
仙台育英学園高等学校（B日程基礎）
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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　－22＋3×4＝－4＋12＝8

2　9a2b3÷3ab＝ 9a2b3

3ab ＝3ab2

3　a＋2b
2 －2a－b

3 ＝3（a＋2b）－2（2a－b）
6 ＝3a＋6b－4a＋2b

6 ＝－a＋8b
6

4　（√‾3 －2）（√‾3 ＋2）＝（√‾3 ）2－22＝3－4＝－1

第二問　（連立方程式，2次方程式，角度，確率）
1　（1）　2a＋3b＝3…①，a＋2b＝1…②　　①－②×2より，－b＝1　　b＝－1　　これを②に代
入して，a－2＝1　　a＝3

（2）　x2－8x＋15＝0　　（x－3）（x－5）＝0　　x＝3，5

2　右の図のように点A～Cをとる。円周角の定理より，∠BOC＝2∠BAC

 ＝2×33°＝66°　OB＝OCだから，∠x＝（180°－66°）÷2＝57°
3　（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，（大，小）＝（1，1），（2，2），（3，3），（4，4），（5，5），（6，

 6）の6通りだから，求める確率は 6
36
＝ 1

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

6），（4，3），（4，4），（4，5），（4，6），（5，2），（5，3），（5，4），（5，5），（5，6），（6，1） ，（6，

 2） ，（6，3） ，（6，4） ，（6，5） ，（6，6）の21通りだから，求める確率は21
36
＝ 7

12
第三問　（図形と関数・グラフの融合問題）

1　y＝－x2にx＝－2を代入して，y＝－（－2）2＝－4

2　直線ABの式をy＝ax－2とおくと，点A（－2，－4）を通るから，－4＝－2a－2　　2a＝2　　a＝1

 よって，y＝x－2

3　y＝x－2にy＝0を代入して，0＝x－2　　x＝2

4　△OAC＝ 1
2
×2×4＝4

第四問　（空間図形の計量）
1　BC＝√‾52－42＝√‾9 ＝3（cm）

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　①　　2　③　　3　⑤　　4　②
第二問　1　（1）　④　　（2）　②　　2　⑤　　3　（1）　③　　（2）　⑤　　
第三問　1　②　　2　⑤　　3　①　　4　①　
第四問　1　①　　2　（1）　③　　（2）　④　　（3）　⑤
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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2　（1）　 1
3
×π×32×4＝12π（cm3）

（2）　中心角の大きさをx°とすると，2π×5× x
360
＝2π×3　　x＝360× 3

5
＝216（°）

（3）　π×52×216
360
＋π×32＝15π＋9π＝24π（cm2）

第五問　（ヒストグラム）
1　（1×2＋2×3＋3×6＋4×7＋5×2）÷20＝（2＋6＋18＋28＋10）÷20＝64

20
＝3.2

2　2＋3＋6＝11より，成績の低い方から数えて10番目と11番目の生徒は，3の階級に入っているか
ら，中央値は3。

3　度数の最も大きい階級だから，最頻値は4。

4　 7＋2
20
×100＝45（％）

＜英語解説＞
第一問　（アクセント・強勢問題）

A　（1）　li・bra・ry [láibr3li]　　（2）　No・vem・ber [nouv#mb6r]　　
 （3）　tra・di・tion [tr6díƒ(6)n]　　（4）　yes・ter・day [j#st6rdei]　　
 （5）　sta・di・um [stéidi6m]
B　（1）　A：いつあなたのおばあさんに会いましたか？／B：先週末，私は彼女の家で彼女に会い
ました。　「いつ？」と時を聞かれているので，①Last weekend「先週末」を強く発音する。

（2）　A：この青い帽子はいくらですか？／B：2,000円でとてもすてきです。　How much ～ ? 

「いくら？」と値段を聞いているので，③two thousand yen「2,000円」を強く発音する。
（3）　A：昨年の夏はどこを訪れましたか？／B：昨年の夏は父と一緒に大英（英国）博物館を訪れ
ました。どこを訪れたか場所を聞いているので，③the British Museum「大英博物館」を強
く発音する。

（4）　A：あそこに立っている少女は誰ですか？／B：あそこに立っている少女は私の妹です。
「誰？」と聞いているので，⑤my sister「私の妹［姉］」を強く発音する。standingはthe girl

基礎力重視の出題内容である。時間内完答をめざして，ミスのないように解いてい
きたい。

★ワンポイントアドバイス★

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

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

＜英語解答＞《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30年度－22

を後置修飾する形容詞用法の分詞。
（5）　A：これは誰の靴ですか？／B：私の兄のだと思う。　「誰の？」と聞いているので，⑤my 

brother’s「私の兄［弟］の」を強く発音する。my brother’sはmy brother’s shoesのこと。
第二問　（対話文：対話文完成・英問英答）

A　ワカ：夏休みはどうだった？／トム：（1）②素晴らしかった。／ワカ：何をしたの？／トム：

（2）①夏祭りに行った。／ワカ：特別なイベントはあった？／トム：はい。美しい花火があった。
今度の夏は一緒にお祭りに行こう。／ワカ：（3）③それはいい考えね。

B　（1）　ジャック：もしもし，ジャックです。ミサはいますか？／サトウ夫人：あぁ，こんにち
はジャック。彼女は今外出しています。／ジャック：何時に帰りますか？／サトウ夫人：ごめ
んなさい。見当もつきません。伝言を承りましょうか？／ジャック：ありがとうございます。
折り返し電話をかけるように伝えていただけますか？

 Q　「ミサは帰ってきたら何をするのでしょうか」　①　「学校に行く」　②　「映画に行く」
 〇③　「ジャックに電話をかける」このcallは「電話をかける」という意味。本文中＜call ＋ 

人 ＋ back＞は「人に折り返し電話をかける」という意味。　④　「ジャックを訪ねる」
（2）　店員：お手伝いしましょうか。／エリ：ありがとう。母へのクリスマスプレゼントを探し
ています。／店員：わかりました。クリスマスのスペシャルセールをやっています。／エリ：
おすすめは何ですか？／店員：このスカーフはいかがですか？／エリ：きれい。これをいただ
きます。プレゼント用に包装してもらえますか？／店員：もちろん。ありがとうございます。

 Q　「エリは母親に何を買うのでしょうか？」　①　「本を買う」　②　「クリスマスケーキを
買う」　③　「アップルパイを買う」　〇④　「スカーフを買う」

第三問　（語句整序問題：不定詞，慣用句，助動詞，関係代名詞，現在完了）
（1）　Tom went to the park to play baseball.　to playは「…するために」という目的を表す副
詞用法の不定詞。the parkの後に不定詞を続ける文にする。

（2）　What do you have in your hand? 　What do you have? で「何を持っていますか」とい
う意味。「手に」はin your handで表す。

（3）　You must not eat too much.　「～してはいけない」という禁止の意味はmust not ～で表
す。助動詞の後は動詞の原形がくるのでeat too muchを続ける。eat too muchで「食べ過ぎる」
の意味。

（4）　This is a hat I bought in Canada.　This is a hat which[that] I bought ～. と関係代名詞
が省略された文。I bought in Canadaがa hatを修飾している。

（5）　I have lived in England for two years.　「～したことがある」は経験の意味を持つ現在完
了形で表すことができる。live in Englandで「イギリスに住む」。 for two yearsで「2年間」。
このforは「～の間」という期間を意味を表す前置詞。

第四問　（言い換え問題：分詞，現在完了，動名詞，助動詞）
（1）　「これは牛乳から作られた食べ物だ」関係代名詞を使った文から分詞の後置修飾の文に言い換
える。関係代名詞を使った上の文はbe made from ～「～から作られる」という意味の受け身
表現。下のa food made from milkのmadeは過去分詞の形容詞用法でa foodを後置修飾してい
る。

（2）　「ベッキーは3時にここに来て，まだここにいる」→「ベッキーは3時からずっとここにいる」
現在完了形で3時から今までのことを表すことができる。これは継続の意味の現在完了形。since 
～で「～以来」という意味。

（3）　「サッカーをするのは楽しい」　「…すること」という意味を不定詞to playからplayingという
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動名詞に変える。上の文はIt is ～ to …の形式主語構文でこのItはto以下を指す形式主語になる。
下は動名詞playingを使いPlaying soccerを主語にした文になる。

（4）　「ここでは英語を話さなければならない」　have to ～からmust ～を使った文に書き換える。
have to ～もmust ～も「～しなければならない」の意味。

（5）　「今週末は映画を観に行こう」　Let’s ～，Shall we ～ いずれも「～しよう」という意味の
勧誘表現。

第五問　（長文読解問題・説明文：適語選択補充，内容把握，指示語）
（全訳）　日曜日の朝，朝食後，あなたはお気に入りの服を着て友人と出かける。これは普通のこと
だが（1）④なぜ人々は服を着なければならないのだろうか？人々が服を着る主な理由は3つある。
　第一は物理的な理由だ。雪や雨の日には服はあなたを温め濡れないようにしてくれる。寒い冬の
日はコートを着る必要がある。服はあなたの身体を保護するのだ。
　第二の理由は文化的なものだ。世界のほとんどの場所であなたは体を服で覆わなければならな
い。たとえば，アラビアのいくつかの国では女性は顔を覆わなければならない。それぞれの国の文
化が服のスタイルに影響を与える。
　第三の理由は社会的な（3）ものだ。他の人を引き付けたり自分のスタイルを見せたりするために
人々は様々な服を着る。他の人たちの服とほとんど同じだが，小さな違いがある。小さな違いと
は，たとえば，長袖や色とりどりの縫い目が彼らをもっと「独創的」に見せるのだ。
問1　次の文で「人が服を着る主な理由は3つある」と続くので「なぜ人々は服を着なければならな
いのだろうか」という意味になると想像できる。④whyを入れる。
問2　physical reasonは「物理的な理由」という意味。続く2文で具体例が示され同段落最終文に
その結論が示されているので①が正解。protect ～で「～を保護する」という意味。

問3　oneは繰り返しを避けるために用いられ，前出の名詞を指す。「3つ目の理由は社会的なもの
（＝ reason）である」ということなので，このoneはreasonを指す。
問4　（a）　「なぜアラビアのいくつかの国で女性は顔を覆うのですか？」第3段落2，3文参照。それ
ぞれの国の文化が影響を与えるとあるので③「なぜならそれが彼らの文化だからだ」が正解。　
①「なぜなら彼らには物理的な理由があるからだ」　②「なぜなら彼らはとても恥ずかしがり屋
だからだ」　④「なぜなら彼らは彼らの手を覆いたいから」　⑤「なぜなら面白い理由があるか
ら」　（b）　「他の人を引き付けたり彼らのスタイルを見せるために人々は何をするのですか？」
最終段落第2文参照。④「彼らは様々な服を着る」に一致。many kinds of ～「様々な ～［たく
さんの種類の ～］」　①「体を温かく保つ」　②「天候から体を守る」　③「体を覆う」　⑤「服の
スタイルに大きな違いが生まれる」

読解問題では前後の流れに注意しながら読み進めよう。指示語に関する問題では，
答えは直前にあることが多い。前後の流れに注意しながら空所や問われる個所の前
後を丁寧に見るようにしよう。

★ワンポイントアドバイス★
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＜理科解説＞
第一問　（ヒトの体のしくみ，生物どうしのつながり，環境―肺のしくみ，食物網，環境保全）

1　（1）　肺による呼吸では，空気中から酸素（①）がとりこまれ，二酸化炭素（⑤）が放出される。鼻
や口から吸いこまれた空気は気管を通って肺（②）に入る。気管の先は枝分かれして気管支（③）
となり，その先に肺胞（④）がある。肺胞のまわりには毛細血管があり，肺胞と毛細血管の間で
酸素と二酸化炭素のやりとりがされている。図1で，Aは肺（②），Bは気管支（③），Cは心臓，
Dは肺胞（④），Eは酸素（①），Fは二酸化炭素（⑤）である。

（2）　酸素（E）を多くふくむ血液は動脈血，二酸化炭素（F）を多くふくむ血液は静脈血である。酸
素（E）は呼気（はく息）より吸気（吸う息）に多くふくまれている。酸素（E）は赤血球，二酸化炭
素（F）は血しょうによって運ばれる。

（3）　図2で，ストローは気管，ペットボトルはろっ骨，ゴム風船は肺（A），ゴム膜は横隔膜を表
している。肺には筋肉がなく，ろっ骨と横隔膜のはたらきで空気が吸いこまれたり，はき出さ
れたりする。

2　（1）　図1で，無機物をとり入れているAは生産者で植物，Bは植物を食べて有機物をとり入れる
草食動物，Cは草食動物やほかの動物などを食べて有機物をとり入れる肉食動物，Dは死がい
や排出物などから有機物をとり入れ，呼吸によって無機物に分解する分解者で，ミミズは分解
者にあてはまる。

（2）　ペニシリンは世界ではじめて発見された抗生物質（微生物の成長をさまたげる物質）で，
1928年にアオカビの分泌物から発見された。

（3）　細菌類は無性生殖によって増える。
3　（1）　ラムサール条約は，特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約で，水鳥が

食物連鎖にふくまれる生態系のある湿地保護を目的としたものである。日本では，藤前干潟の
ほかにも釧路湿原や琵琶湖など50か所が登録されている。

（2）　水素と酸素の反応を利用した燃料電池や，発生する熱を利用した燃料電池（コージェネレー
ションシステム）などは，生態系を直接利用するものではないため，自然界のつり合いをくず
すものではない。

第二問　�（水溶液の性質，酸化・還元，中和と塩－もののとけ方，酸化銅の還元，塩酸と水酸化ナ
トリウム水溶液の中和）　

1　（1）　デンプンが分解されてできるブドウ糖は水にとけるが，デンプンは水にとけない。
（2）　質量パーセント濃度は，溶質の質量が，溶質と溶媒を合わせた溶液の質量の何％にあたる

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

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

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

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

＜理科解答＞《学校からの正答の発表はありません。》
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かを表したものである。水溶液は混合物である。砂糖が水にとける前と，とけた後では，全体
の質量は変わらないが，体積は変化する。

（3）　それぞれの水溶液の質量パーセント濃度は，　①　80÷（420＋80）×100＝16（％），②　25÷
（100＋25）×100＝20（％），③　25÷100×100＝25（％），④　32÷（100＋60）×100＝20（％）であ
る。

2　（1）　ガスバーナーに火をつけるときは，マッチの火をつけてからガス調節ねじを開く。酸化銅
と炭素の混合物を加熱すると，気体の二酸化炭素が発生し，固体の銅が残り，液体は発生しな
い。ガラス管を石灰水の中に入れたままガスバーナーの火を消すと，石灰水が試験管Aに逆流
して，試験管がわれることがある。

（2）　二酸化炭素を石灰水に通すと，石灰水は白くにごる。
（3）　4gの酸化銅と0.3gの炭素が過不足なく反応すると銅を3.2g取り出せるので，銅を6.4g取り出
すには，8gの酸化銅と0.6gの炭素が過不足なく反応すればよい。10gの酸化銅と0.6gの炭素粉末
を混ぜて加熱すると，8gの酸化銅と0.6gの炭素が反応して，銅を6.4g取り出せる。①では炭素，
②では酸化銅がそれぞれ不足していて，④では10gの酸化銅と0.75gの炭素が反応して取り出せ
る銅は8gになる。

3　（1）　石灰石を酸性の溶液に入れると，石灰石の主成分である炭酸カルシウムと溶液中の酸が反
応して，酸性が弱まっていく。

（2）　塩は酸の陰イオンとアルカリの陽イオンが結びついてできる。硝酸カリウムは水によくと
ける。水にとけた物質も，水を蒸発されるとふたたび結晶として取り出すことができる。

第三問　（地震，地球と太陽系，天気の変化－地震，太陽系の惑星，天気の変化）　
1　（1）　はじめの小さなゆれ（ア）を初期微動，あとからくる大きなゆれ（イ）を主要動といい，初期

微動はP波，主要動はS波によって伝えられる。
（2）　図から，B地点では，初期微動が12時20分07秒にはじまり，主要動が12時20分12秒からは
じまっていることから，初期微動継続時間は，12－7＝5（秒）である。

（3）　A地点とB地点での初期微動のはじまった時刻を比べると，A地点では12時20分04秒，B地
点では12時20分07秒であることから，P波が伝わるのに3秒の差があることがわかる。距離の差
は，40－16＝24（km）なので，P波の速さは24（km）÷3（s）＝8（km/s）とわかる。よって，地震が
発生してからA地点にP波が到着するまでにかかった時間は，16（km）÷8（km/s）＝2（s）である。

2　（1）　太陽系で最も直径の大きな惑星は木星である。
（2）　地球型惑星はおもに岩石でできていて，小型で密度が大きく，水星・金星・地球・火星が
分類される。また，木星型惑星はおもに気体や氷でできていて，大型で密度が小さく，木星・
土星・天王星・海王星が分類される。

（3）　地球の衛星は月である。以前は惑星に分類されていたが，現在は太陽系外縁天体に分類さ
れているのは冥王星である。細長い楕円軌道のすい星にはハレーすい星などがある。

3　（1）　◯は快晴の天気記号で，矢羽根の出ている方角が風のふいてくる風向である。
（2）　観測の結果から，山口県萩市では，3月21日は南よりの風がふき，しだいに気圧が低下し，

3月22日の昼過ぎには風向が南よりから北よりに変わり，しだいに気圧が上昇していっている
ことがわかる。これらのことから，3月22日の昼ごろにかけて低気圧が近づき，3月22日の昼過
ぎに寒冷前線が通過していったことがわかる。よって，3月21日の天気図は，高気圧におおわ
れているア，3月22日の天気図は寒冷前線が通過する直前のウ，3月23日の天気図は低気圧が通
過し北よりの風がふいているイであると考えられる。
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第四問　（電流と電圧，仕事，光の性質－オームの法則，仕事の原理，光の屈折・凸レンズ）
1　（1）　電圧計は，はかりたい部分に並列に接続する。また， が豆電球（電球）を表す回路記号で

ある。
（2）　電熱線a，cは直列につながれているので，それぞれの電熱線に1.0Aの電流が流れ，電熱線

a，cと電熱線bは並列につながれているので，電熱線bに流れる電流は，4.0－1.0＝3.0（A）であ
る。電熱線cの抵抗は3.0Ωなので，電熱線bに加わる電圧は，3.0（A）×3.0（Ω）＝9.0（V）とわか
り，電源の電圧も9.0Vとわかる。

（3）　電熱線cに加わる電圧は，1.0（A）×2.0（Ω）＝2.0（V）なので，電熱線aに加わる電圧は，9.0－
2.0＝7.0（V）である。よって，電熱線aの抵抗は，7.0（V）÷1.0（A）＝7.0（Ω）

2　（1）　動滑車を用いるとつなを引く長さは，物体を引き上げる距離の2倍必要となるので，10

（m）×2＝20（m）
（2）　動滑車を用いると必要な力は物体に加わる重力の大きさの半分の大きさですむので，200（N）

 ÷2＝100（N）となる。（1）より，つなを引く長さは20mだから，仕事の大きさは，100（N）×20

（m）＝2000（J）となり，この仕事を20秒かけておこなったので，仕事率は，2000（J）÷20（s）＝
100（W）

（3）　定滑車は力の向きを変えているだけなので，つなを引く長さは物体を引き上げる距離と等
しく，つなを引く力の大きさは物体にはたらく重力と等しくなる。よって，動滑車と比べて，
つなを引く距離は半分，つなを引く力の大きさは2倍となる。

3　（1）　光が物質の境界面に入射するとき，境界面に対して垂直な直線と入射光との間の角が入射
角，屈折光との間の角が屈折角である。光がアクリル板から空気中へ進むとき，入射角＜屈折
角となるように光は境界面で屈折する。

（2）　凸レンズの焦点はレンズの中心をはさんで，軸上に2点あり，光源側の焦点はレンズの中心
から左に4目盛りの位置となる。レンズの焦点よりも遠い位置に物体があるときはスクリーン
に上下左右が逆の実像がうつり，その大きさは，物体が焦点距離の2倍よりも遠い位置にある
ときは物体よりも小さく，焦点距離の2倍の位置にあるときは物体と同じ大きさ，焦点距離の2

倍より近い位置にあるときは物体よりも大きくなる。

標準レベルの問題が中心だが，幅広い単元から出題されるので，かたよりのないよ
うに学習しておこう。また，やや長めの文の正誤問題も出題されるので，正確な知
識を身につけて，勘違いなどが生じないようにしておこう。

★ワンポイントアドバイス★

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

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

＜社会解答＞《学校からの正答の発表はありません。》
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＜社会解説＞
第一問　（公民－憲法・政治のしくみ・国際社会など）

1　実質的平等を確保するために国家による制限がされやすい自由権。居住・移転・国籍離脱の自
由や財産権などが含まれる。

2　国民の投票の自由を確保するため投票の秘密は厳格に保障されている。
3　地方交付税は財政格差是正のための交付金，国庫支出金は国の補助金。
4　排他的経済水域とは沿岸国に水産資源などの管理権が認められている水域。
5　地方自治は身近な問題を住民自ら解決することを通じて民主主義を学習できる場である。
第二問　（公民－消費者問題・価格・社会保障など）　

1　生産と消費の最終的な決定権が消費者にあるとする消費者運動の基本的な考え方。
2　生産の減少だけでなく原材料価格や賃金の上昇，税の引き上げなどでも供給曲線は左に移動。
3　原油価格は需要と供給の関係で決定される均衡価格。
4　2000年，高齢者を社会全体で支える目的で導入。40歳以上のすべての国民に加入が義務付けら
れ保険料を徴収，要介護状態などに応じて給付や様々なサービスを受ける。

5　①がリデュース（発生抑制），②がリユース（再利用），③がリサイクル（再生利用）。
第三問　（日本と世界の歴史－原始～現代の政治・社会・文化史など）

1　独断で日米修好通商条約を締結した井伊直弼はこれを非難する人々を弾圧，その後薩摩や水戸
藩の浪士により桜田門外で暗殺された。

2　神殿を思わせるような巨大な木柱を用いた建物跡などが発掘された縄文最大規模の遺跡。
3　輸出の急増で低下した生糸の品質や生産技術の向上などを目的に1872年操業。政府の殖産興業
政策に大きく貢献した。

4　日米安保条約の改定をめぐり国論は二分，連日大規模なデモ隊が国会周辺を取り巻く中強行採
決。条約成立とともに岸首相は退陣を表明。

5　聖徳太子は中国の隋に使者（小野妹子）を派遣。魏に使いを送ったのは邪馬台国の卑弥呼。
6　毎年規則的に発生するナイル川の氾濫を1年・365日とする太陽暦で正確に予測。
7　古墳時代前期には円筒埴輪が中心であったが中期以降は人や動物などの形象埴輪が登場。
8　701年，文武天皇が刑

おさかべ

部親王や藤原不比等らに命じて制定。
9　父・道長とともに藤原氏の全盛を創出。52年間にわたり摂政・関白として政治の実権を掌握。
10　A・江戸，B・縄文，C・明治，D・昭和，E・飛鳥。
第四問　（日本の地理－地形図・自然・産業など）

1　中国・四国の二つの山地が夏・冬の季節風をさえぎるため年間を通じて降水量が少ない。
2　北上高地は古くから馬の飼育が盛んで現在でも農業に占める畜産の割合は高い。
3　急速に成長するアジアへの窓口として発展。①は東京，②は愛知，③は大阪。
4　自動車は日本の全輸出額の16％余りを占める第1位の品目。経済摩擦や円高などから工場の海外
移転が進んでいるがその地位は依然として高い。

5　山形を代表する河川は県を南北に貫流する最上川。阿賀野川は福島県西部を源に会津地方から
新潟県北部を流れ日本海にそそぐ川。

第五問　（地理－自然・アメリカの産業など）
1　日の出から日没まで太陽が地平線とほぼ平行に移動するため薄明りが長く続く現象。
2　かつては旧宗主国であるイギリスとの関係が強かったが，1970年代以降は日本，近年は中国な
どアジア諸国との関係が拡大。

3　地下水をくみ上げる井戸を中心に散水装置の付いたアームを回転させて灌漑する方法。
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4　乾燥地帯にみられる灌漑方法。主にアメリカのロッキー山脈の山麓からグレートプレーンズ（大
平原）にかけての平原で利用。

5　シリコンとはICの材料となる物資で，サンフランシスコ郊外の渓谷地帯は半導体の集積回路な
ど先端技術産業が集中している。

＜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，故事成語）
問一　1の「とる」は手でつみとるという意味なので④を用いている。同訓異字の「執る（仕事を処
理する）」「捕る（つかまえる）」「撮る（カメラなどで撮影する）」と区別する。2は別のものに取りか
えることなので④を用いている。同訓異字の「変える（前と違ったものになる）」「帰る（人などが
もとの場所にもどる）」「返る（もとの状態になる）」と区別する。3は布を切ることなので②を用い
ている。同訓異字の「建つ（建造物を築く）」「立つ（まっすぐに置く，成り立たせるなど）」「絶つ（終
わりにする）」と区別する。4は役目などに身を置くことなので③を用いている。同訓異字の「尽
くす（出し切る）」「付く（離れないように一緒になる）」「突く（強く押す）」と区別する。5は走るこ
となので①を用いている。同訓異字の「欠ける（必要なものや一部分がない）」「懸ける（気持ちを
向けるなど）」「架ける（かけ渡すこと）」と区別する。
問二　1の「八方」はあらゆる方面という意味で，非の打ちどころがない美人ということから転じて，
多くは軽蔑の意味を込めて用いられる。2の「満場」はその場にいる人すべて，という意味。3は
飼っていた猿に朝三つ，暮れに四つの実をやろうとしたら猿が怒ったので，それなら朝四つ，暮
れに三つやろうと言ったら猿が喜んだという故事から。4の「千」「万」は数が多いことを表す。5

は七度転んで八度起き上がることから。「しちてんはっき」と読み「七転び八起き（ななころびや
おき）」ともいう。
問三　1は「果報（＝幸運）」は人間の力ではどうすることもできないので気長に待つべきだという
ことなので③が適切。2はひょうたんから出るはずのない駒（＝本物の馬のこと）が飛び出すとい
う意味なので②が適切。3は木で鼻をくくる（「こする」という意味の「こくる」の誤用が一般化
した言葉）と，紙のようにしなやかでなく鼻に合わせようがないことから，③が適切。4はどんな

高齢社会や環境問題など日本が直面している問題に関する出題は多い。日ごろから
世の中の動きなど注意を払い疑問に思ったことは必ず調べる習慣をつけよう。

★ワンポイントアドバイス★

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

第二問　問一　②　　問二　a　③　　b　①　　c　②　　問三　②　　問四　④　　
問五　①　　問六　②

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

＜国語解答＞《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30年度－29

方向に風向きが変わって起こったのかという意味なので，①が適切。5は他の山から出るつまら
ない石でも自分の宝石をみがく役に立つという意味なので，④が適切。

第二問　（論説文－大意・要旨，内容吟味，文脈把握，指示語，接続語，脱語補充）
問一　1は直後で述べているように聞いて楽しめる話のことで，この具体例として葛飾北斎が一日
に三回も引っ越しした話は興味が湧くことが述べられているので，②が適切。聞いて楽しめる話
で興味が湧くことに触れていない他の選択肢は不適切。　
問二　aは後に「～て（で）も」を伴って量や程度がはなはだしいさまを表す「いくら」，bはかなり
な程度であることを表す「よっぽど」，cは生涯九三回引っ越しをした話よりは，一日に三回引っ
越した日もある話の方がわずかでも興味が湧くという意味で「少し」，がそれぞれ入る。
問三　2は人生の最後の十三年間で三七回も引っ越している葛飾北斎のことで，直後の段落で部屋
の掃除をしない北斎にとって部屋の掃除よりも引っ越しの方が楽だったことが述べられているの
で，②が適切。①の「ぜいたくな生活を送ることができる」，③の「誰かに掃除を依頼できる」
ことは述べられていないので不適切。「北斎は料理は一切せず」と述べているので④も不適切。
問四　3は，引っ越しを繰り返していた北斎の最後の九三回目の引っ越しで，新しく引っ越した先
の家は北斎自身が暮らしていた家だったが，自分が出て行った荒れ放題の状態のままであったこ
とを指しているので，④が適切。荒れ放題のままだったかつての家を見て北斎自身も何かを悟っ
たのか，それが最後の引っ越しになった，という文脈になる。指示語はその内容となる部分を指
示語にあてはめて，文脈がおかしくならないかを確認する。
問五　4直前で述べられているように，版画だけでなく肉筆画も多かった北斎の天井絵「八方睨み
鳳凰図」は，北斎が八十九歳のときの作品であることに筆者は4のように感じているので，①が
適切。北斎が八十九歳で肉筆画を描いていることに4のようになっているので，他の選択肢は不
適切。
問六　5のある段落と直前の段落では，情報は白黒の線だけで描いた絵のようなもので，北斎の場
合，「引っ越し九三回」「富嶽三十六景の絵師」というだけでは見えてこない話として，年齢を重
ねても巨大な肉筆画を描いたことなど北斎の魅力的な人間性を加える＝色を付けることで，いき
いきとした北斎の姿が浮かんでくる，ということを述べているので②が適切。情報すなわち話に
さまざまなエピソードを加えて魅力的に表現することで，いきいきと面白いものになることを5

のように述べているので，北斎の絵の説明になっている①は不適切。③の「自分の作り話を付け
加える」，④の「カラフルなイラストや写真を資料としてたくさん使う」ことは述べていないの
でいずれも不適切。

第三問　（小説－情景・心情，内容吟味，文脈把握）
問一　「適切でないもの」を選ぶことに注意。冒頭で，吹奏楽部の部長である大志は打楽器奏者を
探していて，昼休みに屋上でドラムの練習をしていた女の子を勧誘するが，断られてしまったこ
とが説明されている。1後で，大志はこの時断られた女の子をもう一度勧誘しようとしているこ
とから，1のようにして再び彼女を誘おうとしている自分が弱気にならないように，気持ちを新
たにして落ち着かせているので，①，③，④は適切。②の「かっこよく」は読み取れないので適
切でない。
問二　2は吹奏楽部への入部を勧誘しに来た大志に対する女の子の様子である。2前で描かれている
ように，「その日のうちに来るとは思わなかったのだろう」＝冒頭にあるように，昼休みに勧誘
を断ったのにその日の放課後にまた来るとは思わなかった，という気持ちで驚いて2のようにな
っているので，④が適切。断ったのにその日のうちにまた来たことに対する驚きで2のようにな
っているので，①の「嫌悪」，②の「悲しみ」，③の「不安」はいずれも不適切。
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問三　3は，何を言っても突っぱねてビクビクして，もっと愛想がよくて前向きな子を探した方が
部長としても楽だろうなと大志に言われた時の彼女の表情である。3直後で，今の自分に心底嫌
気がさしているのは自分自身だとでも言いたげな顔を彼女がしていることから，③が適切。彼女
が自分自身に嫌気がさしていることを説明していない他の選択肢は不適切。
問四　（中略）直後で，ホルンを吹く大志とドラムを鳴らす志音の二人だけの演奏の音が，音楽室を
いっぱいにしてグラウンドを抜けて海へ出て，地球を一周して戻ってくると表現されている。4

直後の「最高だよ，給前さん。君がいればきっと，俺達は」という大志の言葉はこの演奏の感想
であり，「そんな志音の様子」＝演奏の最後でバチを落とす失敗をして志音は気を落としているが，
大志は二人の演奏の音が溢れて広がっていくことを感じて「高揚」しているので，③が適切。大
志は二人の演奏を最高だと話しているので「自分の演奏がうまくできたこと」とある①，「初心
者の志音が曲の終盤まで演奏できたこと」に「感心した」とある④はいずれも不適切。志音がバ
チを落としたのは振り上げた瞬間に掌を離れてしまったからなので，②も不適切。
問五　5は直前で描かれているように，誰かと演奏するのは楽しいと話す志音に対する大志の表情
である。この時の志音の様子をきっかけに，この後で吹奏楽部へ入部してくれるかということを
大志が慎重に聞いていることからも，入部を断っていた志音が大志との演奏を通して心を開きか
けていると感じて5のようになっているので，②が適切。志音が誰かと演奏することを楽しいと
話して心を開きかけていることで5のようになっているので，他の選択肢は不適切。
問六　6の「青空が覗いていた」「光が射す」という表現からは，志音のこれからが良い方向に行く
ことを暗示していることが読み取れる。大志からの吹奏楽部への入部の誘いに対して首を縦に振
ろうとした＝入部することを受け入れようとしたものの，志音はやはり戸惑ってしまったが，「変
えたいって，思ったんだろ？今」と大志に言われた後に6の描写があることから，自分を変える
ために吹奏楽部へ入部することが読み取れるので，①が適切。②の「音楽以外のことは何も考え
られなくなっていく」，③の「吹奏楽部には入部せず」は読み取れないので不適切。志音が良く
ない方向にいくことを暗示するという説明になっている④も不適切。

ことわざや慣用句，四字熟語などの知識分野は語句と意味を覚えるだけでなく，そ
の由来も一緒に覚えることで，より明確にとらえることができる。

★ワンポイントアドバイス★


