
尚絅学院高等学校（B日程）

解30年度－18

＜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）　（ 1

3）
2

＋ 1
6 －1＝ 1
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1
6 －1＝ 2
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3
18－
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18＝－
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（2）　√ 12 ×（ 1
√ 2 ＋

1
√ 3 ）－2＝√ 6 ＋√ 4 －2＝√ 6 

（3）　2a＋3b
2c ＝5　　2a＋3b＝10c　　2a＝10c－3b　　a＝10c－3b

2
（4）　x＝5y－4…①　　3x＋2y＝5…②　　①を②に代入して，3（5y－4）＋2y＝5　　15y－12＋
　2y＝5　　17y＝17　　y＝1　　これを①に代入して，x＝5－4＝1
（5）　x2＋11x＋24＝0　　（x＋3）（x＋8）＝0　　x＝－3，－8
（6）　（a＋1）2－（a－1）2＝a2＋2a＋1－（a2－2a＋1）＝4a＝4×（1＋√ 2 ）＝4＋4√ 2 
（7）　3≦√ 3n ＜9　　9≦3n＜81　　3≦n＜27　　これを満たす自然数nは，3，4，…，26の24個。

第二問　（角度，平面図形，比の利用）
問1　（1）　平行線の同位角は等しいから，∠x＝180°－50°＝130°　角yをつくる円の半径と直線l1，

m1はそれぞれ垂直だから，∠y＝360°－90°×2－∠x＝50°
　（2）　二等辺三角形の底角が等しく，2組の角がそれぞれ等しいので，△ABC∽△CBD　　AC：

CD＝BC：BD　　BD＝4×4
6 ＝

8
3　　相似比はAC：CD＝6：4＝3：2だから，面積比は32：22＝9：4

問2　（1）　πr2：π（r＋2）2＝3：5　　5r2＝3（r＋2）2　　5r2＝3（r2＋4r＋4）　　r2－6r＝6　　（r－
　3）2＝6＋9　　r－3＝±√ 15 　　r＝3±√ 15 　　r＞0より，r＝3＋√ 15 

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）　－
13
18　　（2）　√ 6 　　（3）　a＝10c－3b

2 　　（4）　x＝1，y＝1　　

 （5）　x＝－3，－8　　（6）　4＋4√ 2 　　（7）　24個

第二問 問1　（1）　∠x＝130°，y＝50°　　（2）　BDの長さ　
8
3 ，面積比　9：4　　

 問2　（1）　r＝3＋√ 15  　　（2）　①　150本　　②　800人分

第三問 問1　（1）　最小の値　100πcm2，確率　
1
6 　　（2）　

2
9 　　（3）　

1
9 　　

 問2　（1）　 9
2 a　　（2）　9：4：7

第四問 問1　（1）　x＝6，y＝3　　（2）　1　　（3）　1　　問2　（1）　40　　（2）　8　　（3）　エ

第五問 問1　r＝2x＋3　　問2　B（－1，1），a＝ 1
2 　　問3　1：1　　問4　

4√ 3 
3

第六問 問1　解説参照　　問2　64
3 π　　問3　4：1　　問4　 1

3 π　　問5　21√ 3 －7π

＜数学解答＞

B日程

尚絅学院高等学校（B日程）

解30年度－19

　（2）　①　用意するニンジンをx本とすると，10：5＝300：x　　x＝5×300
10 ＝150（本）

　②　使用するジャガイモとニンジンの個数の比は10：5＝2：1だから，実際に使用したジャガイ

モの個数は1200× 2
2＋1＝800（個）　ジャガイモ1個が1人分だから，ジャガイモ800個では800人分

　となる。

第三問　（確率，平面図形）
問1　（1）　サイコロの目の出方の総数は6×6＝36（通り）　このうち，題意を満たすのは2回とも同

　じ目が出るときで，6通りあるから，求める確率は， 6
36＝

1
6　　また，Xのとり得る最小の値は，

π×102＝100π（cm2）
　（2）　題意を満たすのは，（1回目，2回目）＝（1，3），（1，6），（3，1），（3，4），（4，3），（4，6），

（6，1），（6，4）の8通りだから，求める確率は， 8
36＝

2
9

　（3）　サイコロの目の出方の総数は6×6×6＝216（通り）　このうち，題意を満たすのは3つの円の
　うち2つだけが重なるときで，目の組み合わせは（1，1，3），（1，1，6），（1，3，3），（1，6，6）， 
（3，3，4），（3，4，4），（4，4，6），（4，6，6）で，それぞれ3通りずつの出方があるから，求め

　る確率は，8×3
216＝

1
9

問2　（1）　S＝ 1
2×BC×AP＝ 9

2 a

　（2）　S＝ 1
2 ×BC×APより，AP＝ 2S

9 　　同様にして，BQ＝ 2S
4 　　CR＝ 2S

7 　　よって，
1

AP：

1
BQ：

1
CR＝

9
2S：

4
2S：

7
2S＝9：4：7

第四問　（剰余，資料の整理）
問1　（1）　27÷4＝6余り3より，27＝4×6＋3　　よって，x＝6，y＝3
　（2）　2x＋1は2で割ると商がxで余りが1の数を表すから，余りは1
　（3）　6x＋4＝3（2x＋1）＋1より，余りは1
問2　（1）　総度数をx（人）とすると，10m以上15m未満の階級

の度数と相対度数から， 2
x＝0.05　　x＝2÷0.05＝40（人）

　（2）　30m以上35m未満の階級の相対度数は，1.00－（0.05＋
　0.10＋0.45＋0.10＋0.05＋0.05）＝0.20　　よって，度数は，

40×0.20＝8（人）
　（3）　クラス別の度数分布表は右のようになる。25m以上

30m未満の階級の度数は，表Ⅰより，2クラス合わせて， 
40×0.10＝4（人）だから，表Ⅱより，（加藤，熊谷）＝（3，1），
（2，2），（1，3）のどれかになる。したがって，選択肢のア
～ウは誤りで，エが正しい。

第五問　（図形と関数・グラフの融合問題）
問1　傾きは2，切片は3だから，直線ℓの式は，y＝2x＋3
問2　 y＝2x＋3にx＝－1を代入して，y＝－2＋3＝1　　よって，B（－1，1）　Bはy＝2ax2上の点だ

から，1＝2a×（－1）2　　a＝ 1
2

階級（m） 加藤
度数

熊谷
度数

10以上15未満 1 1
15～20 3 1
20～25 12 6
25～30
30～35 0 8
35～40 1 1
40～45 0 2
計
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問3　P（b，b2），Q（b， 1
2 b2）だから，PQ：QR＝（b2－ 1

2 b2）：（ 1
2 b2－0）＝1：1

問4　S（－b， 1
2 b2）　　△SPRが正三角形のとき，SQ：PQ＝√ 3  ：1　　｛ b－（－b）｝： 1

2 b2＝ 

√ 3  ：1　　√ 3 
2 b2＝2b　　√ 3 b2＝4b　　b（√ 3 b－4）＝0　　b＞0より，b＝ 4

√ 3 ＝
4√ 3 

3

第六問　（平面図形の計量）
問1　△ADEと△CDBにおいて，等しい弧に対する円周角は等しいから，∠AED＝∠CBD　　 
∠EAD＝∠BCD　 2組の角がそれぞれ等しいので，△ADE∽△CDB
問2　円Oの中心をOとすると，弧AEの中心角だから，∠AOD＝2∠ACD＝∠ACB＝60°　△OADは

内角が30°，60°，90°の直角三角形だから，AD：AO＝√ 3  ：2　　AO＝ 2
√ 3 AD＝ 2

√ 3 ×
1
2 ×8＝

8
√ 3 　　よって，円Oの面積は，π×（ 8

√ 3 ）
2

＝64
3 π

問3　円O1の中心もOであるから，半径はOD＝ 1
2 OA　　円は相似な図形であるから，S：S1＝22：

　12＝4：1

問4　円O1の面積は円Oの面積の 1
4 で，次の円を円O2とすると，円O2の面積は円O1の面積の

1
4 とな

　り，最も小さい円を円O3とすると，円O3の面積は円O2の面積の
1
4 となる。よって，円O3の面積は，

64
3 π×（ 1

4）
3

＝ 1
3 π

問5　1辺aの正三角形の高さは√ 3 
2 aで表せるから，正三角形ABCと円O1の面積の差は，

　 1
2 ×8×（√ 3 

2 ×8）－64
3 π×

1
4 ＝16√ 3 －16

3 π　　この面積の図形も相似であるから，2番目の図

形の面積は，（16√ 3 －16
3 π）× 1

4 ＝4√ 3 － 4
3 π　　3番目の図形の面積は，（4√ 3 － 4

3 π）× 1
4

＝√ 3 － 1
3 π　　よって，求める面積は，16√ 3 －16

3 π＋4√ 3 － 4
3 π＋√ 3 － 1

3 π＝21√ 3 －7π

★ワンポイントアドバイス★

A日程と出題傾向，難易度もほぼ同じである。標準レベルの問題ばかりであるから，
ミスのないように解いていこう。

第一問 問1　1　イ　　2　エ　　問2　1　ア　　2　イ
　　　　　問3　1　ウ　　2　ア　　3　ア
第二問 1　エ　　2　イ　　3　ア　　4　ア　　5　ウ
第三問  問1　①　Six months have passed since you left （Japan.）　　問2　②　April
 問3　③　trying　　問4　④　ウ　　問5　She’s going to study Japanese history.
 問6　エ

＜英語解答＞
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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　（語句選択問題：前置詞，形容詞，付加疑問文，疑問詞）

1　ジロウ「サンドイッチといっしょにサラダはどうですか。」　ベン「はい，お願いします。」　同
伴物は with で表す。

2　ミア「エリック，このスープはとてもいいですね。作るのは難しいですか。」　エリック「いい 
え，簡単ですよ。」　hard には「難しい」という意味がある。アの easy はエリックの返事に合
わないので，不適切。

3　ティム「すみません。一番近いバス停はどこですか。」　ケン「この道沿いに行けば，あります 
よ。」　〈go along ～〉は「～に沿って行く」という意味を表す。

4　ダン「ベッキーは新しいペットの鳥を飼っていますね。」　アヤ「はい。誕生日にもらったんで
すよ。」　付加疑問の部分に用いる助動詞は，主文が肯定であれば否定に，主文が否定であれば肯
定にして用いる。

5　ジェーン「ここからその病院まではどれくらい遠いですか。」　ボブ「約2キロなので，そこまで
歩けると思いますよ。」　距離を尋ねるときは〈how far ～〉を用いる。

第三問　（メール文問題：語句整序，内容吟味，語形変化）
（全訳）
アンナへ
リノより
親愛なるアンナ
元気ですか。①あなたが日本を去ってから6か月がたちました。あなたのホストファミリーであ
るのは本当に楽しかったです。時間はとても早く過ぎました。私たちはあなたにまた会いたいです。
私たちは明日女の子のお祭りである雛祭りを祝うんですよ。
今日はよいニュースがあります！　姉のユミが②来月京都に引っ越すんです。昨日姉は京都大学

へ行けることがわかりました。彼女はそこで日本の歴史を学びたいと思っています。それで私の両
親は今アパートを③探そうとするのに大忙しです。姉が京都へ引っ越すと，「私たちの」部屋が「私
の」部屋になります。いなくなるのはさみしいですが，自分の部屋ができるんです！　これまで私
は自分の部屋をもったことがありません。とてもわくわくしています。私は自分の部屋でゲームを
するように友達を招待したいです。姉なしで音楽を聞きたいです。
　
リノへ
アンナより
親愛なるリノ

第四問  問1　①　what　　問2　②　エ　　問3　③　ウ　　問4　④　地下鉄の駅にある特別
な機械でスクワットをすること。　　問5　⑤　（But the government hoped that） 
doing 10 squats would help people to start moving their bodies （every day.）

 問6　It tells them how much they walk.　　問7　ア，エ
第五問 問1　ウ　　問2　（1）　No （, they） don’t （.）　　（2）　（It costs） eleven （dollars.）
　　　　　 問3　（例）　I like to watch movies at a movie theater because the screen is very 

big and the sound is very loud. 
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問3　P（b，b2），Q（b， 1
2 b2）だから，PQ：QR＝（b2－ 1

2 b2）：（ 1
2 b2－0）＝1：1

問4　S（－b， 1
2 b2）　　△SPRが正三角形のとき，SQ：PQ＝√ 3  ：1　　｛ b－（－b）｝： 1

2 b2＝ 

√ 3  ：1　　√ 3 
2 b2＝2b　　√ 3 b2＝4b　　b（√ 3 b－4）＝0　　b＞0より，b＝ 4

√ 3 ＝
4√ 3 

3

第六問　（平面図形の計量）
問1　△ADEと△CDBにおいて，等しい弧に対する円周角は等しいから，∠AED＝∠CBD　　 
∠EAD＝∠BCD　 2組の角がそれぞれ等しいので，△ADE∽△CDB
問2　円Oの中心をOとすると，弧AEの中心角だから，∠AOD＝2∠ACD＝∠ACB＝60°　△OADは

内角が30°，60°，90°の直角三角形だから，AD：AO＝√ 3  ：2　　AO＝ 2
√ 3 AD＝ 2

√ 3 ×
1
2 ×8＝

8
√ 3 　　よって，円Oの面積は，π×（ 8

√ 3 ）
2

＝64
3 π

問3　円O1の中心もOであるから，半径はOD＝ 1
2 OA　　円は相似な図形であるから，S：S1＝22：

　12＝4：1

問4　円O1の面積は円Oの面積の 1
4 で，次の円を円O2とすると，円O2の面積は円O1の面積の

1
4 とな

　り，最も小さい円を円O3とすると，円O3の面積は円O2の面積の
1
4 となる。よって，円O3の面積は，

64
3 π×（ 1

4）
3

＝ 1
3 π

問5　1辺aの正三角形の高さは√ 3 
2 aで表せるから，正三角形ABCと円O1の面積の差は，

　 1
2 ×8×（√ 3 

2 ×8）－64
3 π×

1
4 ＝16√ 3 －16

3 π　　この面積の図形も相似であるから，2番目の図

形の面積は，（16√ 3 －16
3 π）× 1

4 ＝4√ 3 － 4
3 π　　3番目の図形の面積は，（4√ 3 － 4

3 π）× 1
4

＝√ 3 － 1
3 π　　よって，求める面積は，16√ 3 －16

3 π＋4√ 3 － 4
3 π＋√ 3 － 1

3 π＝21√ 3 －7π

★ワンポイントアドバイス★

A日程と出題傾向，難易度もほぼ同じである。標準レベルの問題ばかりであるから，
ミスのないように解いていこう。

第一問 問1　1　イ　　2　エ　　問2　1　ア　　2　イ
　　　　　問3　1　ウ　　2　ア　　3　ア
第二問 1　エ　　2　イ　　3　ア　　4　ア　　5　ウ
第三問  問1　①　Six months have passed since you left （Japan.）　　問2　②　April
 問3　③　trying　　問4　④　ウ　　問5　She’s going to study Japanese history.
 問6　エ

＜英語解答＞
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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　（語句選択問題：前置詞，形容詞，付加疑問文，疑問詞）

1　ジロウ「サンドイッチといっしょにサラダはどうですか。」　ベン「はい，お願いします。」　同
伴物は with で表す。

2　ミア「エリック，このスープはとてもいいですね。作るのは難しいですか。」　エリック「いい 
え，簡単ですよ。」　hard には「難しい」という意味がある。アの easy はエリックの返事に合
わないので，不適切。

3　ティム「すみません。一番近いバス停はどこですか。」　ケン「この道沿いに行けば，あります 
よ。」　〈go along ～〉は「～に沿って行く」という意味を表す。

4　ダン「ベッキーは新しいペットの鳥を飼っていますね。」　アヤ「はい。誕生日にもらったんで
すよ。」　付加疑問の部分に用いる助動詞は，主文が肯定であれば否定に，主文が否定であれば肯
定にして用いる。

5　ジェーン「ここからその病院まではどれくらい遠いですか。」　ボブ「約2キロなので，そこまで
歩けると思いますよ。」　距離を尋ねるときは〈how far ～〉を用いる。

第三問　（メール文問題：語句整序，内容吟味，語形変化）
（全訳）
アンナへ
リノより
親愛なるアンナ
元気ですか。①あなたが日本を去ってから6か月がたちました。あなたのホストファミリーであ
るのは本当に楽しかったです。時間はとても早く過ぎました。私たちはあなたにまた会いたいです。
私たちは明日女の子のお祭りである雛祭りを祝うんですよ。
今日はよいニュースがあります！　姉のユミが②来月京都に引っ越すんです。昨日姉は京都大学

へ行けることがわかりました。彼女はそこで日本の歴史を学びたいと思っています。それで私の両
親は今アパートを③探そうとするのに大忙しです。姉が京都へ引っ越すと，「私たちの」部屋が「私
の」部屋になります。いなくなるのはさみしいですが，自分の部屋ができるんです！　これまで私
は自分の部屋をもったことがありません。とてもわくわくしています。私は自分の部屋でゲームを
するように友達を招待したいです。姉なしで音楽を聞きたいです。
　
リノへ
アンナより
親愛なるリノ

第四問  問1　①　what　　問2　②　エ　　問3　③　ウ　　問4　④　地下鉄の駅にある特別
な機械でスクワットをすること。　　問5　⑤　（But the government hoped that） 
doing 10 squats would help people to start moving their bodies （every day.）

 問6　It tells them how much they walk.　　問7　ア，エ
第五問 問1　ウ　　問2　（1）　No （, they） don’t （.）　　（2）　（It costs） eleven （dollars.）
　　　　　 問3　（例）　I like to watch movies at a movie theater because the screen is very 

big and the sound is very loud. 
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とても楽しそうですね。お姉さんにおめでとうとお伝えください。京都で楽しい時を過ごせると
いいですね。私には2人の兄がいますが，部屋は別々ですので，私にはいつも自分の部屋があります。
もし訪ねてくれたら私の部屋で過ごせますよ。
あなたのお姉さんはとても幸運ですね。あなたは京都のお姉さんを訪ねますか。京都へ行ったこ

とはありますか。私は高校を出た後に，京都へ行って多くの有名な神社や庭園を見る旅行をしたい
です。
ネコの様子はどうですか。先月子ネコを産みそうだと言っていましたよね。もう生まれましたか。

アンナへ
リノより
親愛なるアンナ
私もずっと京都を訪問したいと思っています。だから④修学旅行でそこに行くのはうれしいです。
私たちは京都，大阪そして奈良を訪れます。その時には姉のもとを訪れることはできません。残念
ですが，姉は夏と冬に仙台にもどってきます。
私のネコは昨日子ネコを産みました！　この電子メールに写真を添付します。5匹の子ネコがい
ます。とてもかわいいです。ネコは生まれた時にはこんなに小さいとは知りませんでした。
問1　現在完了の文なので，〈have ＋過去分詞〉の形になる。
問2　雛祭りを祝うと言っているので3月に書かれた電子メールだとわかる。よって「来月」は4月
である。
問3　「～しようとするのに」という意味にする時には現在分詞にする。
問4　直後の文の内容からリノは京都へ行く予定があるとわかる。
問5　「リノの姉は京都大学で何の学科を学ぶつもりですか。」　最初の電子メールの第2段落の第4文
に study Japanese history とある。
問6　ア「自分の部屋を持つことがアンナの夢である。」　2つ目の電子メールの第1段落には，アン
ナが自分の部屋が持っていることが書かれているので，不適切。　イ「リノは夏と冬に京都の姉
を訪問するつもりだ。」　3つ目の電子メールの第1段落の最後の文には，夏と冬には姉が仙台にも
どると書かれているので，不適切。　ウ「アンナは京都と大阪の両方を訪れたいと思っている。」
　大阪を訪れたいとは書かれていないので，不適切。　エ「リノの家では5匹の子ネコが生まれた。」
　3つ目の電子メールの内容に合うので，正解。

第四問　（長文読解問題・説明文：語句補充，文整序，語句整序，内容吟味）
（全訳）　世界中で多くの人々が健康に関心をもつようになってきています。人々はよい食物を食
べ，運動をします。アメリカ，メキシコそして UAE のドバイで人々が健康のために①何をしてい
るかを見てみましょう。
アメリカではウォーキングが一般的です。多くの人々が家の近くを歩きますが，今日ではショッ

ピングモールの中を歩く人も多いです。ショッピングモールには夏にはエアコンが，冬には暖房が
あります。モールの中を歩くのは容易で，きれいなトイレやベンチもあるので，歩くには人気があ
る場所です。

20年前には，モールは人々が歩くのを求めていませんでした。買い物をしたい人はそれを好まな
いだろうと考えていたのです。それで5年後にはモールは早い時間に開店するようにしました。店
は開いていませんが，午前7時や5時半にでもモールに来て歩き回ることができるのです。「モール・
ウォーカー」のために特別なことをするモールもあります。例えば，モール・オブ・アメリカは国
で一番大きいモールです。モール・オブ・アメリカには約250名のモール・ウォーカーがいます。
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モール・ウォーカーは年に15ドルを払うと，どれくらい歩くかをチェックするカードを得られます。
またこのカードで多くのことができます。店で品物を安く買ったり，毎月モールで朝食を食べたり
できます。人々はこれらのことがうれしいので，②歩くためにお金を払いたいと思うのです。
これはまたモールにとってもよいことです。③ b今日アメリカでは，人々はインターネットで品
物を買い，モールへ買い物をしに来ません。aこれはモールが現在抱えている大きな問題です。cし
かしモール・ウォーカーが歩けば，ウインドウ越しに買いたい品物を見て，帰宅する前に買うかも
しれません。これはアメリカのモールが問題を解決することを助けてくれます。

2013年，メキシコには深刻な問題がありました。メキシコは大変肥満した人々の国の一つでした
ので，政府はこの問題を解決しようとしました。2015年に④ある面白い方法が始まりました。2015
年から2016年にかけて，人々は地下鉄の駅の特別な機械でスクワットができるようになりました。
10回スクワットをすると，人々は地下鉄かバスの無料券をもらえました。無論，10回のスクワット
は体重を減らすには十分ではありません。⑤しかし政府は，10回スクワットをすることが，体を動
かすようになるきっかけになることを期待しました。例えば，階段を利用したり，もっと歩くよう
になったりすることです。

UAE の70％の人々は肥満で，その多くは病気になるので，政府は人々が体重を減らしてもっと
健康になることを期待しました。2013年と2014年にドバイでは，「あなたの体重を金に」というコ
ンテストがありました。体重を減らした人は金を与えられたのです─1キロ体重を減らすと1グラム
の金になりました。だから3キロ体重を減らした人は3グラムの金を得ます。しかし人々は2か月で
2キロ以上体重を減らさねばなりませんでした。2年間のあいだに10,000人が金を得ました。2013年
には，1グラムの金は45ドルだったので，5キロ体重を減らした人は225ドルを得たのです。

2014年の優勝者はインド出身の女性で，UAE に29年間住んでいました。彼女は2か月で32キロ減
らしました。7月には96キロだったのが，9月には64キロになりました。「勝ててうれしいです。私
は毎日運動をして，野菜をたくさん食べました。」と彼女は言いました。彼女の娘たちも体重を減
らしました。一人の娘は5キロ減らし，もう一人の娘は14キロ減らしました。家族全員でともに運
動をして，より健康的な食べ物をいかに食べるかを学んだのです。
人々が健康のためにできることは多くていろいろあります。体重を減らすことはその一つの方法
ですが，よい食べ物を食べて運動することがふつう一番大切なことです。
問1　間接疑問文なので適切な疑問詞を置く。
問2　お金を払ってカードを得ると，モール・ウォーカーにとってよいことがあるので，エが正解。
　ア　しかし彼らは外へ出たくありません　イ　しかし彼らは歩くのにお金を払いたくありません
　ウ　それで彼らはそれ以上歩く必要がありません
問3　全訳参照。
問4　直後に書かれている内容をまとめる。
問5　〈help A to ～〉で「Aが～するのを手伝う」という意味を表す。
問6　「モール・オブ・アメリカでは，カードはモール・ウォーカーに何を教えるか。」　第3段落の
第8文に how much they walk とある。

問7　ア「アメリカのモール・ウォーカーは，午前7時にモールを歩いている間は品物を買うことが
できない。」　第3段落の第4文に「店はまだ開いていない」とあるので，正解。　イ「メキシコで
は，地下鉄の切符を買いたい人々は10回スクワットをしなければならなかった。」　第5段落の内
容に合わないので，不適切。　ウ「ドバイでの『あなたの体重を金に』というコンテストで金を
得たいなら，1か月で2キロの体重を減らさねばならない。」　第6段落の第5文に，2か月の間にと
あるので，不適切。　エ「2013年のドバイでの『あなたの体重を金に』というコンテストでは，
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とても楽しそうですね。お姉さんにおめでとうとお伝えください。京都で楽しい時を過ごせると
いいですね。私には2人の兄がいますが，部屋は別々ですので，私にはいつも自分の部屋があります。
もし訪ねてくれたら私の部屋で過ごせますよ。
あなたのお姉さんはとても幸運ですね。あなたは京都のお姉さんを訪ねますか。京都へ行ったこ

とはありますか。私は高校を出た後に，京都へ行って多くの有名な神社や庭園を見る旅行をしたい
です。
ネコの様子はどうですか。先月子ネコを産みそうだと言っていましたよね。もう生まれましたか。

アンナへ
リノより
親愛なるアンナ
私もずっと京都を訪問したいと思っています。だから④修学旅行でそこに行くのはうれしいです。
私たちは京都，大阪そして奈良を訪れます。その時には姉のもとを訪れることはできません。残念
ですが，姉は夏と冬に仙台にもどってきます。
私のネコは昨日子ネコを産みました！　この電子メールに写真を添付します。5匹の子ネコがい
ます。とてもかわいいです。ネコは生まれた時にはこんなに小さいとは知りませんでした。
問1　現在完了の文なので，〈have ＋過去分詞〉の形になる。
問2　雛祭りを祝うと言っているので3月に書かれた電子メールだとわかる。よって「来月」は4月
である。
問3　「～しようとするのに」という意味にする時には現在分詞にする。
問4　直後の文の内容からリノは京都へ行く予定があるとわかる。
問5　「リノの姉は京都大学で何の学科を学ぶつもりですか。」　最初の電子メールの第2段落の第4文
に study Japanese history とある。
問6　ア「自分の部屋を持つことがアンナの夢である。」　2つ目の電子メールの第1段落には，アン
ナが自分の部屋が持っていることが書かれているので，不適切。　イ「リノは夏と冬に京都の姉
を訪問するつもりだ。」　3つ目の電子メールの第1段落の最後の文には，夏と冬には姉が仙台にも
どると書かれているので，不適切。　ウ「アンナは京都と大阪の両方を訪れたいと思っている。」
　大阪を訪れたいとは書かれていないので，不適切。　エ「リノの家では5匹の子ネコが生まれた。」
　3つ目の電子メールの内容に合うので，正解。

第四問　（長文読解問題・説明文：語句補充，文整序，語句整序，内容吟味）
（全訳）　世界中で多くの人々が健康に関心をもつようになってきています。人々はよい食物を食
べ，運動をします。アメリカ，メキシコそして UAE のドバイで人々が健康のために①何をしてい
るかを見てみましょう。
アメリカではウォーキングが一般的です。多くの人々が家の近くを歩きますが，今日ではショッ

ピングモールの中を歩く人も多いです。ショッピングモールには夏にはエアコンが，冬には暖房が
あります。モールの中を歩くのは容易で，きれいなトイレやベンチもあるので，歩くには人気があ
る場所です。

20年前には，モールは人々が歩くのを求めていませんでした。買い物をしたい人はそれを好まな
いだろうと考えていたのです。それで5年後にはモールは早い時間に開店するようにしました。店
は開いていませんが，午前7時や5時半にでもモールに来て歩き回ることができるのです。「モール・
ウォーカー」のために特別なことをするモールもあります。例えば，モール・オブ・アメリカは国
で一番大きいモールです。モール・オブ・アメリカには約250名のモール・ウォーカーがいます。
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モール・ウォーカーは年に15ドルを払うと，どれくらい歩くかをチェックするカードを得られます。
またこのカードで多くのことができます。店で品物を安く買ったり，毎月モールで朝食を食べたり
できます。人々はこれらのことがうれしいので，②歩くためにお金を払いたいと思うのです。
これはまたモールにとってもよいことです。③ b今日アメリカでは，人々はインターネットで品
物を買い，モールへ買い物をしに来ません。aこれはモールが現在抱えている大きな問題です。cし
かしモール・ウォーカーが歩けば，ウインドウ越しに買いたい品物を見て，帰宅する前に買うかも
しれません。これはアメリカのモールが問題を解決することを助けてくれます。

2013年，メキシコには深刻な問題がありました。メキシコは大変肥満した人々の国の一つでした
ので，政府はこの問題を解決しようとしました。2015年に④ある面白い方法が始まりました。2015
年から2016年にかけて，人々は地下鉄の駅の特別な機械でスクワットができるようになりました。
10回スクワットをすると，人々は地下鉄かバスの無料券をもらえました。無論，10回のスクワット
は体重を減らすには十分ではありません。⑤しかし政府は，10回スクワットをすることが，体を動
かすようになるきっかけになることを期待しました。例えば，階段を利用したり，もっと歩くよう
になったりすることです。

UAE の70％の人々は肥満で，その多くは病気になるので，政府は人々が体重を減らしてもっと
健康になることを期待しました。2013年と2014年にドバイでは，「あなたの体重を金に」というコ
ンテストがありました。体重を減らした人は金を与えられたのです─1キロ体重を減らすと1グラム
の金になりました。だから3キロ体重を減らした人は3グラムの金を得ます。しかし人々は2か月で
2キロ以上体重を減らさねばなりませんでした。2年間のあいだに10,000人が金を得ました。2013年
には，1グラムの金は45ドルだったので，5キロ体重を減らした人は225ドルを得たのです。

2014年の優勝者はインド出身の女性で，UAE に29年間住んでいました。彼女は2か月で32キロ減
らしました。7月には96キロだったのが，9月には64キロになりました。「勝ててうれしいです。私
は毎日運動をして，野菜をたくさん食べました。」と彼女は言いました。彼女の娘たちも体重を減
らしました。一人の娘は5キロ減らし，もう一人の娘は14キロ減らしました。家族全員でともに運
動をして，より健康的な食べ物をいかに食べるかを学んだのです。
人々が健康のためにできることは多くていろいろあります。体重を減らすことはその一つの方法
ですが，よい食べ物を食べて運動することがふつう一番大切なことです。
問1　間接疑問文なので適切な疑問詞を置く。
問2　お金を払ってカードを得ると，モール・ウォーカーにとってよいことがあるので，エが正解。
　ア　しかし彼らは外へ出たくありません　イ　しかし彼らは歩くのにお金を払いたくありません
　ウ　それで彼らはそれ以上歩く必要がありません
問3　全訳参照。
問4　直後に書かれている内容をまとめる。
問5　〈help A to ～〉で「Aが～するのを手伝う」という意味を表す。
問6　「モール・オブ・アメリカでは，カードはモール・ウォーカーに何を教えるか。」　第3段落の
第8文に how much they walk とある。

問7　ア「アメリカのモール・ウォーカーは，午前7時にモールを歩いている間は品物を買うことが
できない。」　第3段落の第4文に「店はまだ開いていない」とあるので，正解。　イ「メキシコで
は，地下鉄の切符を買いたい人々は10回スクワットをしなければならなかった。」　第5段落の内
容に合わないので，不適切。　ウ「ドバイでの『あなたの体重を金に』というコンテストで金を
得たいなら，1か月で2キロの体重を減らさねばならない。」　第6段落の第5文に，2か月の間にと
あるので，不適切。　エ「2013年のドバイでの『あなたの体重を金に』というコンテストでは，
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2か月で3キロ体重を減らせば，約135ドルを得られた。」　第6段落の内容に合うので，正解。
　オ「2014年のドバイでの『あなたの体重を金に』というコンテストで優勝した人と，彼女の2人
の娘は2か月でそれぞれ32キロずつ体重を落とした。」　第7段落の内容に合わないので，不適切。
　カ「健康にとって唯一よいのは体重を減らすことだと筆者は考えている。」　第8段落の内容に合
わないので，不適切。

第五問　（チラシ文問題：内容吟味）
アメリカン　シアター

切符
大人：10ドル
子供（2歳から12歳）：7ドル
※毎月1日は「特別映画デイ」。（3ドル割引）
※午後10時以降は「ミッドナイト・ショー」。（2ドル割引）
※毎週月曜日は「シアター・クラブ」メンバーの日。メンバーカードを持っている方は3ドル割引。
※同時に1種類を超える割引は受けられません。
時間
タイトル 私のかわいい子供たち  ザ・カー・アクション  これは誰？
時間  90分  120分  100分

3月1日
日曜日

午前9時
午後1時
午後8時

午前11時
午後4時
午後10時

午前9時
午後6時
午後9時

3月2日
月曜日

午前9時
午後1時
午後8時

午前9時
午後3時
午後10時

午前9時
午後6時
午後10時

3月3日
火曜日

午前9時
午後1時
午後10時

午前11時
午後4時
午後10時

午前9時
午後6時
午後9時

※18歳以下の方は，午後8時以降に終わる映画を見ることはできません。
※劇場に到着される前にインターネットで席を予約できます。
団体様
団体様は一緒に映画を見られる席を予約できます。このグループ・チケットは，誕生日パーティー，
クラブ，学校，旅行などに最適です。10席以上ご予約いただければ，5％割引します。チケット売
り場にいらっしゃらなくてもこのチケットはインターネットでお求めになれます。
問1　ア　10人以上で予約すると5％の割引になるので，不適切。　イ　インターネットで予約でき
るとあるので，不適切。　ウ「これは誰？」は午後6時に始まると午後7時40分に終わるため，16
歳でも見ることができるので，正解。　エ　複数の割引は使えないとあるので，不適切。
問2　（1）　「団体でチケットを買いたいときはチケット売り場に行かねばならないか。」　インター
ネットでも買えるとある。　（2）　「15歳の生徒と11歳の弟が，3月1日の午前9時に『これは誰？』
を見るといくらかかるか。」　二人で17ドルになるが，1日は3ドルずつ割引になるので，11ドルと
なる。
問3　「あなたはどこで映画を見たいか。」　自分自身の意見を正しい英文で書く問題。「理由も含め
て」「主語と動詞が入った」「英文1文」という条件を守って書くこと。なるべく具体的に書くと 
よい。
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＜理科解説＞
第一問　（小問集合）
問1　タンポポは，たくさんの花が集まっている。また，一つの花では，5枚の花弁が合わさっている。
問2　状態変化においても，変化の前後において，全体の質量が変わらず一定である。
問3　山までに音が伝わるのにかかる時間は，7÷2＝3.5（秒）である。したがって，山までの距離は，

340（m/s）×3.5（秒）＝1190（m）より，約1200mである。
問4　マグニチュードが，9.0－7.0＝2.0違うので，エネルギーの大きさは，32×32＝1024（倍）より，
約1000倍違う。
問5　細胞が自身で不要になったタンパク質を分解して，新しい細胞をつくる材料にしたりする作
用をオートファジーという。

第二問　（生殖と遺伝−体細胞分裂，被子植物の生殖）
1.　問1　細胞にうすい塩酸をかけることで，細胞どうしを離れやすくすることができる。また，
酢酸カーミン溶液をかけると，核や染色体が赤く染まる。
問2　ア　顕微鏡を観察するときは，まず低倍率で観察する。　イ　アメーバなどの動物プランク
トンは透明であり，視野が明るいと見づらいので，しぼりをしぼる。　ウ　対物レンズとプレパ
ラートを離しながらピントを合わせる。　エ　顕微鏡は，直射日光が当たらない明るい所で観察
する。
問3　体細胞分裂が起きるときは，最初に，核が消失して染色体が現れ，細胞の中央付近に並ぶ。
その後，染色体は両端に分かれ，新しい2個の細胞ができる。

第一問 問1　エ　　問2　イ　　問3　イ　　問4　ウ　　問5　ウ
第二問 1　問1　a　塩酸　　b　酢酸カーミン［酢酸オルセイン］　　問2　イ
 問3　a（→）d（→）b（→）f（→）c（→）e　　問4　ウ
 2　問1　ア　　問2　減数分裂　　問3　イ
 問4　（1）　メンデル　　（2）　（丸い種子：しわの種子＝）3：1

第三問 問1　A　エ　　B　イ　　問2　A　カ　　B　キ　　問3　寒気団　　問4　ウ
 問5　ア　　問6　ア
第四問 問1　A　水酸化ナトリウム　　B　塩化ナトリウム　　C　砂糖　　D　塩化水素
 問2　HCl＋NaOH→NaCl＋H2O　　問3　a　黄　　b　緑　　c　青　　d　青

 問4　3：2　　問5　 1
3

第五問 1　問1　ア　　問2　イ　　問3　ア
 2　問1　30（N），60（J）　　問2　7.5（N）　　問3　10（N）

＜理科解答＞

★ワンポイントアドバイス★

第三問の問1には現在完了を使った文があるが，この文は〈It is ～ since …〉を使っ 
て書き換えることができる。It is six months since you left Japan. あるいは You 
left Japan six months ago. と書き換えることもできる。
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2か月で3キロ体重を減らせば，約135ドルを得られた。」　第6段落の内容に合うので，正解。
　オ「2014年のドバイでの『あなたの体重を金に』というコンテストで優勝した人と，彼女の2人
の娘は2か月でそれぞれ32キロずつ体重を落とした。」　第7段落の内容に合わないので，不適切。
　カ「健康にとって唯一よいのは体重を減らすことだと筆者は考えている。」　第8段落の内容に合
わないので，不適切。

第五問　（チラシ文問題：内容吟味）
アメリカン　シアター

切符
大人：10ドル
子供（2歳から12歳）：7ドル
※毎月1日は「特別映画デイ」。（3ドル割引）
※午後10時以降は「ミッドナイト・ショー」。（2ドル割引）
※毎週月曜日は「シアター・クラブ」メンバーの日。メンバーカードを持っている方は3ドル割引。
※同時に1種類を超える割引は受けられません。
時間
タイトル 私のかわいい子供たち  ザ・カー・アクション  これは誰？
時間  90分  120分  100分

3月1日
日曜日

午前9時
午後1時
午後8時

午前11時
午後4時
午後10時

午前9時
午後6時
午後9時

3月2日
月曜日

午前9時
午後1時
午後8時

午前9時
午後3時
午後10時

午前9時
午後6時
午後10時

3月3日
火曜日

午前9時
午後1時
午後10時

午前11時
午後4時
午後10時

午前9時
午後6時
午後9時

※18歳以下の方は，午後8時以降に終わる映画を見ることはできません。
※劇場に到着される前にインターネットで席を予約できます。
団体様
団体様は一緒に映画を見られる席を予約できます。このグループ・チケットは，誕生日パーティー，
クラブ，学校，旅行などに最適です。10席以上ご予約いただければ，5％割引します。チケット売
り場にいらっしゃらなくてもこのチケットはインターネットでお求めになれます。
問1　ア　10人以上で予約すると5％の割引になるので，不適切。　イ　インターネットで予約でき
るとあるので，不適切。　ウ「これは誰？」は午後6時に始まると午後7時40分に終わるため，16
歳でも見ることができるので，正解。　エ　複数の割引は使えないとあるので，不適切。
問2　（1）　「団体でチケットを買いたいときはチケット売り場に行かねばならないか。」　インター
ネットでも買えるとある。　（2）　「15歳の生徒と11歳の弟が，3月1日の午前9時に『これは誰？』
を見るといくらかかるか。」　二人で17ドルになるが，1日は3ドルずつ割引になるので，11ドルと
なる。
問3　「あなたはどこで映画を見たいか。」　自分自身の意見を正しい英文で書く問題。「理由も含め
て」「主語と動詞が入った」「英文1文」という条件を守って書くこと。なるべく具体的に書くと 
よい。
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＜理科解説＞
第一問　（小問集合）
問1　タンポポは，たくさんの花が集まっている。また，一つの花では，5枚の花弁が合わさっている。
問2　状態変化においても，変化の前後において，全体の質量が変わらず一定である。
問3　山までに音が伝わるのにかかる時間は，7÷2＝3.5（秒）である。したがって，山までの距離は，

340（m/s）×3.5（秒）＝1190（m）より，約1200mである。
問4　マグニチュードが，9.0－7.0＝2.0違うので，エネルギーの大きさは，32×32＝1024（倍）より，
約1000倍違う。
問5　細胞が自身で不要になったタンパク質を分解して，新しい細胞をつくる材料にしたりする作
用をオートファジーという。

第二問　（生殖と遺伝−体細胞分裂，被子植物の生殖）
1.　問1　細胞にうすい塩酸をかけることで，細胞どうしを離れやすくすることができる。また，
酢酸カーミン溶液をかけると，核や染色体が赤く染まる。
問2　ア　顕微鏡を観察するときは，まず低倍率で観察する。　イ　アメーバなどの動物プランク
トンは透明であり，視野が明るいと見づらいので，しぼりをしぼる。　ウ　対物レンズとプレパ
ラートを離しながらピントを合わせる。　エ　顕微鏡は，直射日光が当たらない明るい所で観察
する。
問3　体細胞分裂が起きるときは，最初に，核が消失して染色体が現れ，細胞の中央付近に並ぶ。
その後，染色体は両端に分かれ，新しい2個の細胞ができる。

第一問 問1　エ　　問2　イ　　問3　イ　　問4　ウ　　問5　ウ
第二問 1　問1　a　塩酸　　b　酢酸カーミン［酢酸オルセイン］　　問2　イ
 問3　a（→）d（→）b（→）f（→）c（→）e　　問4　ウ
 2　問1　ア　　問2　減数分裂　　問3　イ
 問4　（1）　メンデル　　（2）　（丸い種子：しわの種子＝）3：1

第三問 問1　A　エ　　B　イ　　問2　A　カ　　B　キ　　問3　寒気団　　問4　ウ
 問5　ア　　問6　ア
第四問 問1　A　水酸化ナトリウム　　B　塩化ナトリウム　　C　砂糖　　D　塩化水素
 問2　HCl＋NaOH→NaCl＋H2O　　問3　a　黄　　b　緑　　c　青　　d　青

 問4　3：2　　問5　 1
3

第五問 1　問1　ア　　問2　イ　　問3　ア
 2　問1　30（N），60（J）　　問2　7.5（N）　　問3　10（N）

＜理科解答＞

★ワンポイントアドバイス★

第三問の問1には現在完了を使った文があるが，この文は〈It is ～ since …〉を使っ 
て書き換えることができる。It is six months since you left Japan. あるいは You 
left Japan six months ago. と書き換えることもできる。
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問4　根の先端部分では，細胞分裂がさかんに行われ，根の先端から離れた場所では，新しくでき
た細胞が成長して，もとの細胞と同じ大きさになる。

2.　問1　花粉は，おしべの先端にあるやくでつくられる。
問2　精細胞や卵細胞などの生殖細胞がつくられるときは，染色体の数が半分になる。
問3　砂糖水の濃度が，植物Aは15％のとき，植物Bは10％のとき，それぞれ花粉管が最も長くなる。
問4　（1）　メンデルは，「優性の法則」や「分離の法則」などの遺伝の法則を発見した。
　（2）　子どうしをかけ合わせると，丸い種子：しわの種子＝3：1の割合で孫ができる。

第三問　（天気の変化−低気圧と前線）
問1～問4　図2のAは温暖前線，Bは寒冷前線である。また，寒気団が暖気団の下に入りこみ，上昇
気流が発生して，雲が発生し，温暖前線付近では乱層雲などが発達し，弱い雨が長い時間降る。
反対に，寒冷前線付近では，積乱雲が発達し，強い雨が短時間降る。

問5・問6　図3の点線部分では，暖かくて軽い空気の上に冷たく
て重い空気が乗り，押されることで上昇気流が激しくなり，雨
も強くなる。

第四問　（酸とアルカリ・中和−中和とイオンの数）
問1　Cのみ電流が流れなかったので砂糖水である。また，Aにフェノールフタレイン溶液を加える
と，赤色になったので，アルカリ性の水酸化ナトリウム水溶液である。さらに，AとDを反応さ
せるとBが生じたので，Dは塩化水素水溶液（塩酸），Bは塩化ナトリウム水溶液（食塩水）である。
問2　塩化水素HClと水酸化ナトリウムNaOHの反応によって，塩化ナトリウムNaClと水H2Oが生じ
る。
問3　Aの水酸化ナトリウム水溶液とDの塩酸の体積の比が，20：30＝2：3のとき，完全に中和する

　ので，50mLの水酸化ナトリウム水溶液と中和する塩酸は，50（mL）×
3
2 ＝75（mL）である。した

がって，50mLの水酸化ナトリウム水溶液に，塩酸を100mL加えたaは塩酸が余るので酸性，塩酸
　を75mL加えたbは中性，それぞれ塩酸を50mLと25mL加えたcとdは水酸化ナトリウム水溶液が余
るのでアルカリ性である。
問4　同体積中に含まれている▲－の水酸化物イオンと□＋の水素イオンの数の比は，水溶液の濃さ
の比であり，中和の体積の比とは逆比の関係にある。
問5　cのビーカーに中和後に残っている水酸化ナトリウム水溶液は，

　50（mL）－50（mL）×
2
3 ＝50（mL）×

1
3 なので，A水溶液50mLの

1
3（倍）である。

　この割合と，水酸化物イオンの割合は等しい。
第五問　（運動とエネルギー，仕事−小球の運動，滑車による仕事）　

1.　問1　小球には重力と曲面からの垂直抗力の2つの力が働いている。
問2・問3　小球の位置が高くなっても，力学的エネルギーは変わらないが，小球の位置エネルギー
が増加するので，位置エネルギーは減少する。
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2.　問1　動滑車が1個使われているので，ひもを引く力は，60（N）÷2＝30（N）である。また，物体
を1mの高さまで持ち上げるのにひもは2m引かなければいけない。したがって，この力がした仕
事は，30（N）×2＝60（J）である。

問2　動滑車が3個使われているので，ひもを引く力は，60（N）÷8＝7.5（N）である。
問3　物体をつり下げているひもは全部で6本なので，ひもを引く力は，60（N）÷6＝10（N）である。

＜社会解説＞
第一問　（日本と世界の地理−中部地方，地形図，オセアニア）
問1　図1中のa地点は日本海側に位置していることから冬に降水量が多い日本海側の気候と考えら
れ，雨温図は冬に降水量が多くなっているアとわかる。Bは中央高地に位置しており，降水量が
比較的少ない内陸の気候がみられることから雨温図はイとなる。Cは太平洋側に位置しており，
夏に降水量が多い太平洋側の気候がみられることから雨温図はウとなる。
問2　産地や品種を登録し，他の米と区別できるような特色のある名前をつけて販売されている米
を，銘柄米（ブランド米）という。銘柄米（ブランド米）の代表的な例としては，コシヒカリやササ
ニシキなどが挙げられる。
問3　Bは山梨県を示している。山梨県が都道府県別生産量第1位で，第2位が福島県となっている
Ⅰはももと判断できる。和歌山県が都道府県別生産量第1位であるⅡはみかん，青森県が都道府
県別生産量第1位であるⅢはりんごである。よって，イの組み合わせが正しい。

★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，化学分野や物理
分野における計算問題についても対応できるように対策をしておこう。

第一問 問1　ア　　問2　銘柄米　　問3　イ　　問4　ア　　問5　エ　　問6　ウ
 問7　（1）　25000（分の1）　　（2）　イ　　問8　オ　　問9　ウ　　
 問10　露天掘り　　問11　イ　　問12　A　　問13　アボリジニー　　問14　エ
 問15　E　　問16　ウ
第二問 問1　（1）　寄合　　（2）　史料1　エ　　史料2　ウ
  （3）　（例）　イスラム圏（中近東，西アジア）を含む広大な領域を支配したから。［陸上・

海上の交通路を通してイスラム暦が伝わったから。］
 問2　（1）　財閥　　（2）　ウ　　問3　（1）　地価　　（2）　エ
 （3）　A　ロシア　　B　日本　　問4　（1）　墾田永年私財法　　（2）　イ
 問5　（1）　石高　　（2）　ア　　問6　（1）　ウ　　（2）　E
 問7　D（→）F（→）E（→）A（→）C（→）B
第三問 問1　（1）　閣議　　（2）　ウ　　問2　ア　　問3　ア，ウ　　問4　カ
 問5　バリアフリー　　問6　（1）　イ　　（2）　イ　　問7　（1）　GDP　　（2）　X
 問8　（1）　人権宣言　　（2）　①　平等（権）　　②　労働基本（権）［労働三（権）］
 ③　自由（権）　　（3）　エ　　問9　エ　　問10　（1）　A　エ　　B　イ　　（2）　エ

＜社会解答＞
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問4　根の先端部分では，細胞分裂がさかんに行われ，根の先端から離れた場所では，新しくでき
た細胞が成長して，もとの細胞と同じ大きさになる。

2.　問1　花粉は，おしべの先端にあるやくでつくられる。
問2　精細胞や卵細胞などの生殖細胞がつくられるときは，染色体の数が半分になる。
問3　砂糖水の濃度が，植物Aは15％のとき，植物Bは10％のとき，それぞれ花粉管が最も長くなる。
問4　（1）　メンデルは，「優性の法則」や「分離の法則」などの遺伝の法則を発見した。
　（2）　子どうしをかけ合わせると，丸い種子：しわの種子＝3：1の割合で孫ができる。

第三問　（天気の変化−低気圧と前線）
問1～問4　図2のAは温暖前線，Bは寒冷前線である。また，寒気団が暖気団の下に入りこみ，上昇
気流が発生して，雲が発生し，温暖前線付近では乱層雲などが発達し，弱い雨が長い時間降る。
反対に，寒冷前線付近では，積乱雲が発達し，強い雨が短時間降る。

問5・問6　図3の点線部分では，暖かくて軽い空気の上に冷たく
て重い空気が乗り，押されることで上昇気流が激しくなり，雨
も強くなる。

第四問　（酸とアルカリ・中和−中和とイオンの数）
問1　Cのみ電流が流れなかったので砂糖水である。また，Aにフェノールフタレイン溶液を加える
と，赤色になったので，アルカリ性の水酸化ナトリウム水溶液である。さらに，AとDを反応さ
せるとBが生じたので，Dは塩化水素水溶液（塩酸），Bは塩化ナトリウム水溶液（食塩水）である。
問2　塩化水素HClと水酸化ナトリウムNaOHの反応によって，塩化ナトリウムNaClと水H2Oが生じ
る。
問3　Aの水酸化ナトリウム水溶液とDの塩酸の体積の比が，20：30＝2：3のとき，完全に中和する

　ので，50mLの水酸化ナトリウム水溶液と中和する塩酸は，50（mL）×
3
2 ＝75（mL）である。した

がって，50mLの水酸化ナトリウム水溶液に，塩酸を100mL加えたaは塩酸が余るので酸性，塩酸
　を75mL加えたbは中性，それぞれ塩酸を50mLと25mL加えたcとdは水酸化ナトリウム水溶液が余
るのでアルカリ性である。
問4　同体積中に含まれている▲－の水酸化物イオンと□＋の水素イオンの数の比は，水溶液の濃さ
の比であり，中和の体積の比とは逆比の関係にある。
問5　cのビーカーに中和後に残っている水酸化ナトリウム水溶液は，

　50（mL）－50（mL）×
2
3 ＝50（mL）×

1
3 なので，A水溶液50mLの

1
3（倍）である。

　この割合と，水酸化物イオンの割合は等しい。
第五問　（運動とエネルギー，仕事−小球の運動，滑車による仕事）　

1.　問1　小球には重力と曲面からの垂直抗力の2つの力が働いている。
問2・問3　小球の位置が高くなっても，力学的エネルギーは変わらないが，小球の位置エネルギー
が増加するので，位置エネルギーは減少する。

暖気団暖気団

図1 図2
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寒気団見る方向

見る方向

B
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2.　問1　動滑車が1個使われているので，ひもを引く力は，60（N）÷2＝30（N）である。また，物体
を1mの高さまで持ち上げるのにひもは2m引かなければいけない。したがって，この力がした仕
事は，30（N）×2＝60（J）である。
問2　動滑車が3個使われているので，ひもを引く力は，60（N）÷8＝7.5（N）である。
問3　物体をつり下げているひもは全部で6本なので，ひもを引く力は，60（N）÷6＝10（N）である。

＜社会解説＞
第一問　（日本と世界の地理−中部地方，地形図，オセアニア）
問1　図1中のa地点は日本海側に位置していることから冬に降水量が多い日本海側の気候と考えら
れ，雨温図は冬に降水量が多くなっているアとわかる。Bは中央高地に位置しており，降水量が
比較的少ない内陸の気候がみられることから雨温図はイとなる。Cは太平洋側に位置しており，
夏に降水量が多い太平洋側の気候がみられることから雨温図はウとなる。
問2　産地や品種を登録し，他の米と区別できるような特色のある名前をつけて販売されている米
を，銘柄米（ブランド米）という。銘柄米（ブランド米）の代表的な例としては，コシヒカリやササ
ニシキなどが挙げられる。
問3　Bは山梨県を示している。山梨県が都道府県別生産量第1位で，第2位が福島県となっている
Ⅰはももと判断できる。和歌山県が都道府県別生産量第1位であるⅡはみかん，青森県が都道府
県別生産量第1位であるⅢはりんごである。よって，イの組み合わせが正しい。

★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，化学分野や物理
分野における計算問題についても対応できるように対策をしておこう。

第一問 問1　ア　　問2　銘柄米　　問3　イ　　問4　ア　　問5　エ　　問6　ウ
 問7　（1）　25000（分の1）　　（2）　イ　　問8　オ　　問9　ウ　　
 問10　露天掘り　　問11　イ　　問12　A　　問13　アボリジニー　　問14　エ
 問15　E　　問16　ウ
第二問 問1　（1）　寄合　　（2）　史料1　エ　　史料2　ウ
  （3）　（例）　イスラム圏（中近東，西アジア）を含む広大な領域を支配したから。［陸上・

海上の交通路を通してイスラム暦が伝わったから。］
 問2　（1）　財閥　　（2）　ウ　　問3　（1）　地価　　（2）　エ
 （3）　A　ロシア　　B　日本　　問4　（1）　墾田永年私財法　　（2）　イ
 問5　（1）　石高　　（2）　ア　　問6　（1）　ウ　　（2）　E
 問7　D（→）F（→）E（→）A（→）C（→）B
第三問 問1　（1）　閣議　　（2）　ウ　　問2　ア　　問3　ア，ウ　　問4　カ
 問5　バリアフリー　　問6　（1）　イ　　（2）　イ　　問7　（1）　GDP　　（2）　X
 問8　（1）　人権宣言　　（2）　①　平等（権）　　②　労働基本（権）［労働三（権）］
 ③　自由（権）　　（3）　エ　　問9　エ　　問10　（1）　A　エ　　B　イ　　（2）　エ

＜社会解答＞
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問4　C県は愛知県を示している。愛知県は中京工業地帯の中心で，自動車産業が盛んで，工業製
品出荷額等に占める輸送機械工業の割合が非常に高いことから，アが正しい。イは長野県の諏訪
地方について，ウは東京都について，エは静岡県浜松市について述べている。
問5　愛知県が最も生産量が多い農産物には，エのキャベツがあてはまる。アのレタスは長野県が，
イのじゃがいもは北海道が，ウのねぎは千葉県が，2015年の都道府県別の生産量がそれぞれ最も
多い。
問6　D県は福井県を示している。福井県鯖江市は，地場産業としてウの眼鏡フレームの生産が盛
んである。アのタオルは愛媛県今治市の地場産業。イの刃物は大阪府堺市や新潟県の燕三条地域
などで生産が盛ん。エのピアノは静岡県浜松市で生産が盛んである。
問7　（1）　「地形図」は10ｍごとに等高線が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。　（2）　「地形図」では特に方位記号は示されていないので，上が北とわかる。「地形 
図」の右側に『庄川』が流れており，右側は東になるので，アは正しい。「総合文化センター」の
西側には小中学校の地図記号（ ）がみられるが，高等学校の地図記号（ ）はみられないので，
イが誤り。『道の駅』の北西には水田の地図記号（ ）が多くみられるほか，住宅も点在している
ので，ウは正しい。「総合文化センター」の北側や地図の東側に発電所・変電所の地図記号（ ）
がみられるので，エは正しい。
問8　aとcは海に面しており，bは内陸に位置している。よって，降水量の少ないXが内陸に位置す
るbとわかる。aとcでは，aは緯度が低く赤道に近いことから平均気温が高いと考えられるので，
Yがaとなり，Zはcとなる。よって，オの組み合わせが正しい。
問9　日本の輸入相手国第1位がオーストラリアであり，世界の輸出量の上位にインドネシア，オー
ストラリア，ロシアが含まれる鉱産資源は，ウの石炭と考えられる。
問10　地面を直接けずって鉱産資源の採掘を行う方法を，露天掘りという。オーストラリアでは，
鉄鉱石や石炭の露天掘りによる採掘が盛んである。
問11　イのアパラチア山脈はアメリカ合衆国東部に位置しており，環太平洋造山帯には含まれない。
アのロッキー山脈，ウの日本列島，エのアンデス山脈は，いずれも環太平洋造山帯に属している。

問12　「グレートバリアリーフ」は，オーストラリアの北東岸に位置しているので，Aが適当。
問13　オーストラリアの先住民は，アボリジニー（アボリジニ）という。
問14　オーストラリアはおもにイギリスからの移民によって開拓が進められたので，アは誤ってい
る。なお，オーストラリアの公用語は英語である。オーストラリアでは20世紀半ばまで白豪主義
と呼ばれる政策をとっており，アジアからの移民を制限する状態が続いていたが，1970年代以降
はアジアからの移民が増加しており，イも誤り。内陸部は乾燥地帯であり，農業地帯ではないこ
とから，ウも誤っている。オーストラリアは北半球と季節が逆になることから，他の地域で生産
が少ない時期に農産物を生産できるため，エが適当。
問15　Dがミクロネシア，Eがポリネシア，Fがメラネシアを示している。ポリネシアには，ハワイ
諸島，ニュージーランド，サモア，トンガなどが含まれる。
問16　フィジーやパラオなどでは，観光業が主要な産業となっている。また，海面上昇は地球温暖
化による影響と考えられる。

第二問　（日本と世界の歴史−古代〜現代）
問1　（1）　室町時代の惣村において，村のおきてをつくったりした自治的協議機関を，寄合という。
　（2）　史料1　「文武忠孝を励まし，礼儀を正すべきの事」は儒学に基づくものであり，文治政治
を行ったエの江戸幕府5代将軍徳川綱吉と考えられる。　史料2　「参勤致スベシ」とあることか
ら，武家諸法度に参勤交代を追加したウの江戸幕府3代将軍徳川家光と判断できる。　（3）　地図
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からは，モンゴル帝国が中近東や西アジアなどのイスラム圏を含む広大な領域を支配したことが
わかる。地図からは他に，陸上・海上の交通路が発達したことから，東アジアと西アジアや中近
東，ヨーロッパなどの間の往来が盛んになったこともわかる。モンゴル帝国がイスラム圏を含む
領域を支配したことによって，モンゴル帝国第5代皇帝のフビライ＝ハンが国号を改めた元にイ
スラム暦が伝わった可能性が考えられる。また，交通路が発達したことによって，イスラム暦が
伝えられた可能性も考えられる。
問2　（1）　経済の民主化にともなって解体された，産業や経済を独占してきた存在は，財閥という。
　（2）　aの日ソ共同宣言は1956年に調印された。bのサンフランシスコ平和条約は1951年に結ばれ
た。cの日中共同声明は1972年に調印された。年代の古い順に正しく並べ替えるとb→a→cとなり，
ウの組み合わせが正しい。
問3　（1）　カードCには，「地券を与えた」とあることから，地租改正について述べていることが
わかる。地租改正では，政府は土地の面積を調査して地価を定め，土地の所有者に地券を与えて
いる。　（2）　「血税一揆」と呼ばれたのは，地租改正への反対ではなく徴兵令への反抗によるも
のなので，エが誤っている。　（3）　1875年に結ばれた樺太・千島交換条約によって，樺太はロ
シア領，千島列島は日本領と確定した。
問4　（1）　743年に出された，新たに開墾した土地の永久私有を認めた法令は，墾田永年私財法と
いう。　（2）　743年は奈良時代である。イの『古今和歌集』は平安時代に編纂されたものなので，
奈良時代に編纂された書物として誤っている。アの『風土記』は奈良時代に編纂された地理書，
ウの『日本書紀』とエの『古事記』は奈良時代に編纂された歴史書，オの『万葉集』は奈良時代
に編纂された歌集である。
問5　（1）　「百姓は武器をもつことを禁止され」とあることから，刀狩令が出された頃と考えられ
る。刀狩令が出された頃には，豊臣秀吉が全国の田畑の広さや収穫高を調べ，石高で表して検地
帳に実際に耕作している農民の名とともに記す太閤検地が行われている。検地帳に記された農民
は，石高に応じて年貢を納めることになった。　（2）　ドイツのマルティン＝ルターが宗教改革
を始めたのは1517年であり，16世紀の出来事である。イの十字軍が初めて派遣されたのは1096年。
ウのコロンブスが西インド諸島に到達したのは1492年。エのバスコ＝ダ＝ガマがアフリカ南端を
まわってインドに到達したのは1498年。
問6　（1）　荘官を支配下に置いたのは荘園領主と考えられ，在庁官人を支配下に置いたのは国司と
考えられるので，ウの組み合わせが正しい。なお，鎌倉時代の守護は国ごとに置かれ，軍事・警
察を司っている。　（2）　荘園制度は，1582年に始まった太閤検地によって完全に崩壊しており，
Eが太閤検地を含んだ内容となっている。
問7　Aは江戸時代の内容，Bは第二次世界大戦後の内容，Cは明治時代の内容，Dは律令政治のも
とでの内容，Eは安土桃山時代の内容，Fは鎌倉時代の内容について述べている。年代の古いほ
うから順に並べ替えると，D→F→E→A→C→Bとなる。
第三問　（公民−政治のしくみ，）
問1　（1）　内閣総理大臣と，すべての国務大臣が出席して行われる，政府の方針などを決めるため
の会議を，閣議という。閣議は，内閣総理大臣が主宰する。　（2）　2017年度の一般会計歳出予
算で最も金額が多い項目は社会保障関係費なので，2017年度に33.3％と最も多くなっているウが
社会保障関係費と判断できる。
問2　条例の制定・改廃請求の請求先は首長である。また，議会の解散請求や首長・議員の解職請
求の請求先は選挙管理委員会である。よって，アの組み合わせが正しい。
問3　地方公共団体の歳入のうち，国から配分されているものには，アの国庫支出金やウの地方交
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問4　C県は愛知県を示している。愛知県は中京工業地帯の中心で，自動車産業が盛んで，工業製
品出荷額等に占める輸送機械工業の割合が非常に高いことから，アが正しい。イは長野県の諏訪
地方について，ウは東京都について，エは静岡県浜松市について述べている。
問5　愛知県が最も生産量が多い農産物には，エのキャベツがあてはまる。アのレタスは長野県が，
イのじゃがいもは北海道が，ウのねぎは千葉県が，2015年の都道府県別の生産量がそれぞれ最も
多い。
問6　D県は福井県を示している。福井県鯖江市は，地場産業としてウの眼鏡フレームの生産が盛
んである。アのタオルは愛媛県今治市の地場産業。イの刃物は大阪府堺市や新潟県の燕三条地域
などで生産が盛ん。エのピアノは静岡県浜松市で生産が盛んである。
問7　（1）　「地形図」は10ｍごとに等高線が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。　（2）　「地形図」では特に方位記号は示されていないので，上が北とわかる。「地形 
図」の右側に『庄川』が流れており，右側は東になるので，アは正しい。「総合文化センター」の
西側には小中学校の地図記号（ ）がみられるが，高等学校の地図記号（ ）はみられないので，
イが誤り。『道の駅』の北西には水田の地図記号（ ）が多くみられるほか，住宅も点在している
ので，ウは正しい。「総合文化センター」の北側や地図の東側に発電所・変電所の地図記号（ ）
がみられるので，エは正しい。
問8　aとcは海に面しており，bは内陸に位置している。よって，降水量の少ないXが内陸に位置す
るbとわかる。aとcでは，aは緯度が低く赤道に近いことから平均気温が高いと考えられるので，
Yがaとなり，Zはcとなる。よって，オの組み合わせが正しい。
問9　日本の輸入相手国第1位がオーストラリアであり，世界の輸出量の上位にインドネシア，オー
ストラリア，ロシアが含まれる鉱産資源は，ウの石炭と考えられる。
問10　地面を直接けずって鉱産資源の採掘を行う方法を，露天掘りという。オーストラリアでは，
鉄鉱石や石炭の露天掘りによる採掘が盛んである。
問11　イのアパラチア山脈はアメリカ合衆国東部に位置しており，環太平洋造山帯には含まれない。
アのロッキー山脈，ウの日本列島，エのアンデス山脈は，いずれも環太平洋造山帯に属している。

問12　「グレートバリアリーフ」は，オーストラリアの北東岸に位置しているので，Aが適当。
問13　オーストラリアの先住民は，アボリジニー（アボリジニ）という。
問14　オーストラリアはおもにイギリスからの移民によって開拓が進められたので，アは誤ってい
る。なお，オーストラリアの公用語は英語である。オーストラリアでは20世紀半ばまで白豪主義
と呼ばれる政策をとっており，アジアからの移民を制限する状態が続いていたが，1970年代以降
はアジアからの移民が増加しており，イも誤り。内陸部は乾燥地帯であり，農業地帯ではないこ
とから，ウも誤っている。オーストラリアは北半球と季節が逆になることから，他の地域で生産
が少ない時期に農産物を生産できるため，エが適当。
問15　Dがミクロネシア，Eがポリネシア，Fがメラネシアを示している。ポリネシアには，ハワイ
諸島，ニュージーランド，サモア，トンガなどが含まれる。
問16　フィジーやパラオなどでは，観光業が主要な産業となっている。また，海面上昇は地球温暖
化による影響と考えられる。

第二問　（日本と世界の歴史−古代〜現代）
問1　（1）　室町時代の惣村において，村のおきてをつくったりした自治的協議機関を，寄合という。
　（2）　史料1　「文武忠孝を励まし，礼儀を正すべきの事」は儒学に基づくものであり，文治政治
を行ったエの江戸幕府5代将軍徳川綱吉と考えられる。　史料2　「参勤致スベシ」とあることか
ら，武家諸法度に参勤交代を追加したウの江戸幕府3代将軍徳川家光と判断できる。　（3）　地図
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からは，モンゴル帝国が中近東や西アジアなどのイスラム圏を含む広大な領域を支配したことが
わかる。地図からは他に，陸上・海上の交通路が発達したことから，東アジアと西アジアや中近
東，ヨーロッパなどの間の往来が盛んになったこともわかる。モンゴル帝国がイスラム圏を含む
領域を支配したことによって，モンゴル帝国第5代皇帝のフビライ＝ハンが国号を改めた元にイ
スラム暦が伝わった可能性が考えられる。また，交通路が発達したことによって，イスラム暦が
伝えられた可能性も考えられる。
問2　（1）　経済の民主化にともなって解体された，産業や経済を独占してきた存在は，財閥という。
　（2）　aの日ソ共同宣言は1956年に調印された。bのサンフランシスコ平和条約は1951年に結ばれ
た。cの日中共同声明は1972年に調印された。年代の古い順に正しく並べ替えるとb→a→cとなり，
ウの組み合わせが正しい。
問3　（1）　カードCには，「地券を与えた」とあることから，地租改正について述べていることが
わかる。地租改正では，政府は土地の面積を調査して地価を定め，土地の所有者に地券を与えて
いる。　（2）　「血税一揆」と呼ばれたのは，地租改正への反対ではなく徴兵令への反抗によるも
のなので，エが誤っている。　（3）　1875年に結ばれた樺太・千島交換条約によって，樺太はロ
シア領，千島列島は日本領と確定した。
問4　（1）　743年に出された，新たに開墾した土地の永久私有を認めた法令は，墾田永年私財法と
いう。　（2）　743年は奈良時代である。イの『古今和歌集』は平安時代に編纂されたものなので，
奈良時代に編纂された書物として誤っている。アの『風土記』は奈良時代に編纂された地理書，
ウの『日本書紀』とエの『古事記』は奈良時代に編纂された歴史書，オの『万葉集』は奈良時代
に編纂された歌集である。
問5　（1）　「百姓は武器をもつことを禁止され」とあることから，刀狩令が出された頃と考えられ
る。刀狩令が出された頃には，豊臣秀吉が全国の田畑の広さや収穫高を調べ，石高で表して検地
帳に実際に耕作している農民の名とともに記す太閤検地が行われている。検地帳に記された農民
は，石高に応じて年貢を納めることになった。　（2）　ドイツのマルティン＝ルターが宗教改革
を始めたのは1517年であり，16世紀の出来事である。イの十字軍が初めて派遣されたのは1096年。
ウのコロンブスが西インド諸島に到達したのは1492年。エのバスコ＝ダ＝ガマがアフリカ南端を
まわってインドに到達したのは1498年。
問6　（1）　荘官を支配下に置いたのは荘園領主と考えられ，在庁官人を支配下に置いたのは国司と
考えられるので，ウの組み合わせが正しい。なお，鎌倉時代の守護は国ごとに置かれ，軍事・警
察を司っている。　（2）　荘園制度は，1582年に始まった太閤検地によって完全に崩壊しており，
Eが太閤検地を含んだ内容となっている。
問7　Aは江戸時代の内容，Bは第二次世界大戦後の内容，Cは明治時代の内容，Dは律令政治のも
とでの内容，Eは安土桃山時代の内容，Fは鎌倉時代の内容について述べている。年代の古いほ
うから順に並べ替えると，D→F→E→A→C→Bとなる。
第三問　（公民−政治のしくみ，）
問1　（1）　内閣総理大臣と，すべての国務大臣が出席して行われる，政府の方針などを決めるため
の会議を，閣議という。閣議は，内閣総理大臣が主宰する。　（2）　2017年度の一般会計歳出予
算で最も金額が多い項目は社会保障関係費なので，2017年度に33.3％と最も多くなっているウが
社会保障関係費と判断できる。
問2　条例の制定・改廃請求の請求先は首長である。また，議会の解散請求や首長・議員の解職請
求の請求先は選挙管理委員会である。よって，アの組み合わせが正しい。
問3　地方公共団体の歳入のうち，国から配分されているものには，アの国庫支出金やウの地方交
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付税（交付金）がある。アの国庫支出金は使途があらかじめ指定されているのに対して，ウの地方
交付税（交付金）は地方公共団体間の財政格差の是正を目的としており，地方公共団体が使途を自
主的に決定することができるという違いがある。
問4　節分は立春の前日のことで，毎年2月3日ごろとなる。端午の節句は5月5日，七五三は11月15
日とされる。よって，カの組み合わせが正しい。
問5　障がいのある人や高齢者などが，日常生活の中で安全・快適に暮らせるように，そのさまた
げとなるものを取り除こうという考え方を，バリアフリーという。なお，誰もが安全・快適に使
えるように最初から設計する考え方を，ユニバーサルデザインという。
問6　（1）　国際連合安全保障理事会の常任理事国はアメリカ，イギリス，フランス，ロシア，中
国の5か国であり，日本は常任理事国ではないので，アは誤り。1992年に制定された国際平和協
力法（PKO協力法）にもとづいて，カンボジアや東ティモールなどで行われた国連平和維持活動
（PKO）に自衛隊が派遣されたので，イが正しい。日本は死刑廃止条約については批准していな
いが，児童（子ども）の権利条約は1994年に批准しているので，ウは誤り。1992年に「地球サミッ
ト」が開催されたのは京都ではなくブラジルのリオデジャネイロなので，エは誤り。「京都議定
書」は1997年に京都で開かれた気候変動枠組み条約第3回締約国会議（COP3）において採択されて
おり，先進国の温室効果ガスの排出削減目標を定めるなどの内容となっている。　（2）　EUの共
通通貨（ユーロ）を導入している国には，イのベルギーやドイツ，フランス，オランダ，スペイン，
イタリアなどがある。
問7　（1）　「国内で1年間に新たに生み出された，ものやサービスの総額」は，GDP（国内総生産）と
いう。　（2）　Xは好景気，Yは景気の後退，Zは不景気の時期を示している。「商品が売れ，企業
は生産を増やし，賃金が上昇する」のは好景気の時期なので，Xがあてはまる。
問8　（1）　1789年に起きたフランス革命で出された，「人は生まれながらにして，自由で平等な権
利をもつ」などの内容の宣言は，（フランス）人権宣言である。　（2）　①　「法の下で」「差別さ
れない」から，平等権とわかる。　②　「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動
をする権利」は労働三権（労働基本権）である。労働三権（労働基本権）は社会権に含まれる。　 
③　「公共の福祉に反しない限り，自分の意志で職業を選ぶことができる」ことを職業選択の自
由といい，自由権に含まれる。　（3）　Aのアイヌ文化振興法が成立したのは1997年，Bの男女雇
用機会均等法が成立したのは1985年，Cの障害者権利条約が採択されたのは2006年，Dの同和対
策審議会の答申が出されたのは1965年。古いものから並べると，D→B→A→Cとなり，エが正しい。
問9　2015年に公職選挙法が改正され，2016年から日本では選挙権が満18歳以上となったが，被選
挙権は変更されていないので，aは誤り。日本では，在留外国人の参政権や社会権は保障されな
いとなっているので，bも誤り。よって，エの組み合わせが正しい。
問10　（1）　図には「被告人席」があることから，刑事裁判であるとわかる。刑事裁判では，検察
官が被疑者を起訴することや，被告人には弁護人がつくことから，Aにはエの弁護人席が，Bに
はイの検察官席があてはまると判断できる。　（2）　裁判員は，18歳以上の国民の中から抽選で
選ばれるので，アは誤り。裁判員裁判は，殺人や強盗などの重大な刑事裁判の第一審で行われる
ので，イも誤り。裁判員裁判は，一つの事件につき6人の裁判員と3人の裁判官の合議で行われる
ので，ウも誤り。裁判員裁判では，裁判員は裁判官と一緒に有罪か無罪かを判断し，有罪の場合
はどのような刑罰がよいのかを決めるので，エが正しい。
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＜国語解説＞
第一問　（小説−情景・心情，内容吟味，文脈把握，語句の意味，ことわざ）
問1　銀行へ使いに出した三平が夕方になっても帰って来なかったため，どこかの小僧に自転車を
ぶつけられ喧嘩になって交番にひっぱられたのではないかと主人は交番へさがしにやったがAだ
った，ということなので④が適当。Aの「むなしい」はむだである，効果がないという意味なの
で他の選択肢は不適当。
問2　三平が行ったはずの銀行へ電話するとBだったが，三平はたしかに金は引き出したことに違
いは無かった，ということなので，①が適当。Bは銀行への確認の電話に対するもので，三平が
金を引き出したことは確認できたので，他の選択肢は不適当。
問3　Cは前後で描かれているように，三平を探しに出たが見つからず，三平を非難することを言
って取り乱していた女中に対する主人の言葉で，主人が自分自身にも言い聞かせている言葉でも
あり，C直後で翌朝になっても三平が帰らないことで，もはや三平の持ち逃げを主人は半分信じ
たとあることから，Cでは三平の持ち逃げを疑いそうになっていたことが読み取れる。これらの
描写から，三平は持ち逃げなどしない誠実な男であると言うことで，取り乱している女中をなだ
めるとともに，三平を疑いそうになる自分に言い聞かせようともして主人はCのように話してい
るのである。女中をなだめるとともに，自分にも言い聞かせている主人の心情を説明していこう。
問4　D前で描かれているように，持ち逃げしたと思っていた三平が，引き出した千円をそのまま
持って帰ってきたこと，さらに「暇下さい」＝解雇してほしい，と言ったことでDのようになっ
ているので，③が適当。三平が千円を使わずに戻ってきたこと，持ち逃げしていないのに解雇し

第一問  問1　④　　問2　①　　問3　（例）　三平が誠実な男だと言うことであわてる女中をな
だめるとともに，三平を疑いそうになる自分に言い聞かせようとしている。

  問4　③　　問5　（例）　主人が急に必要になった大金を銀行から引き出し主人に届け
ること。　　問6　魔がさしました（7字）　　問7　（例）　魔がさして大金を持ち逃げし
ようとしたが，自分を実直ものと信じる主人や悲しむだろう妻を思い出し結局思いと
どまって帰ってきた三平を素晴らしいと思ったから。（75字）　　問8　④

第二問 問1　Ⅰ　②　　Ⅱ　④　　Ⅲ　⑤　　問2　X　③　　Y　④　　問3　③
  問4　（例）　現代社会において多くの人々が特定の宗教を完全には信じ切れないこと

と，異なる宗教や宗派間で激しい争いが起こること。　　問5　②
 問6　以上のよう　～　こんでいる（。）　　問7　たしかめ（る）［問いつづけ］
第三問 1　誓（う）　　2　疲労　　3　鼓舞　　4　介護　　5　辛（い）　　6　たいだ
 7　はかど（る）　　8　きひ　　9　あいまい　　10　かつぼう
第四問 問1　（1）　②　　（2）　④　　問2　（1）　④　　（2）　②　　問3　①
第五問  問1　紀昌射を飛衛に学ぶ。　問2　 人 非 二 木 石 一 皆 有 レ 情 。　　問3　③　　問4　①

＜国語解答＞

★ワンポイントアドバイス★

教科書に書かれている内容について，正確に理解し，覚えておくようにしよう。
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付税（交付金）がある。アの国庫支出金は使途があらかじめ指定されているのに対して，ウの地方
交付税（交付金）は地方公共団体間の財政格差の是正を目的としており，地方公共団体が使途を自
主的に決定することができるという違いがある。
問4　節分は立春の前日のことで，毎年2月3日ごろとなる。端午の節句は5月5日，七五三は11月15
日とされる。よって，カの組み合わせが正しい。
問5　障がいのある人や高齢者などが，日常生活の中で安全・快適に暮らせるように，そのさまた
げとなるものを取り除こうという考え方を，バリアフリーという。なお，誰もが安全・快適に使
えるように最初から設計する考え方を，ユニバーサルデザインという。
問6　（1）　国際連合安全保障理事会の常任理事国はアメリカ，イギリス，フランス，ロシア，中
国の5か国であり，日本は常任理事国ではないので，アは誤り。1992年に制定された国際平和協
力法（PKO協力法）にもとづいて，カンボジアや東ティモールなどで行われた国連平和維持活動
（PKO）に自衛隊が派遣されたので，イが正しい。日本は死刑廃止条約については批准していな
いが，児童（子ども）の権利条約は1994年に批准しているので，ウは誤り。1992年に「地球サミッ
ト」が開催されたのは京都ではなくブラジルのリオデジャネイロなので，エは誤り。「京都議定
書」は1997年に京都で開かれた気候変動枠組み条約第3回締約国会議（COP3）において採択されて
おり，先進国の温室効果ガスの排出削減目標を定めるなどの内容となっている。　（2）　EUの共
通通貨（ユーロ）を導入している国には，イのベルギーやドイツ，フランス，オランダ，スペイン，
イタリアなどがある。
問7　（1）　「国内で1年間に新たに生み出された，ものやサービスの総額」は，GDP（国内総生産）と
いう。　（2）　Xは好景気，Yは景気の後退，Zは不景気の時期を示している。「商品が売れ，企業
は生産を増やし，賃金が上昇する」のは好景気の時期なので，Xがあてはまる。
問8　（1）　1789年に起きたフランス革命で出された，「人は生まれながらにして，自由で平等な権
利をもつ」などの内容の宣言は，（フランス）人権宣言である。　（2）　①　「法の下で」「差別さ
れない」から，平等権とわかる。　②　「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動
をする権利」は労働三権（労働基本権）である。労働三権（労働基本権）は社会権に含まれる。　 
③　「公共の福祉に反しない限り，自分の意志で職業を選ぶことができる」ことを職業選択の自
由といい，自由権に含まれる。　（3）　Aのアイヌ文化振興法が成立したのは1997年，Bの男女雇
用機会均等法が成立したのは1985年，Cの障害者権利条約が採択されたのは2006年，Dの同和対
策審議会の答申が出されたのは1965年。古いものから並べると，D→B→A→Cとなり，エが正しい。
問9　2015年に公職選挙法が改正され，2016年から日本では選挙権が満18歳以上となったが，被選
挙権は変更されていないので，aは誤り。日本では，在留外国人の参政権や社会権は保障されな
いとなっているので，bも誤り。よって，エの組み合わせが正しい。
問10　（1）　図には「被告人席」があることから，刑事裁判であるとわかる。刑事裁判では，検察
官が被疑者を起訴することや，被告人には弁護人がつくことから，Aにはエの弁護人席が，Bに
はイの検察官席があてはまると判断できる。　（2）　裁判員は，18歳以上の国民の中から抽選で
選ばれるので，アは誤り。裁判員裁判は，殺人や強盗などの重大な刑事裁判の第一審で行われる
ので，イも誤り。裁判員裁判は，一つの事件につき6人の裁判員と3人の裁判官の合議で行われる
ので，ウも誤り。裁判員裁判では，裁判員は裁判官と一緒に有罪か無罪かを判断し，有罪の場合
はどのような刑罰がよいのかを決めるので，エが正しい。
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＜国語解説＞
第一問　（小説−情景・心情，内容吟味，文脈把握，語句の意味，ことわざ）
問1　銀行へ使いに出した三平が夕方になっても帰って来なかったため，どこかの小僧に自転車を
ぶつけられ喧嘩になって交番にひっぱられたのではないかと主人は交番へさがしにやったがAだ
った，ということなので④が適当。Aの「むなしい」はむだである，効果がないという意味なの
で他の選択肢は不適当。
問2　三平が行ったはずの銀行へ電話するとBだったが，三平はたしかに金は引き出したことに違
いは無かった，ということなので，①が適当。Bは銀行への確認の電話に対するもので，三平が
金を引き出したことは確認できたので，他の選択肢は不適当。
問3　Cは前後で描かれているように，三平を探しに出たが見つからず，三平を非難することを言
って取り乱していた女中に対する主人の言葉で，主人が自分自身にも言い聞かせている言葉でも
あり，C直後で翌朝になっても三平が帰らないことで，もはや三平の持ち逃げを主人は半分信じ
たとあることから，Cでは三平の持ち逃げを疑いそうになっていたことが読み取れる。これらの
描写から，三平は持ち逃げなどしない誠実な男であると言うことで，取り乱している女中をなだ
めるとともに，三平を疑いそうになる自分に言い聞かせようともして主人はCのように話してい
るのである。女中をなだめるとともに，自分にも言い聞かせている主人の心情を説明していこう。
問4　D前で描かれているように，持ち逃げしたと思っていた三平が，引き出した千円をそのまま
持って帰ってきたこと，さらに「暇下さい」＝解雇してほしい，と言ったことでDのようになっ
ているので，③が適当。三平が千円を使わずに戻ってきたこと，持ち逃げしていないのに解雇し

第一問  問1　④　　問2　①　　問3　（例）　三平が誠実な男だと言うことであわてる女中をな
だめるとともに，三平を疑いそうになる自分に言い聞かせようとしている。

  問4　③　　問5　（例）　主人が急に必要になった大金を銀行から引き出し主人に届け
ること。　　問6　魔がさしました（7字）　　問7　（例）　魔がさして大金を持ち逃げし
ようとしたが，自分を実直ものと信じる主人や悲しむだろう妻を思い出し結局思いと
どまって帰ってきた三平を素晴らしいと思ったから。（75字）　　問8　④

第二問 問1　Ⅰ　②　　Ⅱ　④　　Ⅲ　⑤　　問2　X　③　　Y　④　　問3　③
  問4　（例）　現代社会において多くの人々が特定の宗教を完全には信じ切れないこと

と，異なる宗教や宗派間で激しい争いが起こること。　　問5　②
 問6　以上のよう　～　こんでいる（。）　　問7　たしかめ（る）［問いつづけ］
第三問 1　誓（う）　　2　疲労　　3　鼓舞　　4　介護　　5　辛（い）　　6　たいだ
 7　はかど（る）　　8　きひ　　9　あいまい　　10　かつぼう
第四問 問1　（1）　②　　（2）　④　　問2　（1）　④　　（2）　②　　問3　①
第五問  問1　紀昌射を飛衛に学ぶ。　問2　 人 非 二 木 石 一 皆 有 レ 情 。　　問3　③　　問4　①

＜国語解答＞

★ワンポイントアドバイス★

教科書に書かれている内容について，正確に理解し，覚えておくようにしよう。
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てほしいと三平が言ったことにDのようになっているので，「ないものと思っていた金が帰って
きた」とある①は不適当。②の「皆が三平の不義の責任を追及しようとしていた」，④の「妻が
泣いて問いただした」は描かれていないので不適当。
問5　Eは冒頭の段落で描かれているように，急に必要になった大金を銀行から引き出し主人に届
けるという「使い」のことである。冒頭の段落内容を端的にまとめていく。
問6　Fは主人に頼まれて引き出した千円を持ち逃げしようとする心が出て来たということで，これ
より前「自分はかれこれ」で始まる段落の「魔がさしました（7字）」と同じ意味の表現である。「魔
がさす」は心に悪魔が入ったようにふと悪い考えを起こすこと。
問7　G前で，三平は魔がさして大金を持ち逃げしようとしたが，主人は自分を実直者だと信じて
くれたことや女房も悲しむだろうということを思い，思いまどいながらも結局持ち逃げすること
を思いとどまって帰って来たことを話している。その話を聞いた主人は感心してGのようにして
いるので，帰って来るまでの三平の話と，その話を主人は素晴らしいと思ったことを理由として
説明していく。
問8　「雀百まで踊り忘れず」は，幼いときに身についた習慣は年を取っても直らないという意味の
ことわざ。

第二問　（論説文−大意・要旨，内容吟味，文脈把握，文章構成，接続語，脱語補充）
問1　Ⅰは直前の内容につけ加える内容が続いているので「さらに」，Ⅱは直前の内容を根拠とした
内容が続いているので「だから」，Ⅲは「さて」で話題を転換しながら，直前の内容（宗教がなく
なることはないこと）とは対立する内容（宗教ならではの深刻な問題があること）が続いているの
で「ところが」がそれぞれ適当。　
問2　Xは哲学の歴史は弟子が師匠をとことん批判してきたのに対して，宗教は教祖さまの教えを
忠実に守るということなので，違いがきわだっているという意味の③が適当。Yは弟子が師匠を
とことん批判してきた歴史をもつ哲学のことなので，どこまでもやりぬくという意味の④が適当。
問3　「宗教」についてはA直後から続く5段落で，宗教は神話や教義などを信じる人々を集団とし
てひとつにまとめることと，信仰を持つ人々に絶大な生きる意味を与える意義があることが述べ
られている。「哲学」や「科学」についてはA直後の段落で，哲学や科学はつねに問い続けよう
とすること，「宗教は，人種」から続く4段落で，宗教の神話による世界の説明には無理があるので，
最初の哲学者であるタレスは「水」を 〝たしかめ合う〟 べき原理として示したことが述べられて
いる。これらの要旨からAの「ちがい」の説明として③が適当。「雨」に限定している①は不適当。
「派閥や対立がある」のは宗教なので②も不適当。「科学や哲学の説明は疑いようのない唯一の真
実である」とある④も不適当。
問4　B直後の2段落でBとして，現代社会において多くの人々が特定の宗教を完全に信じ切れない
ことと，異なる宗教や宗派を信じる者同士が激しく争い合ってしまうことが述べられているので，
これらの二点を説明する。
問5　ア～ウ前後から整理すると，タレスは自然をじっくり観察してこう考えた→「生物が生きる
のに必要不可欠なのは，水だ＝B→それにまた，世界は広大な海に覆われている＝A→というこ
とは，万物はその根本においては水でできているに違いない＝C」→有名な「万物の根源は水で
ある」という話だ，という流れになるので，②が適当。ア～ウをつないでいる言葉に注意しなが
ら，文脈の流れをおさえていこう。
問6　Cは，宗教には人間精神に関することのほとんどが含まれているということを「総合デパー 
ト」にたとえているので，「以上のように」で始まる段落の「以上のように，宗教は，聖なるも
のへの感受性，科学的な精神，共同体との一体化，生きる意味の希求など，人間の精神的な営み
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のほとんどすべてを含みこんでいる。」という一文がCの説明になっている。
問7　「宗教は，人種」で始まる段落で，宗教はそれぞれの宗教の神話が本当に正しいのかどうか  
〝たしかめる〟 ことができないので，哲学者のタレスは「水」を 〝たしかめ合う〟 べき原理として
示したこと，さらに続く3段落で先人のすぐれた思想を受け継ぎながら思考をもっと先へと展開
していくのが哲学の精神であることが述べられ， ではこうした哲学のあり方を述べてい
るので 〝たしかめる可能性〟 を追うことで，〝たしかめ不可能〟 な神話や信仰をめぐる争いに，終
止符を打とうと考えてきた，哲学は 〝たしかめる可能性〟 にとことんこだわり，磨き抜く道を歩
んできたのだ，という文脈になる。哲学のあり方として「哲学や科学は」で始まる段落で，哲学
や科学は「それってほんとなの？」とつねに問いつづけようとすることも述べているので，「問
いつづけ」でもよい。

第三問　（漢字の読み書き）
1の「誓」の下部は「言」であることに注意。2の「疲」を「皮」などと間違えないこと。3は励ま
して気持ちを奮い立たせること。4の「介」を「回」などと間違えないこと。5の訓読みは他に「か
ら（い）」。6はなまけていてだらしないこと。7は物事が順調に進むこと。8はきらって避けること。
9ははっきりしないこと。10はのどがかわいて水を欲するように心から望むこと。

第四問　（品詞・用法）
問1　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。（1）の終止形は「見る」なので動詞。動詞の活用形は，未然形は「ない，う，よう」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り，（1）は「て」に続いているの
で連用形。（2）の終止形は「寒い」なので形容詞。形容詞の活用は，未然形＝かろ，連用形＝か 
っ・く，終止形＝い，連体形＝い，仮定形＝けれ，命令形はない。（2）は名詞「とき」が続いて
いるので連体形。
問2　（1）の「早く」は「読みたい」，（2）の「大きな」は「驚き」をそれぞれ修飾している。
問3　傍線部は形容詞「きたない」の一部，①も形容詞「はかない」の一部。②と④は形容詞「な 
い」，③は打消しの助動詞。

第五問　（漢文−書き下し文，故事成語，その他）
問1　〈口語訳〉　紀昌は弓を飛衛に学んだ。
　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・上下点，という順序で読んでいく。漢字の右下の片仮名は送り仮名なので平仮
名に直す。「紀昌」には何もついていないので，そのまま読む。次の「学」には二点があるので
読まずに「射を」を読む。置き字の「於」は読まずに一点のある「飛衛に」を読んで「学ぶ」に
返る。
問2　〈口語訳〉　人は木や石ではなく皆感情を持っている。
　「人は」から始まるので「人」には何もつけない。次に「木石に非ず」と読ませるので「木石」 
に一点，「非」に二点をつける。次の「皆」には何もつけず，「有情」は「情有り」と読ませるの
で「有」にレ点をつけて「情」から返す。
問3　〈口語訳〉　自分の親を愛することを知らない人間はいない。
　最初に「其の親を愛するを」と読むので「愛二其親一」となる。次に「知らざる」と読むので「不

レ知レ」となり，さらに「者無し」と読むので「者」に上点，「無」に下点がつくので，③が適当。
問4　「李下に冠を正さず」と読み，「李」はすもものことで，すももの木の下で冠をかぶり直すと，
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てほしいと三平が言ったことにDのようになっているので，「ないものと思っていた金が帰って
きた」とある①は不適当。②の「皆が三平の不義の責任を追及しようとしていた」，④の「妻が
泣いて問いただした」は描かれていないので不適当。
問5　Eは冒頭の段落で描かれているように，急に必要になった大金を銀行から引き出し主人に届
けるという「使い」のことである。冒頭の段落内容を端的にまとめていく。
問6　Fは主人に頼まれて引き出した千円を持ち逃げしようとする心が出て来たということで，これ
より前「自分はかれこれ」で始まる段落の「魔がさしました（7字）」と同じ意味の表現である。「魔
がさす」は心に悪魔が入ったようにふと悪い考えを起こすこと。
問7　G前で，三平は魔がさして大金を持ち逃げしようとしたが，主人は自分を実直者だと信じて
くれたことや女房も悲しむだろうということを思い，思いまどいながらも結局持ち逃げすること
を思いとどまって帰って来たことを話している。その話を聞いた主人は感心してGのようにして
いるので，帰って来るまでの三平の話と，その話を主人は素晴らしいと思ったことを理由として
説明していく。
問8　「雀百まで踊り忘れず」は，幼いときに身についた習慣は年を取っても直らないという意味の
ことわざ。

第二問　（論説文−大意・要旨，内容吟味，文脈把握，文章構成，接続語，脱語補充）
問1　Ⅰは直前の内容につけ加える内容が続いているので「さらに」，Ⅱは直前の内容を根拠とした
内容が続いているので「だから」，Ⅲは「さて」で話題を転換しながら，直前の内容（宗教がなく
なることはないこと）とは対立する内容（宗教ならではの深刻な問題があること）が続いているの
で「ところが」がそれぞれ適当。　
問2　Xは哲学の歴史は弟子が師匠をとことん批判してきたのに対して，宗教は教祖さまの教えを
忠実に守るということなので，違いがきわだっているという意味の③が適当。Yは弟子が師匠を
とことん批判してきた歴史をもつ哲学のことなので，どこまでもやりぬくという意味の④が適当。
問3　「宗教」についてはA直後から続く5段落で，宗教は神話や教義などを信じる人々を集団とし
てひとつにまとめることと，信仰を持つ人々に絶大な生きる意味を与える意義があることが述べ
られている。「哲学」や「科学」についてはA直後の段落で，哲学や科学はつねに問い続けよう
とすること，「宗教は，人種」から続く4段落で，宗教の神話による世界の説明には無理があるので，
最初の哲学者であるタレスは「水」を 〝たしかめ合う〟 べき原理として示したことが述べられて
いる。これらの要旨からAの「ちがい」の説明として③が適当。「雨」に限定している①は不適当。
「派閥や対立がある」のは宗教なので②も不適当。「科学や哲学の説明は疑いようのない唯一の真
実である」とある④も不適当。
問4　B直後の2段落でBとして，現代社会において多くの人々が特定の宗教を完全に信じ切れない
ことと，異なる宗教や宗派を信じる者同士が激しく争い合ってしまうことが述べられているので，
これらの二点を説明する。
問5　ア～ウ前後から整理すると，タレスは自然をじっくり観察してこう考えた→「生物が生きる
のに必要不可欠なのは，水だ＝B→それにまた，世界は広大な海に覆われている＝A→というこ
とは，万物はその根本においては水でできているに違いない＝C」→有名な「万物の根源は水で
ある」という話だ，という流れになるので，②が適当。ア～ウをつないでいる言葉に注意しなが
ら，文脈の流れをおさえていこう。
問6　Cは，宗教には人間精神に関することのほとんどが含まれているということを「総合デパー 
ト」にたとえているので，「以上のように」で始まる段落の「以上のように，宗教は，聖なるも
のへの感受性，科学的な精神，共同体との一体化，生きる意味の希求など，人間の精神的な営み
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のほとんどすべてを含みこんでいる。」という一文がCの説明になっている。
問7　「宗教は，人種」で始まる段落で，宗教はそれぞれの宗教の神話が本当に正しいのかどうか  
〝たしかめる〟 ことができないので，哲学者のタレスは「水」を 〝たしかめ合う〟 べき原理として
示したこと，さらに続く3段落で先人のすぐれた思想を受け継ぎながら思考をもっと先へと展開
していくのが哲学の精神であることが述べられ， ではこうした哲学のあり方を述べてい
るので 〝たしかめる可能性〟 を追うことで，〝たしかめ不可能〟 な神話や信仰をめぐる争いに，終
止符を打とうと考えてきた，哲学は 〝たしかめる可能性〟 にとことんこだわり，磨き抜く道を歩
んできたのだ，という文脈になる。哲学のあり方として「哲学や科学は」で始まる段落で，哲学
や科学は「それってほんとなの？」とつねに問いつづけようとすることも述べているので，「問
いつづけ」でもよい。

第三問　（漢字の読み書き）
1の「誓」の下部は「言」であることに注意。2の「疲」を「皮」などと間違えないこと。3は励ま
して気持ちを奮い立たせること。4の「介」を「回」などと間違えないこと。5の訓読みは他に「か
ら（い）」。6はなまけていてだらしないこと。7は物事が順調に進むこと。8はきらって避けること。
9ははっきりしないこと。10はのどがかわいて水を欲するように心から望むこと。

第四問　（品詞・用法）
問1　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。（1）の終止形は「見る」なので動詞。動詞の活用形は，未然形は「ない，う，よう」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り，（1）は「て」に続いているの
で連用形。（2）の終止形は「寒い」なので形容詞。形容詞の活用は，未然形＝かろ，連用形＝か 
っ・く，終止形＝い，連体形＝い，仮定形＝けれ，命令形はない。（2）は名詞「とき」が続いて
いるので連体形。
問2　（1）の「早く」は「読みたい」，（2）の「大きな」は「驚き」をそれぞれ修飾している。
問3　傍線部は形容詞「きたない」の一部，①も形容詞「はかない」の一部。②と④は形容詞「な 
い」，③は打消しの助動詞。

第五問　（漢文−書き下し文，故事成語，その他）
問1　〈口語訳〉　紀昌は弓を飛衛に学んだ。
　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・上下点，という順序で読んでいく。漢字の右下の片仮名は送り仮名なので平仮
名に直す。「紀昌」には何もついていないので，そのまま読む。次の「学」には二点があるので
読まずに「射を」を読む。置き字の「於」は読まずに一点のある「飛衛に」を読んで「学ぶ」に
返る。
問2　〈口語訳〉　人は木や石ではなく皆感情を持っている。
　「人は」から始まるので「人」には何もつけない。次に「木石に非ず」と読ませるので「木石」 
に一点，「非」に二点をつける。次の「皆」には何もつけず，「有情」は「情有り」と読ませるの
で「有」にレ点をつけて「情」から返す。
問3　〈口語訳〉　自分の親を愛することを知らない人間はいない。
　最初に「其の親を愛するを」と読むので「愛二其親一」となる。次に「知らざる」と読むので「不

レ知レ」となり，さらに「者無し」と読むので「者」に上点，「無」に下点がつくので，③が適当。
問4　「李下に冠を正さず」と読み，「李」はすもものことで，すももの木の下で冠をかぶり直すと，
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すももの実を盗むのではないかと疑われるため，あえて直さないということなので①が適当。

★ワンポイントアドバイス★

漢文は，レ点や一二点，上下点などの返り点のつけ方や置き字など基本的なきまり
をしっかりおさらいしておこう。


