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＜数学解説＞
第一問　（正負の数，単項式の除法，1次式の減法，平方根）

1　－32－6÷（－3）＝－9＋2＝－7

2　－12x2y÷4x＝－ 12x2y
4x ＝－3xy

3　 x＋2y
3 － 2x－y

9 ＝3（x＋2y）－（2x－y）
9 ＝3x＋6y－2x＋y

9 ＝ x＋7y
9

4　（√‾5 ＋2）（√‾5 －2）＝（√‾5 ）2－22＝5－4＝1

第二問　（連立方程式，2次方程式，角度，確率）
1　（1）　3x＋4y＝2…①，x－2y＝4…②　　①＋②×2より，5x＝10　　x＝2

 　これを①に代入して，6＋4y＝2　　4y＝－4　　y＝－1

 （2）　x2－8x＋16＝0　　（x－4）2＝0　　x－4＝0　　x＝4

2　右の図のように点A～Cをとる。OB＝OAだから，∠OBA＝∠OAB＝37°よ

 り，∠AOB＝180°－37°×2＝106°　　⌒ABの円周角だから，∠x＝ 1
2
∠AOB＝

53°
3　（1）　カードの取り出し方は，（1，2），（1，3），（1，4），（1，5），（1，6），（1，7），（2，3），（2，

4），（2，5），（2，6），（2，7），（3，4），（3，5），（3，6），（3，7），（4，5），（4，6），（4，7），（5，
6），（5，7），（6，7）の21通り。このうち題意を満たすのは，下線の12通りだから，求める確率は

 
12
21
＝ 4

7
（2）　題意を満たすのは，（1，3），（1，6），（2，3），（2，6），（3，4），（3，5），（3，6），（3，7），（4，

 6）， （5，6），（6，7）の11通りだから，求める確率は11
21

第三問　（図形と関数・グラフの融合問題）
1　y＝－x2とy＝xからyを消去して，－x2＝x　　x2＋x＝0　　x（x＋1）＝0　　x＝0，－1　　よって，

A（－1，－1）
2　直線y＝－2x＋aは，点Aを通るから，－1＝2＋a　　a＝－3

3　y＝－x2とy＝－2x－3からyを消去して，－x2＝－2x－3　　x2－2x－3＝0　　（x＋1）（x－3）＝0

 x＝－1，3　　よって，B（3，－9）

4　C（0，－3）とおくと，△AOB＝△AOC＋△BOC＝ 1
2
×3×1＋ 1

2
×3×3＝6

平 成 29 年 度

解 答 と 解 説
《平成29年度の配点は解答用紙に掲載してあります。》

第一問　1　②　　2　①　　3　⑤　　4　②
第二問　1　（1）　③　　（2）　④　　2　②　　3　（1）　③　　（2）　②　　
第三問　1　④　　2　①　　3　③　　4　①　
第四問　1　①　　2　③　　3　④　　4　④
第五問　1　⑤　　2　③　　3　④　　4　②

＜数学解答＞《学校からの正答の発表はありません。》
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第四問　（平面図形の計量）
1　中点連結定理より，DE＝ 1

2
BC　　よって，DE：BC＝1：2

2　中点連結定理より，DE//BC　　平行線と比の定理より，EF：FB＝DE：BC＝1：2　　高さの
等しい三角形の面積の比は底辺の比に等しいから，△DBF：△DEF＝BF：FE＝2：1　　よって，
△DBF＝2△DEF＝2×10＝20（cm2）

3　平行線と比の定理より，DF：FC＝DE：BC＝1：2　　△FBC：△DBF＝FC：DF＝2：1　　よっ
て，△FBC＝2△DBF＝2×20＝40（cm2）

4　△ABC：△DBC＝AB：DB＝2：1　　よって，△ABC＝2△DBC＝2×（20＋40）＝120（cm2）
第五問　（度数分布表）

1　（0×4＋1×4＋2×7＋3×10＋4×11＋5×4）÷40＝（0＋4＋14＋30＋44＋20）÷40＝112
40
＝2.8（冊）

2　4＋4＋7＝15より，冊数の少ない方から数えて20番目と21番目の生徒は，冊数3冊の階級に入っ
ているから，中央値は3冊。

3　度数の最も大きい階級だから，最頻値は4冊。

4　10＋11＋4
40

×100＝62.5（％）

＜英語解説＞
第一問　（アクセント・強勢問題）

A　（1）　com•put•er [k6mpjú\t6]　　（2）　an•i•mal [@n6m(6)l]　　
 （3）　ex•cit•ing [iksáiti©]　　（4）　Feb•ru•ary [f#b(j)u3ri]　　
 （5）　in•tro•duce [intr6d(j)ú\s]
B　（1）　A：あなたはいつオーストラリアを訪れたのですか ? ／ B：昨年家族とそこを訪れまし
た。「いつ」と時期を聞かれているので，④last year「昨年」の部分を強く発音する。

（2）　A：ここから駅までどのくらいの距離ですか ? ／ B：ここから駅までは約2キロです。How 
farは距離を聞くときに用いる表現なので，③about two kilometers「約2キロ」の部分を強

教科書の例題や練習問題を完全に解けるように基礎力をしっかりと養っておこう。
関数や図形の大問では各小問は関連しているのでミスのないように解いていこう。

★ワンポイントアドバイス★

第一問　 A　（1）　②　　（2）　①　　（3）　②　　（4）　①　　（5）　③
B　（1）　④　　（2）　③　　（3）　⑤　　（4）　⑤　　（5）　①

第二問　A　（1）　②　　（2）　③　　（3）　①　　B　（1）　④　　（2）　③
第三問　（1）　②　　（2）　①　　（3）　④　　（4）　⑤　　（5）　①
第四問　問1　⑤　　問2　①　　問3　④　　問4　（a）　②　　（b）　③
第五問　（1）　②　　（2）　④　　（3）　③　　（4）　③　　（5）　④

＜英語解答＞《学校からの正答の発表はありません。》
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く発音する。
（3）　A：あなたは仙台にどのくらい住んでいますか ? ／ B：私は仙台に5年間住んでいます。

How longは長さを聞くときに用いる表現。ここでは時間の長さを問うことになるので，⑤for 
five years「5年間」の部分を強く発音する。

（4）　A：あなたは昨年夏，誰と一緒に京都に行ったのですか ? ／ B：昨年夏，私は友人たちと
一緒に京都に行きました。　「誰と一緒に」と聞かれているので，⑤with my friends「友人
たちと一緒に」の部分を強く発音する。

（5）　A：先週末誰があなたに会いに来たのですか ? ／ B：先週末祖母が私に会いに来てくれま
した。「誰が」と聞かれているので，①My grandmother「祖母」の部分を強く発音する。

第二問　（対話文完成）
A　（全訳）
　ミナ　　：英語の宿題を終わらせた ? 

　ジャック：（1）②いいえ。まだ。あなたは ? 

　ミナ　　：私もまだ。
　ジャック：いつまでに終わらせないといけないのでしたっけ ?

　ミナ　　：（2）③金曜日まで。
　ジャック：明日放課後に一緒にやらない ?

　ミナ　　：（3）①それはいい考えね。
　全訳参照。
B　（全訳）
（1）　トム：もしもし。トムです。ケイトはいますか ?

　ケイト：あぁトム。ケイトです。
　トム　：今何をしているの ?

　ケイト：クッキーを焼いている。もうすぐ終わる。少し食べに家に来る ?

　トム　：喜んで。一緒に食べたい。
　 Q「トムは次に何をする予定ですか ? 　④「彼はケイトの家に行く予定」ケイトの2つ目にセリ
フでトムを誘っており，最後のトムのセリフで快諾している。したがって④が正解。　①「彼は
図書館に行く予定」　②「彼は映画に行く予定」　③「彼は演奏会に行く予定」

（2）　ウェイター：いらっしゃいませ。
　アキ　　　：何か甘いものが欲しいです。メニューはありますか ?

　ウェイター：わかりました。どうぞ。
　アキ　　　：おすすめは何ですか ?

　ウェイター：今日のスペシャルはアップルパイです。
　アキ　　　：あぁおいしそうですね。それにします。
　 Q「アキは何を注文するのですか ?」　③「彼女はアップルパイを注文する」ウェイターの3つ目
のセリフで今日のスペシャルはアップルパイだとあり，アキがそれにすると答えているので③が
正解。　①「彼女はカレーライスを注文する」　②「彼女はアイスクリームを注文する」　④「彼
女はチョコレートケーキを注文する」

第三問　（語句整序問題：不定詞，慣用句，分詞，関係代名詞）
（1）　Emi knows what to do next.　「何をすれば良いか」は「何をするべきか」と考えwhat to 

doで表す。＜疑問詞 ＋ to不定詞＞で「…するべき～」という意味でwhat以下はknowの目的語。
（2）　How many jeans does he have ? 　How many ～ ? は数をたずねる時に用いる表現。
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How manyの後にはdoes he haveという疑問文の語順にすればよい。
（3）　You have to do your homework now.　have to ～で「～しなければならない」の意味。

toの後には動詞の原形doを続ける。do your homeworkで「あなたの宿題をする」の意味。
（4）　The boy washing the car is my brother.　washingはthe boyを修飾する形容詞用法の現
在分詞。washing the carひとまとまりでthe boyを修飾し「車を洗っている少年」の意味になる。
Theからcarまでがこの文の主語の働きをしている。

（5）　This is a train which goes to Tokyo.　「東京に行く」の部分はwhich goes to Tokyoと関
係代名詞whichを使った関係代名詞節でa trainを修飾する形にする。このwhichは主格の関係
代名詞。

第四問　（長文読解問題・紹介文：和訳，適語選択補充，指示語，内容把握）
（全訳）　みなさん，こんにちは。私の名前はダンカンです。ケニア出身です。私は環境問題につい
て勉強しています。あなたは地球に良いことを何かしていますか ?　それは難しいことではありま
せん。たとえば，私たちはゴミを減らすことができる。今日は（1）そのことについてあなたたちに
話そうと思います。ビニール袋のことについてお話ししたいと思います。
　私たちが店で何かを買う時，店員は紙袋かビニール袋をくれます。あなたはそれをもらいます
か ?　私も以前はいつももらっていました。しかしある日，本でビニール袋のことを読みました。
そしてとても（2）驚きました。日本では，人々は毎年約300億枚のビニール袋を使う。これは日本の
誰もが毎日1枚の（3）ビニール袋をもらっているということを意味する。私たちはそれらを再使用で
きるが，その多くはゴミとなる。これは本当に「もったいない」。
　私はワンガリ・マータイから「もったない」という言葉を学びました。彼女のことを知っていま
すか ?　彼女はケニアの森林を保護するために一生懸命働き，2004年にノーベル平和賞を受賞しま
した。彼女は日本語の「もったいない」という言葉が好きで世界に紹介しました。私もそれが大好
きです。必要のない時には私はビニール袋をもらいません。これはとても簡単なことで 地球にも
良い。あなたも同じことをしてくれたら，私は嬉しいです。
問1　thatは前出の文章を指すので，ここでは直前のwe can reduce garbageを指す。したがって
⑤が正解。reduce ～「～を減らす」　garbage「ゴミ」

問2「私はとても驚いた」という意味にする。be surprisedで「驚く」の意味。続く文でビニール
袋の消費量の多さが書かれているので「興味を持った」ではなく「驚いた」という意味にしたい。
surpriseは「～を驚かす」という意味なので，主語が人で「驚いた」という意味にする場合はbe 
surprisedと受け身の形になることに注意。
問3　oneは前出の名詞の繰り返しを避けるために使うのでここでは前文のa plastic bagを指す。
問4　（a）　「ワンガリ・マータイは何をしたのですか ? 」　①　「彼女は日本の言葉をほとんど学ば

なかった」もったいないという日本語の言葉を世界に紹介したので不一致。　○②　「彼女は
ケニアの森林を保護するために一生懸命働いた」第3段落第3文に一致。　③　「彼女は2000年
にノーベル平和賞を受賞した」2004年なので不一致。　④　「彼女は世界にビニール袋を紹介
した」彼女が紹介したのは「もったいない」という言葉なので不一致。　⑤　「彼女は英語の
言葉「もったない」を話した」もったいないという言葉は日本語。

（b）　「どうやったら私たちはゴミを減らせますか ? 」　①　「ワンガリ・マータイからもったい
ないというケニアの言葉を学んだ」もったいないは日本語なので不一致。　②　「私たちはビ
ニール袋が必要ない時は紙袋をもらう」そのような記述はない。　○③　「私たちは必要ない
時はビニール袋をもらわない」第3段落最後から3文目に一致。　④　「私たちは日本の森林を
保護するために一生懸命働いていない」そのような記述はない。　⑤　「私たちは世界へ向け
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た「もったいない」という言葉を忘れようと努力する」そのような記述はない。
第五問　（言い換え問題：関係代名詞，慣用句，分詞，受動態，現在完了）
（1）　「エミは青い目を持つ少女だ」「～を持った」という意味の所有を表す前置詞withを使った文
から関係代名詞を使った文に言い換える。先行詞はa girlで人。a girl has blue eyesという関係
になるため主格の関係代名詞を入れる。②whoが正解。

（2）　「彼は私たちの英語の先生だ」→「彼は私たちに英語を教える」　＜teach ＋ A（人） ＋ B（も
の）＞の形で「A（人）にB（もの）を教える」という意味になる。teachの目的語になるので目的格
usになる。

（3）　「その農場で働いている男性を知っている」関係代名詞節で修飾する文から形容詞用法の分詞
で修飾する文に言い換える。the manとworkは「男性が働く」という能動の関係になるため現
在分詞workingで修飾する。working on the farmひとまとまりでthe manを修飾。

（4）　「彼の両親は彼をケンと呼んだ」→「彼は両親によってケンと呼ばれていた」能動態から受
動態の文に言い換える。受動態は＜be ＋ 過去分詞＞という形をとるので過去分詞calledを入れ
る。

（5）　「昨日はとても寒かった，そして今もまだとても寒い」→「昨日からずっととても寒い」昨日
から今までずっと寒い状態は「継続」の意味を持つ現在完了形で表すことができる。be coldを
現在完了形にするとhas been coldとなる。

＜理科解説＞
第一問　（植物の体のしくみ－根・茎・葉のつくり，細胞のつくり・成長）

1　（1）・（2）　赤く染まっている部分は，吸収した水の通り道である道管である。茎の横断面，縦
断面のようすから，道管をふくむ維管束が輪のように並んでいることがわかるので，植物Xは
双子葉類のヒマワリであることがわかる。双子葉類の維管束は，道管の集まった部分（木部）と

長文読解問題で内容の正誤を問われる内容把握問題では，本文の中から該当する文
を見つけて判断するようにしよう。本文に記述がない場合は不一致となることも覚
えておこう。

★ワンポイントアドバイス★

第一問　1　（1）　④　　（2）　③　　（3）　④　　2　（1）　②　　（2）　③　　（3）　①　
3　（1）　②　　（2）　①

第二問　1　（1）　①　　（2）　③　　（3）　④　　2　（1）　②　　（2）　④　　（3）　④　
3　（1）　③　　（2）　②

第三問　1　（1）　③　　（2）　④　　（3）　①　　2　（1）　②　　（2）　③　　（3）　③　
3　（1）　②　　（2）　④

第四問　1　（1）　①　　（2）　④　　（3）　③　　2　（1）　③　　（2）　②　　（3）　②　
3　（1）　④　　（2）　①

＜理科解答＞《学校からの正答の発表はありません。》



仙台育英学園高等学校（B日程基礎）

解29年度－26

師管の集まった部分（師部）が形成層によって区別されている。よって，図Bがヒマワリの維管
束，図Aがトウモロコシの維管束とわかる。また，道管と師管の太さを比べると，道管のほう
が太い。よって，図Bのdがヒマワリの道管で，赤く染まっている部分となる。また，師管は，
葉でつくられたデンプンなどの養分が，水にとける物質に変えられた後に通る道である。

（3）　双子葉類のヒマワリの葉では葉脈が網目状に通っていて（網状脈），根は図Dのような主根
と側根からなる。また，単子葉類のトウモロコシの葉では葉脈が平行に通っていて（平行脈），
根は図Cのようなひげ根からなる。

2　（1）　顕微鏡で観察するときは，観察したいものをスライドガラスにのせ，気泡が入らないよう
に上からカバーガラスをかけてプレパラートをつくる。また，細胞を観察するときは顕微鏡の
倍率を100～140倍くらいにするとよい。

（2）　細胞に酢酸オルセインや酢酸カーミンなどの染色液をたらすと，核が赤く染まる。
（3）　形やはたらきが同じ細胞が集まって組織となり，いくつかの種類の組織が集まって特定の
はたらきをもつ器官となる。ほおの内側などの細胞が集まった組織は上皮組織である。表皮組
織は植物の葉の表皮などの組織である。

3　（1）　体細胞分裂では，まず，核の中に染色体が見えはじめ（D），染色体が複製されて（A）両端
に移動していく（B）。次に，細胞の両端に核ができ（E），細胞質も2つに分かれて新しい2つの
細胞となる（C）。

（2）　（あ）は染色体で，そこに含まれる遺伝子によって生物の形質が伝えられる。
第二問　�（気体の発生と性質，電気分解とイオン，化学変化と質量－気体の性質，塩化銅水溶液の

電気分解，鉄と硫黄の化合）　
1　（1）　気体Aは，水に少しとけ，空気より重いことから二酸化炭素である。二酸化炭素は，湯の

中に発泡性入浴剤を入れることで発生させることができる。②で発生するのは水素，③で発生
するのは酸素，④で発生するのはアンモニアである。

（2）　水にとけ，空気よりも軽い気体は上方置換で集める。よって，水に非常にとけやすく，空
気よりも軽い気体C（アンモニア）は上方置換で集める。

（3）　水にわずかにとけ，空気よりやや重い気体Bは酸素，水にとけにくく，空気よりもわずか
に軽い気体Dは窒素である。気体D（窒素）は空気中に体積の割合で約5分の4含まれている。気
体A（二酸化炭素）は水にとけると酸性を示す。混ざり合った状態で火がつくと，激しい爆発が
起こるのは，酸素（気体B）と水素（気体C）である。石灰水を白く濁らせるのは，二酸化炭素（気
体A）である。

2　（1）　塩化銅水溶液を電気分解すると，陰極には銅が付着し，陽極からは塩素が発生する。
（2）　電極を逆につなぐと，電極Aが陽極，電極Bが陰極になる。陽極から発生する塩素は，水に
よくとけ，漂白・脱色作用があり，有毒な気体である。陰極に付着する銅は赤褐色で，におい
のない固体である。

（3）　塩化銅（CuCl2）は水溶液中で，＋の電気を帯びた2価の陽イオンである銅イオン（Cu2＋）と－
の電気を帯びた1価の陰イオンである塩化物イオン（Cl－）に電離する。陰イオンである塩化物
イオンは陽極に引かれ，陽極に電子を渡して塩素原子になり，さらに2個結びついて塩素分子
となる。陽イオンである銅イオンは陰極に引かれ，陰極から電子を受け取って銅原子となって
電極に付着する。

3　（1）　鉄粉7.0gと硫黄が化合して硫化鉄が11.0gできたことから，このとき化合した硫黄の質量
は，11.0－7.0＝4.0（g）である。鉄粉3.5gとちょうど反応する硫黄をxgとすると，7.0（g）：4.0

（g）＝3.5（g）：x（g）　　x＝2.0（g）
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（2）　鉄（Fe）と硫黄（S）が化合して硫化鉄（FeS）ができる変化を化学反応式で表すと，Fe＋S→FeS

となる。硫化鉄は鉄とも硫黄とも性質の異なる別の物質で，うすい塩酸を加えると腐卵臭のあ
る硫化水素が発生する。また，硫化鉄は化合によってできたものなので，混合物ではなく化合
物であり，硫黄と化合してできた物質であることから硫化物でもある。

第三問　（天気の変化，地球と太陽系，地層と岩石－空気中の水蒸気，星の動き，柱状図）　
1　（1）　飽和水蒸気量は，空気1（m3）あたりに含まれる水蒸気の質量（g）を表しているので，単位

は，g/（m3）となる。
（2）　水蒸気を含む空気を冷やしていったとき，水蒸気が凝結して水滴になりはじめるときの温
度を露点という。

（3）　湿度は空気中に含まれる水蒸気量のその気温における飽和水蒸気量に対する割合で，露点
から空気中に含まれる水蒸気量，気温から飽和水蒸気量がわかる。飽和水蒸気量に対して空気
中に含まれる水蒸気量が小さいと湿度が小さくなるので，気温と露点の差が大きいと湿度が小
さくなるといえる。，くみ置きの水の水温から気温，くもり始めの水温から露点がわかるので，
くみ置きの水の水温とくもり始めの水温の差がもっとも大きい1日目がもっとも湿度が低くな
る。

2　（1）　北極星は，ほぼ地軸の延長上にあるため，ほとんど動かないようにみえる。
（2）　星座の星は，24時間に360°動いて見えるので，赤線は45°を表しているので，恒星Aが45°動
くのにx時間かかるとすると，24（h）：360（°）＝x（h）：45（°）　　x＝3（h）

（3）　南の空の星は，1時間で15°動いて見えるので，図2で恒星Xは1時間で15°動いたことがわか
る。また，同じ時刻に見える南の空の星は1か月で30°ずつ西に動いて見えるので，恒星Bは，1

ヶ月後，西に30°動いたrの位置に見える。
3　（1）　アサリは浅い海に生息する生物なので，アサリの化石は海岸から少し離れた場所で堆積し
た岩石に含まれる。堆積岩をつくるのは，泥，砂，れきで，海岸の近くに堆積するものから順
に並べると，れき，砂，泥となる。よって，アサリの化石が発見されたのは，Qの砂の層であ
ると考えられる。

（2）　白っぽい鉱物をふくむ火山灰の層の上端の標高は，A地点では，100－20＝80（m），B地点
では，110－20＝90（m），C地点では，120－30＝90（m）なので，B，C地点に対してA地点が下
がっていることがわかる。よって，この地域の地層は，北にかたむいているとわかる。

第四問　�（音の性質，電流と電圧・電力，仕事，運動とエネルギー－音，電流回路と熱，仕事とエ
ネルギー）

1　（1）　音をマイクロホンで拾ってコンピュータに表示させた波形では，横軸（左右方向）が時間，
縦軸（上下方向）は振幅を表している。

（2）　振動数が大きいほど音は高くなり，振幅が大きいほど音は大きくなる。よって，音源の音
を小さくすると，振動数は変わらず，振幅は小さくなる。

（3）　音は空気によって伝えられるので，空気を抜いていくと音が伝わりにくくなっていくため，
2　（1）　直列回路では，回路に流れる電流の大きさはどの点でも等しいので，Rbを流れる電流は，

0.06Aとなる。Rbの抵抗は20Ωなので，Rbに加わる電圧は，0.06（A）×20（Ω）＝1.2（V）
（2）　回路全体の抵抗は，回路全体の電圧と回路全体に流れる電流から考える。回路全体の電圧
は3.0V，流れる電流は0.25Aなので，回路全体の抵抗は，3.0（V）÷0.25（A）＝12（Ω）

（3）　Rdの抵抗は20Ω，加わる電圧は3.0Vだから，Rdの流れる電流は，3.0（V）÷20（Ω）＝0.15

（A）。よって，Rdの消費電力は，3.0（V）×0.15（A）＝0.45（W）だから，発生した熱量は，0.45

（W）×10（s）＝4.5（J）
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3　（1）　グラフから，小球の最初の高さが25cmのとき，木片の動いた距離はおよそ25cmであるこ
とがわかる。

（2）　斜面の傾きを変えても，小球を同じ高さから運動させた場合，小球のもつ力学的エネルギ
ーは変わらないので，木片が小球から与えられるエネルギーも変わらないため，木片の移動距
離は変わらない。

＜社会解説＞
第一問　（公民－日本国憲法，基本的人権，政治のしくみ，国際政治）

1　①の弾劾裁判は国会が行うもの。②の憲法改正の発議を行うのも国会。③の条例の制定は地方
議会の仕事である。④の条約の締結が内閣の仕事。

2　気象庁は国土交通省の外局なので，④が適当。
3　裁判員は，有罪か無罪かだけでなく，どのような刑にするかの話し合いにも裁判官とともに参
加するので，③は正しく④が適切でない。裁判員は国内の成人の有権者から選ばれるので①は正
しい。裁判員裁判は重大な刑事事件の第一審で行われるので，②も正しい。

4　〔　A　〕は2014年時点で最も加盟国数が少ない地域なので，「オセアニア」と判断できる。〔　C　〕
は1980年から1992年の間に加盟国数が大幅に増加したことから，1991年に旧ソ連が解体されたこ
とで加盟国数が増加した「ヨーロッパ・旧ソ連」と判断できる。〔　D　〕は1945年にわずか4か
国であったのが1960年には26か国まで増加しており，1960年に17か国が独立しアフリカの年と呼
ばれたことなどから，「アフリカ」と考えられる。よって，〔　B　〕は「南北アメリカ」となり，
③の組み合わせが適切。

5　日本国憲法が規定している社会権には，生存権（第25条第1項），教育を受ける権利（第26条第1

項），勤労の権利（第27条第1項），労働基本権（第28条）があるので，②があてはまる。①の裁判を
受ける権利と④の国家賠償請求権は請求権に，③の請願権は参政権に含まれる。

第二問　（公民－地方財政，経済のしくみ，国際政治）
1　日本銀行は，一般の企業や個人との取引は行わないので，④が適切でない。日本銀行は日本で

幅広い単元から標準レベルの実験や観察に関する問題が多く出題されるので，教科
書内容や授業での実験，観察をしっかりと理解した上で，標準レベルの入試問題な
どにしっかりと取り組んでいこう。

★ワンポイントアドバイス★

第一問　1　④　　2　④　　3　④　　4　③　　5　②
第二問　1　④　　2　②　　3　③　　4　①　　5　③
第三問　1　②　　2　②　　3　①　　4　④　　5　①　　6　②　　7　③　　8　①　　

9　②　　10　④
第四問　1　②　　2　③　　3　④　　4　①　　5　③
第五問　1　②　　2　②　　3　④　　4　①　　5　②

＜社会解答＞《学校からの正答の発表はありません。》
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唯一の「発券銀行」であり，日本銀行券を発行するので，①は正しい。日本銀行は政府の預金の
出し入れを行う「政府の銀行」なので，②も正しい。日本銀行は市中銀行（一般の銀行）へ資金の
貸し出しや預金の受け入れを行う「銀行の銀行」なので，③も正しい。

2　〔　A　〕は，東京都では割合が非常に高く，沖縄県や秋田県では割合が非常に低いことから，
②の地方税があてはまる。東京都は人口が多く大企業の本社も多く立地していることから歳入に
占める地方税の割合が高くなっている。また，沖縄県や秋田県では歳入に占める地方税の割合が
低く，地方交付税交付金や国庫支出金などの国からの補助金の割合が非常に高い。なお，①の法
人税，③の所得税，④の相続税はいずれも国税である。

3　「東南アジア諸国連合」の略称は，③のASEANである。なお，①のAPECは「アジア太平洋経済
協力会議」の略称，②のTPPは「環太平洋戦略的経済連携協定」の略称，④のNAFTAは「北米自
由貿易協定」の略称となる。

4　株式会社などは法人企業であり，農家や個人商店などは個人企業となる。また，公企業のうち
造幣局などは独立行政法人という。よって，①が適切な組み合わせとなる。

5　③の消費者基本法は，労働者ではなく消費者の権利を守る法律なので，③が適切でない。
第三問　（日本と世界の歴史－古代～近代）

1　中大兄皇子と協力して大化の改新を行ったのは，②の中臣鎌足である。①の卑弥呼は弥生時代
の邪馬台国の女王。③の源頼朝は鎌倉幕府を開いた人物。④の大友皇子は天智天皇の子で672年
の壬申の乱で大海人皇子に敗れた人物。

2　正倉院に収められているのは，②の螺鈿紫檀五絃琵琶。
3　平清盛は，武士で初めて太政大臣となっており，①が適切。
4　金閣は室町幕府3代将軍足利義満が建立。銀閣は室町幕府8代将軍足利義政が建立。よって，④
の組み合わせが正しい。

5　①の宗教改革は1517年にドイツでルターが始めており，1549年に最も近い出来事といえる。宗
教改革によって生まれたプロテスタントに対抗するためにカトリック側ではイエズス会などがア
ジアへのキリスト教布教を進めた。②の辛亥革命は1911年に始まっており，③の産業革命は18世
紀後半のイギリスで始まっている。④のフランス革命は1789年に起こっている。

6　1867年に天皇中心の新政府の樹立を宣言したものは，②の王政復古の大号令である。
7　江戸時代の同業者組織は株仲間であり，五人組は農村における連帯組織なので，①は誤り。井
原西鶴は浮世草子作者であり，②も誤り。人形浄瑠璃の作者としては近松門左衛門などが知られ
る。松尾芭蕉は俳諧で活躍し，『奥のほそみち』を著しているので，③が適切。江戸幕府5代将軍
徳川綱吉のころの文化は元禄文化で，京都や大阪などの上方中心の町人文化であった。大阪は
「天下の台所」といわれた場所で，「将軍のおひざもと」は江戸のことなので，④も誤り。

8　1932年に犬養毅首相が海軍の青年将校らに暗殺された出来事は，五・一五事件なので，①が適
切。

9　「学問のすすめ」を書いたのは福沢諭吉で，写真は②があてはまる。①は坂本龍馬，③は野口英
世，④は陸奥宗光の写真。

10　Fの「新政府の樹立を宣言」は1867年の王政復古の大号令。Gの徳川綱吉は江戸幕府5代将軍。
Hの犬養毅首相が暗殺された五・一五事件は1932年の出来事。Iの「学問のすすめ」が刊行された
のは明治時代前半の1972年から。よって，年代の古いものから順に並べると，G→F→I→Hとな
り，④が適切。

第四問　（日本の地理－地形図，人口，気候，貿易）
1　杉は針葉樹なので，道路に沿って針葉樹林の地図記号がみられる②が適切。
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2　日本は少子高齢化が進行していることから，③が適切とわかる。
3　日本海側に筋状の雲がみられることなどから，④の冬と考えられる。
4　日本の貿易相手先の地域として，輸出・輸入ともに最大であるAには①のアジアがあてはまる。

Bは②の北アメリカ，Cは③のヨーロッパ，Dは④のオセアニアと考えられる。
5　日本に住む外国人で最も多い国籍は中国，2番目が韓国・朝鮮なので，Aは③があてはまる。

第五問　（地理－気候）
1　イギリスは暖流の北大西洋海流と偏西風の影響で，緯度の割に温暖で年中降水量が一定な西岸
海洋性気候なので，②が適切。

2　ブラジルはかつてポルトガルの植民地であった影響から，キリスト教カトリックを信仰してい
る人々の割合が最も多いので，②が適切。

3　自動車の生産台数は中国，アメリカ合衆国，日本，ドイツと続くので，①と④のどちらかと判
断できる。①ではフィンランドやインドネシアが10位以内に入っており，④はブラジルやメキシ
コ，タイが10位以内に入っている。自動車の生産量が多いのはブラジルやメキシコ，タイなどな
ので，④が自動車とわかる。

4　「企業的な農業が経営の主流」「日本をはじめ世界各国に輸出」から，アメリカ合衆国について説
明しているとわかる。①がアメリカ合衆国，②はフランス，③はロシア連邦，④は中国を示して
いる。

5　写真はチャイナタウンの入り口にみられる門であり，このような門は海外に進出した中国人が
居住する街であるチャイナタウンに多くみられるので，②が適切とわかる。

＜国語解説＞
第一問　（漢字の書き取り，四字熟語，ことわざ・慣用句）
問一　1の「効」の訓読みは「き（く）」。2は損害や危害を受けること。「被」の訓読みは「こうむ（る）」
で，受けるという意味。3は直接口で述べること。4は自分の思うままにあやつり動かすこと。5

は物事や事件などの本当の内容や事情。
問二　1の「憂」は心配や不安な思いという意味。2の「自足」は自分を足らして満たすとい意味。

3の「順風」は自分の進む方向に吹く風のこと。4の「大言」「壮語」ともにいばって大きいことを
言うこと。5の「倹約」はむだを省いて出費などを少なくおさえること。

第一問　問一　1　⑤　　2　③　　3　④　　4　①　　5　⑤　　問二　1　④　　2　③　　
3　①　　4　⑤　　5　②　　問三　1　③　　2　②　　3　⑤　　4　①　　5　④　

第二問　問一　②　　問二　⑤　　問三　①　　問四　③　　問五　④　　問六　③
第三問　問一　④　　問二　②　　問三　①　　問四　③　　問五　④　　問六　⑤　

＜国語解答＞《学校からの正答の発表はありません。》

統計や資料についてもしっかりと理解しておこう。

★ワンポイントアドバイス★
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問三　1は「舌」を巻くとものが言えないことから。2は緊張したり興奮したりすると手のひらに汗
をかくことから。3と同様の意味のことわざに「豚に真珠」「馬の耳に念仏」などがある。4は小さ
いすずめが流すほどのごく少量の涙ということ。5は虎に捕らえられた「狐」が，自分は百獣の
長になるよう神様から命じられた，嘘だと思うなら後についてくればわかる，と言うので虎が狐
について行くと，狐の後ろの虎を恐れてみんなが逃げ出したのを，虎はみんなが自分を恐れてい
ることを知らず，狐を恐れて逃げたのだと思い込んでしまった，という故事から。

第二問　（論説文－大意・要旨，内容吟味，文脈把握，指示語）
問一　1は，本を読み，他人の人生や判断を知ることは大きいということで，1直前で具体例を挙げ
て説明し，直後の段落で，読書によって先人達や他人の考えや経験を自分のものにして知識や思
考などを増やしながら，自分の考えを深めてゆくことができる，ということを説明しているの
で，②が適切である。①の「間違いなく記憶しておく」，③の「短時間で一つの答えを見つけ出
す」，④の「どれが正しいか判断する」は適切でない。「気持ち」のことだけを説明している⑤も
適切でない。
問二　2は，もともとあるものを受け継ぎながら，そこに自分の考えを足して反映させていく，と
いうことなので，具体例としては⑤が適切である。もともとあるものを受け継いでいない①，
③，④，自分の考えを反映させていない②は適切でない。
問三　3はファッション業界の人たちがつくる服のことで，直前で述べられているように，服は形
が決まっている人間が着るもの＝人間の形から大きく外れた服を作ることはできないということ
なので，①が適切である。人の体という制約の中で服を作っているということなので，他の選択
肢は適切でない。
問四　4は「だから本を」から続く2段落で述べられている，本は一回で理解できる人達だけのもの
ではなく，読んでみたけどわからなかった本をもう一度読んだらまったく別の本のように読めた
経験の具体例であるので，③が適切である。
問五　5前の「そんな経験」とは，「読んでみたけど」で始まる段落で述べられている，一度読んで
わからない本でも他の本を百冊読んでもう一度わからなかった本を読んだらまったく別の本のよ
うに読めた経験のことで，直前の段落でも最初に読んだ時には難しく最後まで読むのはしんどい
と思っていた本を，他の本をたくさん読んだ後に読んだら，理解できて嬉しかったことが述べら
れているので，④が適切である。①の「時間をかけて読み進めてみたら」，②は全文，③の「年
齢を重ねてから読み直す」，⑤の「その作家の作品を繰り返し読む」が，それぞれ適切でない。
問六　問四，問五でも考察したように，「だから本を」から続く2段落で，本は再読が許されており，
一回読んで理解できても，もう一回読んだら全然違う話だと思うことや，一度読んでわからない
本でも他の本を百冊読んでもう一度わからなかった本を読んだらまったく別の本のように読めた
経験が述べられているので，③が適切である。①の作家としての」，②の「辞書に頼らなくても」，
④の「難解な本にも挑戦しよう」，⑤の「自分が正しく読めている」はそれぞれ述べられていな
いので適切でない。

第三問　（小説－情景・心情，内容吟味，文脈把握）
問一　1のある箕月監督の言葉で，監督は碧李のタイムは三堂に引っ張ってもらって出せたと思っ
ているなら間違いだということを，「肝に銘じておけ」＝心に深く刻みつけて忘れないようにし
ておけ，と話しているので，④が適切である。三堂を追って走ったため記録がよかったとは思わ
ないでほしいということなので，他の選択肢は適切でない。
問二　2は思い通りになったことに満足して，ひそかに笑ったという意味。ここでは，思考しろと
言われた碧李がわかりませんと答えたことに対するもので，わかっていたら考える必要もないか
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ら，わかりませんと答えても碧李は思考するだろうと思って監督は2のようになっているので，
②が適切である。2前の監督と碧李の会話から，碧李はきっと思考するだろうと監督は思ってい
るので，①と③は適切でない。2は満足した笑いでもあるので，マイナスの感情である④と⑤も
適切でない。
問三　3前後で，思考しろという謎かけ問答のような監督の言葉から，碧李は三堂と走った時のタ
イムや三堂のこと，自分自身のことをずっと思考し，考え続けていることが描かれている。ま
た，思考することは，ことごとくを自分の頭で考えられる者＝一流選手になることである，と
監督が話していたように，思考することで一流選手に近づき，自分を高めていくものでもあるの
で，①が適切である。②の「試合に負けたことにこだわるイライラした気持ちを消し去ってくれ
る」，③の「命令や指示では，他人のいうとおりに動くだけの人間になる」，④の「走る技術の問
題」，⑤の「試合に負けて元気のなくなった」以降が，それぞれ適切でない。

問四　4後「引退して」で始まる言葉で，陸上部を引退し，陸上部がものすごく好きだった気持ち
を抑え込んで必死に受験勉強していると苦しくなるが，二人に会って陸上部の話を聞くことで息
抜きができ，また勉強を頑張れる，と杏子が話していることから，③が適切である。「引退して」
で始まる言葉から読み取れる杏子の心情として，他の選択肢は読み取れないので適切でない。
問五　冒頭の説明にあるように，信哉は腰を痛めたために選手としてではなく，裏方として毎日部
活に参加している。また，5後「おれ」で始まる言葉で，日本一のマネージャーとなって伝説に
なると信哉が話していることから，④が適切である。信哉と碧李は高校二年生で，受験勉強に励
んでいる三年生の杏子の後輩であるので，①は適切でない。腰を痛めて選手としては試合に出ら
れないので②も適切でない。杏子のことである③も適切でない。「毎日ランナーの健康を観察し
管理する」だけではないので⑤も適切でない。
問六　「適切でないもの」を選ぶことに注意。①は問三，②は問二，③は問四，④は問五で，それ
ぞれ考察したように，いずれも適切である。碧李は監督の言葉のことを杏子に話しているが，碧
李と信哉と陸上部の話がしたくて二人を待っていたのは杏子であり，「杏子を姉のようにしたっ
ている」ということまでは描かれていないので，⑤は適切でない。

四字熟語や故事成語，慣用句やことわざなどの知識分野は，必ずその語句のもとと
なる故事や由来なども覚えるようにしよう。

★ワンポイントアドバイス★


