　謹慎　　6　そそのか（す）
 7　せんりつ　　8　きゅうだん　　9　かいぼう　　10　いかん
第四問 問1　（1）　③　　（2）　①　　問2　（1）　④　　（2）　③　　問3　④
第五問 問1　 人 生 五 十 愧 レ 無 レ 功　　問2　季節　　問3　②　　問4　③

＜国語解答＞

尚絅学院高等学校（A日程）

解30年度－15

問6　F後で，小父さんがFを黙って押し戴いて（相手に敬意をはらって丁重にもらうこと）いること，
Fを渡した母親が「お力になれなくて」と話していることから，小父さんの借金すべてを完済で
きるほどの金額ではないが，借金返済の一部にはなるようなお金を渡していたことがよみとれる
ので，②が適当。
問7　G前後で，小母さんが入院したことを少年に伝えながらも，入院については「疲れが出たん
でしょう」とだけ言って，小母さんの入院の理由を「容易に訊ねさせない雰囲気」も母親にはあ
ったということが描かれているので，①が適当。G直後の「容易に訊ねさせない雰囲気」につい
て触れていない他の選択肢は不適当。
問8　Xのある段落では，手伝いの女が話した噂通りに，小父さんが人を助けるために捺したハン
コ一つが災いのもとだという話は間違いだと，入院している小母さんにお父さんかお母さんから
言ってほしいと思っているが，「僕」から言い出す勇気はないという少年の心情が描かれている。
少年が言ってほしい話は手伝いの女が話していた噂であり，その話を言い出す勇気がないのは父
が噂をきらっているからであるという文脈になるので，①が適当。手伝いの女が話していたのは
噂であるということと対応しているので，他の選択肢は不適当。
問9　H直前で，小父さんの生活を変えてしまった得体のしれないものと自分もいつか力くらべを
しなければならない日がくるかもしれないと少年は自覚していることが描かれている。「得体の
しれないもの」とは人を助けることで破産してしまうような不条理なものであり，問3でも考察
したように，小父さんはそうした不条理を乗り越えようと自分を励ますようにもしていることか
ら，「力くらべ」とは不条理に出会ってもくじけずに乗り越えようともがき続けることでもある，
ということがよみとれる。小父さんの，人を助けるために捺したハンコで破産してしまう不条理
→それを乗り越えようともがいている「人生」を踏まえて説明していこう。

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1　Ⅰは直前の内容（ボクシングの試合では赤コーナーの選手は青コーナーの選手より強く，入場
も後なので赤コーナーの選手のほうが有利であること）とは相反する内容（赤と青の選手がランダ
ムに割り当てられるオリンピックでも赤サイドの勝率が青サイドより高いこと）が続いているの
で「ところが」，Ⅱは直前の内容の具体例が直後で続いているので「たとえば」，Ⅲは直前の内容
の補足的な内容が直後で続いているので「ちなみに」がそれぞれ適当。　
問2　X直前までで，赤色は志気を奪ってしまい，相手を精神的にひるませて相対的に優位に立つ 
「セコい色」であるというようなことばかりが述べられ，赤色を「悪者」とする解釈だけにかた
よっているという意味でXには①が適当。Yは，積極的で好戦的（争いを好むさま）な傾向を促す
青色に対して，警戒心を高める赤色の特徴なので，悪い事態にならないよう物事をさけるという
意味の②が適当。
問3　（1）　A後で述べられているように，オリンピックの試合では赤と青の選手はランダム（無作
為であること）に割り当てられるので，青コーナーの選手より強い選手が赤コーナーに立つボク
シングの試合と対比させるためにオリンピックの試合を対象としている。オリンピックの試合で
は，プロボクシングの試合のように強い選手が赤コーナーに立つのではなく，「赤サイドと青サ
イドに優劣はないから」「赤サイドと青サイドは公平に選ばれるから」というように赤サイドと
青サイドがどのように選ばれるかを簡潔に説明していく。　（2）　「どうやら」から続く2段落で，
ボクシングの試合では赤いプロテクターやグラブを身につけたとき，赤色がより目に入るのは相
手（＝青サイドの選手）であるため，赤色は相手を精神的にひるませて相対的に優位に立つ色であ
ることが述べられている。これらの要旨をまとめて，オリンピックのボクシングの試合で赤サイ
ドの方が青サイドよりも勝率が高くなる理由を説明していく。



尚絅学院高等学校（A日程）

解30年度－14

＜国語解説＞
第一問　（小説−主題，大意・要旨，情景・心情，内容吟味，文脈把握，脱語補充，語句の意味）
問1　冒頭の説明にあるように，小父さんは保証人になったため破産している。A直前の小父さん
の言葉は，保証人になってしまったことで破産した自分と「向こうからかかってくれるやさしい
魚」を重ねて自分を皮肉っていることを表しており，そのことをAのような表情で話しているの
で，②が適当。自分と「向こうからかかってくれるやさしい魚」を重ねていることを説明してい
ない他の選択肢は不適当。
問2　Bは，「勉強なんてどうでもいい。……誰にも負けないものを身につけることだ。お父さんを
悲しませるなよ」という小父さんの言葉に対する少年の様子で，小父さんに言われたことが自
分にできるか自信が持てなかったためBのような様子で返事をしているので，②が適当。「勉強」
の説明になっている①は不適当。Bの後で「戦争」の話をしているので③も不適当。「借金」で
困っているのは小父さんなので④も不適当。

問3　冒頭の説明やC後で描かれているように，破産した小父さんはお金に困っている。「中学に入
ったら大連に連れて行ってやる。大連はいいぞ。」という言葉は今の小父さんには実現が難しい
ものであるが，以前自分が大連に行くような暮らしをしていたように，少年を大連に連れて行け
るような暮らしができるはずだという思いで自分を励ましている様子だったので，少年はCのよ
うによみとったのである。小父さんの今の様子を踏まえ，C前の言葉に込められた小父さんの心
情を説明していこう。
問4　「小春日（あるいは小春日和ともいう）」は，冬の初めの春のように暖かく穏やかな天気のこと
なので，④が適当。
問5　E直前で話しているように，小父さんは「人間一人で生きているわけじゃあないから，好き
勝手だけでは生きられない」と言ってEのようになっている。この時のことをE後「何があろうと」
で始まる場面で，小父さんは目に見えないとても大きなものと力くらべをしていると思い，自分
もいつかは力くらべをしなければならない日がくるかもしれないと思っている少年の心情が描か
れていることから，③が適当。「大連」だけに限定している①と④は不適当。「誰にも頼らず生き
ようとする」とある②も不適当。

第一問  問1　②　　問2　②　　問3　（例）　今は苦境に立たせられているが，以前のように幸
せで満足な暮らしがやってくるはずだと自分を励ます気持ち。（50字）

  問4　④　　問5　③　　問6　②　　問7　①　　問8　①　　問9　（例）　不条理なも
のに出会ってもくじけずにそれを乗り越えようともがき続けること。

第二問 問1　Ⅰ　③　　Ⅱ　⑤　　Ⅲ　②　　問2　X　①　　Y　②
  問3　（例）　（1）　赤サイドと青サイドに優劣はないから。（18字）［赤サイドと青サイ

ドは公平に選ばれるから。（20字）］　　（2）　用具の赤色が目に入ることによって青サ
イドの選手が怯んでしまい，相対的に赤色の選手が優位に立つから。（49字）

 問4　3番目　⑥　　6番目　⑦　　問5　②・⑤
第三問 1　償（う）　　2　訂正　　3　貫（く）　　4　宿泊　　5　謹慎　　6　そそのか（す）
 7　せんりつ　　8　きゅうだん　　9　かいぼう　　10　いかん
第四問 問1　（1）　③　　（2）　①　　問2　（1）　④　　（2）　③　　問3　④
第五問 問1　 人 生 五 十 愧 レ 無 レ 功　　問2　季節　　問3　②　　問4　③

＜国語解答＞

尚絅学院高等学校（A日程）

解30年度－15

問6　F後で，小父さんがFを黙って押し戴いて（相手に敬意をはらって丁重にもらうこと）いること，
Fを渡した母親が「お力になれなくて」と話していることから，小父さんの借金すべてを完済で
きるほどの金額ではないが，借金返済の一部にはなるようなお金を渡していたことがよみとれる
ので，②が適当。
問7　G前後で，小母さんが入院したことを少年に伝えながらも，入院については「疲れが出たん
でしょう」とだけ言って，小母さんの入院の理由を「容易に訊ねさせない雰囲気」も母親にはあ
ったということが描かれているので，①が適当。G直後の「容易に訊ねさせない雰囲気」につい
て触れていない他の選択肢は不適当。
問8　Xのある段落では，手伝いの女が話した噂通りに，小父さんが人を助けるために捺したハン
コ一つが災いのもとだという話は間違いだと，入院している小母さんにお父さんかお母さんから
言ってほしいと思っているが，「僕」から言い出す勇気はないという少年の心情が描かれている。
少年が言ってほしい話は手伝いの女が話していた噂であり，その話を言い出す勇気がないのは父
が噂をきらっているからであるという文脈になるので，①が適当。手伝いの女が話していたのは
噂であるということと対応しているので，他の選択肢は不適当。
問9　H直前で，小父さんの生活を変えてしまった得体のしれないものと自分もいつか力くらべを
しなければならない日がくるかもしれないと少年は自覚していることが描かれている。「得体の
しれないもの」とは人を助けることで破産してしまうような不条理なものであり，問3でも考察
したように，小父さんはそうした不条理を乗り越えようと自分を励ますようにもしていることか
ら，「力くらべ」とは不条理に出会ってもくじけずに乗り越えようともがき続けることでもある，
ということがよみとれる。小父さんの，人を助けるために捺したハンコで破産してしまう不条理
→それを乗り越えようともがいている「人生」を踏まえて説明していこう。

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1　Ⅰは直前の内容（ボクシングの試合では赤コーナーの選手は青コーナーの選手より強く，入場
も後なので赤コーナーの選手のほうが有利であること）とは相反する内容（赤と青の選手がランダ
ムに割り当てられるオリンピックでも赤サイドの勝率が青サイドより高いこと）が続いているの
で「ところが」，Ⅱは直前の内容の具体例が直後で続いているので「たとえば」，Ⅲは直前の内容
の補足的な内容が直後で続いているので「ちなみに」がそれぞれ適当。　
問2　X直前までで，赤色は志気を奪ってしまい，相手を精神的にひるませて相対的に優位に立つ 
「セコい色」であるというようなことばかりが述べられ，赤色を「悪者」とする解釈だけにかた
よっているという意味でXには①が適当。Yは，積極的で好戦的（争いを好むさま）な傾向を促す
青色に対して，警戒心を高める赤色の特徴なので，悪い事態にならないよう物事をさけるという
意味の②が適当。
問3　（1）　A後で述べられているように，オリンピックの試合では赤と青の選手はランダム（無作
為であること）に割り当てられるので，青コーナーの選手より強い選手が赤コーナーに立つボク
シングの試合と対比させるためにオリンピックの試合を対象としている。オリンピックの試合で
は，プロボクシングの試合のように強い選手が赤コーナーに立つのではなく，「赤サイドと青サ
イドに優劣はないから」「赤サイドと青サイドは公平に選ばれるから」というように赤サイドと
青サイドがどのように選ばれるかを簡潔に説明していく。　（2）　「どうやら」から続く2段落で，
ボクシングの試合では赤いプロテクターやグラブを身につけたとき，赤色がより目に入るのは相
手（＝青サイドの選手）であるため，赤色は相手を精神的にひるませて相対的に優位に立つ色であ
ることが述べられている。これらの要旨をまとめて，オリンピックのボクシングの試合で赤サイ
ドの方が青サイドよりも勝率が高くなる理由を説明していく。



尚絅学院高等学校（A日程）

解30年度－16

問4　Bは，文字を並び替えて〔③意味／①の／⑥ある／④単語／②を／⑦作る／⑤テスト〕となる
ので，3番目は⑥，6番目は⑦である。
問5　オリンピックの試合でも赤サイドの勝率が高く，赤色のユニフォームやプロテクターを身に
着けると勝機が高まることが述べられているので，「赤色は勝負事においては身につけるべきで
はない」とある①は合致しない。②は最後の段落で述べているので合致する。「こうした」で始
まる段落で，赤色や黄色は「幸福感」と関連し，幸福感の一種である充足感は認知機能を低下さ
せることを述べているので，「充足感と認知機能を低下させ」とある③は合致しない。「同様な」
で始まる段落で「柔道」では白胴着より青胴着のほうが勝つ確率は高いこと，「博士らに」で始
まる段落で創造性が要求されるケースでは青色が成績がよいことが述べられているので，④も合
致しない。⑤は Ⅱ から続く5段落で述べているので合致する。

第三問　（漢字の読み書き）
1は犯した罪に対して行為や金品などでうめ合わせをすること。2の「訂」を「丁」などと間違え
ないこと。3の音読みは「カン」。熟語は「一貫」など。4の「泊」を「白」などと間違えないこと。
5の「謹」を「勤」，「慎」を「真」などと間違えないこと。6はその気になるように仕向けること。
7はおそろしくて体が震えること。8は問いただしてとがめること。9は生物の体を切り開いて内
部の構造などを調べること，あるいは物事を細かく分析して研究などをすること。10は残念に思
うこと。

第四問　（品詞・用法） 
問1 　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。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。活
用形は未然形は「ない，う」に続く形，連用形は「ます，た，て」に続く形，終止形は言い切り
の形，連体形は「とき，こと」に続く形，仮定形は「ば」に続く形，命令形は命令する形になる。
（1）の動詞「受ける」の未然形は「受けない」で「け」はエ段なので下一段活用，「た」に続いて
いるので連用形である。（2）の動詞「走る」の未然形は「走らない」で「ら」はア段なので五段
活用，「う」に続いているので未然形である。
問2　（1）と④は「だ」に置き換えられるので形容動詞。①は格助詞，②は副詞「すでに」の語尾，
③は動詞「死ぬ」の連用形。（2）と③は接続助詞。他は格助詞。
問3　④のみ助動詞，他は助詞。

第五問　（漢詩−脱語補充，書き下し文，その他）
　〈口語訳〉　五十年も生きてきて，なんの手柄も立てられなかったことが恥ずかしい
　木々に花が開く春はもう過ぎ，夏もすでに半ばである
　どこから集まってくるのか，部屋いっぱいに蒼蠅が飛び回っていくら追っても追っても逃げてい
かないいっそ座禅の床を尋ねて，この清らかな風に吹かれながら寝転がろうか
問1　まず「人生五十」と読むので「人生五十」には何もつけない。次に「功無きを愧づ」と読む 
ので「愧」と「無」にレ点をつけて「功」から上に返していく。
問2　Aは「春」から「夏」への移り変わりの早さのことなので，「季節」が入る。
問3　Bは追っても逃げていかない蒼蠅にたとえているものなので，この前の尚太が話している「諸
将との駆け引きや中傷」＝②が適当。「追っても逃げていかない」ので①は不適当。③④も述べ
られていないので不適当。
問4　漢詩では一句が五字のものを「五言」，七字のものを「七言」，句が四句のものを「絶句」，八
句のものを「律詩」という。本文は一句が七字で四句なので③が適当。

尚絅学院高等学校（A日程）

解30年度－17

★ワンポイントアドバイス★

小説では、登場人物の視点を通して他の人物がどのように描かれているかを読み取
ることが重要だ。



尚絅学院高等学校（A日程）

解30年度－16

問4　Bは，文字を並び替えて〔③意味／①の／⑥ある／④単語／②を／⑦作る／⑤テスト〕となる
ので，3番目は⑥，6番目は⑦である。
問5　オリンピックの試合でも赤サイドの勝率が高く，赤色のユニフォームやプロテクターを身に
着けると勝機が高まることが述べられているので，「赤色は勝負事においては身につけるべきで
はない」とある①は合致しない。②は最後の段落で述べているので合致する。「こうした」で始
まる段落で，赤色や黄色は「幸福感」と関連し，幸福感の一種である充足感は認知機能を低下さ
せることを述べているので，「充足感と認知機能を低下させ」とある③は合致しない。「同様な」
で始まる段落で「柔道」では白胴着より青胴着のほうが勝つ確率は高いこと，「博士らに」で始
まる段落で創造性が要求されるケースでは青色が成績がよいことが述べられているので，④も合
致しない。⑤は Ⅱ から続く5段落で述べているので合致する。

第三問　（漢字の読み書き）
1は犯した罪に対して行為や金品などでうめ合わせをすること。2の「訂」を「丁」などと間違え
ないこと。3の音読みは「カン」。熟語は「一貫」など。4の「泊」を「白」などと間違えないこと。
5の「謹」を「勤」，「慎」を「真」などと間違えないこと。6はその気になるように仕向けること。
7はおそろしくて体が震えること。8は問いただしてとがめること。9は生物の体を切り開いて内
部の構造などを調べること，あるいは物事を細かく分析して研究などをすること。10は残念に思
うこと。

第四問　（品詞・用法） 
問1 　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。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。活
用形は未然形は「ない，う」に続く形，連用形は「ます，た，て」に続く形，終止形は言い切り
の形，連体形は「とき，こと」に続く形，仮定形は「ば」に続く形，命令形は命令する形になる。
（1）の動詞「受ける」の未然形は「受けない」で「け」はエ段なので下一段活用，「た」に続いて
いるので連用形である。（2）の動詞「走る」の未然形は「走らない」で「ら」はア段なので五段
活用，「う」に続いているので未然形である。
問2　（1）と④は「だ」に置き換えられるので形容動詞。①は格助詞，②は副詞「すでに」の語尾，
③は動詞「死ぬ」の連用形。（2）と③は接続助詞。他は格助詞。
問3　④のみ助動詞，他は助詞。

第五問　（漢詩−脱語補充，書き下し文，その他）
　〈口語訳〉　五十年も生きてきて，なんの手柄も立てられなかったことが恥ずかしい
　木々に花が開く春はもう過ぎ，夏もすでに半ばである
　どこから集まってくるのか，部屋いっぱいに蒼蠅が飛び回っていくら追っても追っても逃げてい
かないいっそ座禅の床を尋ねて，この清らかな風に吹かれながら寝転がろうか
問1　まず「人生五十」と読むので「人生五十」には何もつけない。次に「功無きを愧づ」と読む 
ので「愧」と「無」にレ点をつけて「功」から上に返していく。
問2　Aは「春」から「夏」への移り変わりの早さのことなので，「季節」が入る。
問3　Bは追っても逃げていかない蒼蠅にたとえているものなので，この前の尚太が話している「諸
将との駆け引きや中傷」＝②が適当。「追っても逃げていかない」ので①は不適当。③④も述べ
られていないので不適当。
問4　漢詩では一句が五字のものを「五言」，七字のものを「七言」，句が四句のものを「絶句」，八
句のものを「律詩」という。本文は一句が七字で四句なので③が適当。
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★ワンポイントアドバイス★

小説では、登場人物の視点を通して他の人物がどのように描かれているかを読み取
ることが重要だ。


