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＜数学解説＞
第一問　（正負の数，1次式の減法，二次方程式，場合の数，平面図形）
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4　題意を満たすのは，（x，y，z）＝（1，2，7），（1，3，6），（1，4，5），（2，3，5）の4組。

5　1辺の長さがaの正三角形の高さは√̄3 
2

aと表されるので，1辺の長さが2cmの正三角形の面積は，

 
1
2
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2
×2）＝√̄3 　　よって，1辺の長さが2cmの正六角形の面積は，√̄3 ×6＝6√̄3 （cm2）

第二問　（図形と関数・グラフの融合問題）

1　直線ABの傾きは，0－9
3－0

＝－3　　また，切片は9だから，y＝－3x＋9

2　y＝－3x＋9とy＝ 3
2

xからyを消去して，－3x＋9＝ 3
2

x　　－6x＋18＝3x　　－9x＝－18　x＝2

 これをy＝ 3
2

xに代入して，y＝3　　よって，P（2，3）

3　（1）　直線nの式はy＝ 3
2

x＋ 3
2
　　これにy＝0を代入して，x＝－1　　よって，C（－1，0）した

がって，AO：AC＝（3－0）：{3－（－1）}＝3：4

（2）　OP//CDより，平行線の同位角は等しく，2組の角がそれぞれ等しいので，△APO∽△ADC

面積比1：4＝12：22より，相似比は，AO：AC＝1：2＝3：6　　C（－3，0）のとき，直線nの式

 をy＝ 3
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x＋b1とおくと，点Cを通るから，0＝－ 9
2
＋b1　　b1＝
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　　C（3＋6，0）のとき，直

 線nの式をy＝ 3
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x＋b2とおくと，点Cを通るから，0＝27
2
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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　ア　2　　2　イ　2　　ウ　8　　エ　1　　オ　7　　カ　1　　キ　2　　
3　ク　1　　ケ　7　　4　コ　4　　5　サ　6　　シ　3

第二問　1　ア　3　　イ　9　　2　ウ　2　　エ　3　　3　（1）　オ　4　　（2）　カ　9

キ　2　　ク　2　　ケ　7　　コ　2　　
第三問　1　ア　1　　イ　6　　2　ウ　7　　エ　3　　オ　6　　3　カ　5　　キ　1

ク　2　　4　ケ　1　　コ　1　　サ　8

第四問　1　ア　4　　イ　3　　2　ウ　1　　エ　6　　オ　3　　カ　3　　3　キ　5

ク　7　　4　ケ　2　　コ　6　　サ　4

第五問　1　ア　2　　イ　3　　ウ　9　　エ　7　　オ　2　　2　カ　8　　3　キ　2

ク　6　　ケ　8　　コ　9

＜数学解答＞《学校からの正答の発表はありません。》

Ｂ日程独自
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第三問　（確率）
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，

 6），（2，5），（3，4），（4，3），（5，2），（6，1）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，（大，小）＝（2，6），（3，4），（4，3），（4，6），（6，2），（6，4），（6，6）の7

 通りだから，求める確率は， 7
36

3　目の和が2，3，5，7，11のときで，（大，小）＝（1，1），（1，2），（1，4），（1，6），（2，1），（2，
3），（2，5），（3，2），（3，4），（4，1），（4，3），（5，2），（5，6），（6，1），（6，5）の15通りだか

 ら，求める確率は，15
36
＝ 5
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4　 1
2

a＋ 1
3

b＝3…①　　a＝2のとき，①より，1＋ 1
3

b＝3　　b＝6　　a＝4のとき，①より，2＋

 
1
3

b＝3　　b＝3　　よって，求める確率は， 2
36
＝ 1

18
第四問　（空間図形の計量）

1　1辺の長さがaの正三角形の高さは√̄3 
2

aと表されるので，△ABC＝ 1
2
×4×（√̄3 

2
×4）＝4√̄3 （cm2）

2　AからBCにひいた垂線をAHとすると，AH＝√̄3 
2
×4＝2√̄3 　　BQ＝ 1

2
BE＝2　　よって，四角

 錐A－BQRC＝ 1
3
×（2×4）×2√̄3 ＝16√̄3 

3
（cm3）

3　三角柱ABC－DEF＝4√̄3 ×4＝16√̄3 　　辺ADの中点をSとすると，PS＝AP＝1　　三角錐P－

 SQR＝ 1
3
×4√̄3 ×1＝4√̄3 

3
　　三角柱ABC－SQR＝三角柱SQR－DEF＝16√̄3 × 1

2
＝8√̄3 　　よっ

 て，V1：V2＝（8√̄3 －4√̄3 
3 ）：（8√̄3 ＋4√̄3 

3 ）＝20
3
：28

3
＝5：7

4　求める立体は円柱で，その体積は，π×42×4＝64π（cm3）
第五問　（点の移動と面積）

1　点Pが辺AB上にあるとき，AP＝2x，AQ＝xより，△APQ＝ 1
2
×AP×AQだから，y＝x2　　点Pが

 辺BC上にあるとき，AQ＝xより，△APQ＝ 1
2
×AB×AQだから，y＝3x　　点Pが辺CD上にある

 とき，PQ＝6×4－2x－x＝24－3xより，△APQ＝ 1
2
×PQ×ADだから，y＝3（24－3x）＝－9x＋72

2　PQ＝24－3x＝0より，x＝8

3　点Pが辺AB上にあるとき，x2＝4　　x＞0より，x＝2　　点Pが辺CD上にあるとき，－9x＋72＝4

 －9x＝－68　　x＝68
9

A日程独自問題と同様な出題構成，難易度である。基礎を固めたら，過去の出題例
を研究しておこう。

★ワンポイントアドバイス★

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

第二問　（1）　④　　（2）　④　　（3）　⑥　　（4）　①　　（5）　④　　（6）　②　　（7）　①　

＜英語解答＞《学校からの正答の発表はありません。》
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＜英語解説＞
第一問　（アクセント・発音問題）

A　（1）　a・gain [6g#n]　　（2）　cof・fee [k$(\)fi]　　（3）　dif・fi・cult [dífik5lt]　
　（4）　to・mor・row [t6márou]　　（5）　u・ni・ver・si・ty [ju\n6v^\s(6)ti]
B　（1）　house [haus]　　①　bought [b4\t]　　〇②　mouth [mau˙]　　③　could [k6d]　

 　④　young [j5©]
（2）　great [greit]　　①　early [6\rli]　　②　dream [dri\m]　　③　weather [w3ø6r]　　
 　〇④　break [breik]
（3）　looked [lukt]　　〇①　stopped [stapt]　　②　opened [oup(6)nd]　
 　③　stayed [st3id]　　④　loved [l5vd]
（4）　culture [k5ltƒ6r]　　〇①　fun [f5n]　　②　busy [bizi]　　③　cute [kju\t]　
 　④　true [tru\]
（5）　gas [g2s]　　①　rise [raiz]　　②　has [h2z]　　〇③　most [moust]　
 　④　pleasure [pl3Ω6r]

第二問　（語句整序問題：不定詞, 関係代名詞, 現在完了, 分詞, 動名詞, 受け身, 比較, 慣用句）
（1）　It is important for us to study very hard.　＜It is ～ for ＋ 人 ＋ to…＞「人にとって…
するのは～だ」の構文に当てはめる。「～」にはimportantが入る。

（2）　This is a song that makes me happy.　「私を幸せにする」はa song「歌」を修飾する部分
になり関係代名詞節で表す。このthatは関係代名詞。＜make ＋ A ＋ B＞で「AをBにする」の
意味。A ＝ me, B ＝ happyとなる。

（3）　He has lived in China for two years.　「2年間ずっと住んでいる」という継続を表すので
He has livedと現在完了形にする。「中国に」はin China。「2年間」という期間は「期間」を表
す前置詞forを使う。

（4）　Do you know the girl running over there? 　「女の子を知っていますか？」はDo you 
know the girl? となる。「向こうで走っている」running over thereはthe girlを修飾する。こ
のrunningは形容詞用法の分詞でthe girlを後置修飾している。

（5）　I’m sad to hear the news.　＜感情を表す形容詞 ＋ to…＞で「…して～」という意味になる。
ここではsadが感情を表す形容詞になる。to hear the news「そのニュースを聞いて」。

（6）　I enjoyed playing soccer with them.　enjoyは動名詞を目的語に取るので enjoyed 
playing soccerで「サッカーを楽しんだ」という意味になる。

（7）　This book is loved by many people all over the world.　「この本は愛されている」は
This bookを主語にしてThis book is lovedという受け身の文にする。動作主はby many 
people all over the world「世界中の多くの人々」になる。

（8）　Mt. Fuji is the most famous mountain in Japan. 「最も有名な山」はthe most famous 
mountainと最上級の形にすればよい。famousの最上級はthe most famous。

（9）　We have to wait for the next bus.　「…しなければならない」はhave to …で表す。「～を

（8）　①　　（9）　⑤　　（10）　③
第三問　問1　④　　問2　②　　問3　③　　問4　①　　問5　⑤　　問6　①　　問7　②

問8　③　　問9　①　　問10　④
第四問　（1）　④　　（2）　②　　（3）　③　　（4）　⑥　　（5）　①
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待つ」はwait for ～。
（10）　I will stay at home if it rains tomorrow.　「…するつもり」はwillを使った未来形で表す。
「もし…なら」は＜if ＋ 主語 ＋ 動詞＞で表す。「もし…なら」という条件を表す副詞節では未来
のことも現在形で表すのでif it rains tomorrowと現在形になることに注意。

第三問　 （長文読解問題・論説文：内容把握, 語形変化, 和訳, 適語選択補充, 指示語, 語句整序, 内容
正誤判断）

（全訳）　今の（1）先進国は物質的な世界である。私たちの周りには本当にたくさんの物がある。企
業も新しい製品を（2）作り続けている。（3）おそらく私たちのほとんどは必要以上のものを持ってい
るが，もっと多くのものを手に入れたいと思っている。私たちは自分たちが持っているもののおか
げで，今の自分たちの生活はより便利で快適だと思うかもしれない。しかしながら私たちの中には
自分たちの現代的で物質主義的な生活様式のせいでストレスを感じる人もいる。
　この風潮の結果として，今では質素な生活（4）に興味を持つ人がいる。（5）この考え方についてメ
ディアが話す時はたいていアップル創業者のスティーブ・ジョブズのことについて話す。（6）彼はど
んな人が想像できるよりも金持ちだったが，彼はいつも同じような服を着ていた。ほぼ毎日彼は日
本人デザイナー，イッセイ・ミヤケの黒いTシャツとリーバイス501のジーンズを着ていた。彼は
日常の便利さとそのスタイルが自分の制服として気に入っていたのだ。
　同じような考えは英国の上流階級の伝統様式にも見られる。この考え方はチャールズ王子の有名
な写真と彼の靴に最もよく現れている。その靴はとても古く何度も修理されている。それは20万円
以上の値段がするもので，10年，20年がそれ以上（7）長持ちする。英国の上流階級の多くの人たちは
服や家に対して長い間（8）このような考え方を持っていた。彼らは新しいものを買い続けないのだ。
　私たちの多くにとって新しいものを買うことはとても楽しい。買い物に行かないとストレスを感
じる人もいる。しかしながら，自分たちのまわりに多くのものがありすぎることがストレスになる
人もいる。（9）もし，あなたがその種のストレスを感じているのなら，多分幸せになるために，自
分が本当に必要としているものについて考える必要がある。
問1　developed countriesは「先進国」のことなので④「バングラディシュ」が正解。
問2　keep …ingで「…し続ける」という意味なので②makingを入れる。
問3　perhaps「おそらく」。　most of us「私たちのほとんど」がこの文の主語。have more 

than necessary「必要以上のものを持っている」necessaryは「必要な」という意味。still 
want to～「まだ～したい」このstillは「まだ～」という意味。 get moreで「もっと多くのも
のを手に入れる」という意味。③が正解。
問4　be interested in ～で「～に興味を持つ」という意味になるので①inを入れる。
問5　this idea「この考え方」は前文にあるliving a simple life「質素な生活」を指すので⑤が正
解。①「ストレスを感じること」　②「便利な生活を送る」　③「新しい製品を作る」　④「物質
的な世界」
問6　（He was）richer than anyone could imagine.　比較級を用いて最上級の意味を表す表現。

anyone could imagineが「どんな人が想像できる」の部分になる。anyone could imagineよ
りもricherという関係。

問7　このlastは動詞で「長持ちする」という意味で使われている。主語はtheyで20万円以上する
靴を指す。
問8　this viewのviewはここでは「考え方［見解，見方］」という意味。同段落最終文参照。この

theyは英国上流階級の人たちを指すので③が正解。段落の前半部分はその考え方の具体例が示
されている。
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問9　If you feel this kind of stress「もしあなたがこの種のストレスを感じているのなら」この
kindは「種類」という意味。feel stressで「ストレスを感じる」の意味。maybe「たぶん」　
need to ～「～する必要がある」　think about ～「～について考える」　the things you really 
need「あなたが本当に必要な物」はthe things which[that] you really needと関係代名詞が省
略されている。you really needが先行詞になるthe thingsを修飾。　to be happy「幸せになる
ために」「…するために」という目的を表す副詞用法の不定詞。①が正解。
問10　①　「彼はとても金持ちだったが，スティーブ・ジョブズは自分の服にお金をかけなかった」
第2段落第3文参照。いつも同じような服を着ていたので一致。　②　「チャールズ王子の写真と
彼の靴から私たちは質素な生活の考え方を見ることができる」第3段落第2文に一致。第2文の
This ideaは前文のa similar idea ＝ living a simple lifeを指す。　③　「チャールズ王子の靴
は高価だったので修理することで長年履くことができた」第3段落第4文に一致。　〇④　「欲し
いものをたくさん持っているので先進国の人たちは自分たちは良い生活を送っていると感じてい
る」第1段落最終文参照。物質主義的な生活様式にストレスを感じる人がいるとあるので不一致。
　⑤　「人々は新しいものを買うことが好きだが，ある種のストレスを感じる人もいる」最終段落
第1 ～ 3文に一致。

第四問　（対話文：適文選択補充問題）
（全訳）　インタビュアー： 本日のゲストはアメリカの10代の間で最も人気のある作家のキャサリ

ン・ブラックマンです。我々の番組にようこそ。
作家　　　　　：ご招待くださりありがとう。
インタビュアー：キャシー，いつ物語を書き始めたのですか ? 

作家　　　　　：（1）④12歳の時です。
インタビュアー：若いですね。なぜ物語を書き始めたのですか ? 

作家　　　　　： アンネ・フランクの日記を読んだ時に日記をつける決意をしました。でも自分の
実生活を書くのは面白くなかった。だから物語を作り始めました。

インタビュアー：（2）②それはおもしろい。それでは，たいていどこで物語を書いているのですか ? 

作家　　　　　：（3）③よく家で書いています。でも時々近くのカフェで物語を作ることもあります。
インタビュアー：それは素敵ですね。今はどのような物語を書いているのですか ? 

作家　　　　　： （4）⑥両親のことを書いています。彼らはファッションデザイナーで2人の生活は
とてもワクワクします。

インタビュアー： 面白そうですね。読むのを楽しみにしています。今日はお越しくださりありがと
うございました。

作家　　　　　：（5）①どういたしまして。
全訳参照。
①　「どういたしまして」　②「それはおもしろい」　③「よく家で書いています」　④「12歳の時で
す」　⑤「それは残念だ」　⑥「両親のことを書いています」

長文読解問題では設問と注釈に先に目を通してから本文を読むようにしよう。そう
することでどのような内容の文章か見当がつき，またどこに注意しながら本文を読
めばよいのかわかるので時間短縮につながる。

★ワンポイントアドバイス★
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＜国語解説＞
第一問　（論説文－大意・要旨，内容吟味，文脈把握，接続語，脱語補充，漢字の書き取り）
問一　a「状況」は物事が変化していくその時々のありさま。b「典型」は基準となるもの。「形」
と間違えないこと。c「広義」は広い意味ということ。d「劇的」は劇を見ているような大きな変
化に富んでいるさま。e「含意」は「がんい」と読み，ある意味が含まれること。
問二　Aは直前の内容（モノは保存して持ち運べて効率化によって価格を下げることもできること）
とは相反する内容（ケアサービスはそうはいかないこと）が続いているので「しかし」，Bは直前
の「人々の生活水準」を言い換えた「食べるものの質や住む場所の清潔さに求める要求水準」が
続いているので「つまり」，Cは直前の内容（人的な交流の意味が込められる例として教育サービ
スでは「少人数教育」のほうが効果が高いという見方が強いこと）に付け加えた内容（育児では「人
格の交流」に価値が置かれること）が続いているので「さらに」，Dは直前の内容（本質が対人サ
ービスであるケアサービスを効率的に生み出す仕組みをつくることは簡単ではないことを認識す
ること）の理由（ケアサービス業が成長産業だと考えられてしまうことがよくあるから）が続いて
いるので「なぜなら」がそれぞれ入るので，③が適切。
問三　1は「対人サービス業」のことで，1直後の段落で，モノは集中して生産することで効率化を
成し遂げ，労働コストが低い国で生産して価格を下げることもできるが，対人サービスは生産さ
れる（＝提供する）時間・場所と消費される（＝受ける）時間・場所が同じでなくてはならない，す
なわちモノのような効率化でコストを下げることができないことが述べられているので，②が適
切。①の「サービスは提供する個人の集中力にかかっている」，③の「サービスは……共通の提
供内容を保証できない」がそれぞれ不適切。効率化によってコストを下げることを説明していな
い④も不適切。
問四　2は「家事的サービス」のことで，2のある段落で，インフラや電子レンジなどの技術の発展
は家事的サービスのコストを急激に低下させたが，生活水準などに求められる要求水準が高まっ
て家事の負担は現在でもそれなりに重く，〈食事の準備には人的な交流の意味＝手間や愛情をか
けた食事が求められること〉が込められるので，「レンジでチンする夕食」のように〈「コストを減
らす」＝効率化すること〉は〈サービスの価値を落とす＝手間や愛情のない〉ことになってしまう，
ということを述べているので，④が適切。〈食事の準備には人的な交流の意味＝手間や愛情をか
けた食事が求められること〉について説明していない他の選択肢は不適切。
問五　3は直前で述べているように「ケアサービス業が成長産業だと考えられてしまうこと」を「誤
解」と述べている。3の根拠として3後で，高齢化によってケアサービス業界が労働需要を生み出
すからであることが述べられているので，①が適切。「成長産業」＝今後も需要が増えて経済が
活性化されることが期待される産業のことなので，②の「価値が認められ」「社会的立場が向上
すること」，③の「国際化が進んでいくこと」，④の「公的支援が受けやすくなること」はいずれ
も不適切。

第一問　問一　a　②　　b　③　　c　①　　d　④　　e　②　　問二　③　　問三　②
問四　④　　問五　①　　問六　③　　問七　④

第二問　問一　④　　問二　③　　問三　A　①　　B　③　　問四　①　　問五　③　
問六　②　　問七　③

＜国語解答＞《学校からの正答の発表はありません。》
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問六　4のある文と続く一文は，製造業では市場メカニズムがうまく機能するように「お膳立て」＝
政府の経済政策ができれば生産性が高まることが期待できるが，ケアサービスはそのようなタイ
プの産業ではない，ということを述べている。この後で他の国（移民労働力によってケアサービ
ス需要を満たすことができている自由主義の国や，ケアワークのコスト縮減が常に政府の優先的
課題である社会民主主義の国）の政策状況を述べて，ケアサービスが「うまくいっている」国の
制度を持ってくればよいという話ではない，と論じているので，国すなわち政府の経済政策とあ
る③が適切。
問七　「適切でないもの」を選ぶことに注意。①は「もちろん」で始まる段落の「家事」や「同じような」
で始まる段落の「そして」直後などで述べているので適切。本文は「サービス業全般というより
も，対人サービス業」としてのケアサービスを「家事・育児・介護」「教育サービス」などの具
体例を通して説明しているので，②も適切。「効率化」について「スマートフォン」，家事労働で
「コンビニ弁当」といった身近なものを例に挙げているので，③も適切。本文後半で世界的に見
たケアワーカーの所得やケアサービスにおける他国の政策を述べているが，「うまくいっている」
国の制度を持ってくればよいという話ではないと述べていることから，「諸外国の例と細かく比
べている」とある④は適切でない。

第二問　（小説－情景・心情，内容吟味，文脈把握，語句の意味）
問一　1直後で，祖父が学徒出陣の壮行会で息子の写真が撮れなかったのは，日本中のすべてが美
徳と信じた＝日本中が戦争に行くことは立派であると信じていたことが，撮るに耐えない醜い形
だと見究めたからであり，祖父自身さえ悲しみだと錯誤（まちがうこと）したが，本当は心の悲し
みとは別の力＝戦争は醜いものだという思いがシャッターを押す指を制して（とどめて）しまっ
た，ということが描かれているので，④が適切。祖父が「日本中のすべてが美徳と信じたその姿
を，撮るに耐えない醜い形だと見究めた」ことを説明していない他の選択肢は不適切。
問二　2は，口が曲がっていることを指摘され，口が曲がるのは嘘をついたとき，見栄を張ったと
き，愚痴を言ったとき，と祖父に言われた良次の様子である。「気まずそうに」＝自分のよくな
い性格を言い当てられて面白くなかったが，「小さな会釈をした」＝言われたことに納得もして
素直に認めているので，③が適切。①の「驚いてどうしようかと思った」，②の「ひどく動揺し
ぼうぜんとしてしまった」，④の「どうすれば直せるのか教えてもらいたかった」はいずれもこ
の場面では不適切。
問三　Aの「分」は「身分」，「不相応」はつりあわない，ふさわしくないという意味なので①，B

は人を笑わせるようなことをしてふざけるという意味なので③，がそれぞれ適切。
問四　3前で祖父の体に写真を撮る力など残っていないことを「僕」は良く知っていたこと，また3

直後でもうまく立つことができない祖父の様子が描かれているので，①が適切。祖父の体のこと
に触れていない②，③は不適切。3前で，暮れに祖父が撮ると言って譲らなかった「僕」の出願
用の写真はピンボケだったのに，そのことを知らない祖父がこの時も自分の正気を信じて疑わな
いことが描かれていることから，「僕」たちの写真を撮ることを祖父が望んでしていることが読
み取れるので，「写真撮影を無理強いしたことを後悔する」とある④も不適切。
問五　4前後を含めた3段落は，「僕」が祖父に教えられたことを思い返していることが描かれている。

4のある段落では，世の中の風景や人物は赤や青や黄色の色で塗られているのではなく，みんな
光と影のモノクロであること→写真は色ではなく光と影のモノクロでしか表現できないこと，を
祖父に教えられたということなので，③が適切。「色鮮やかな美しい写真には本物が多いと祖父
は言った」とある①は不適切。②の「僕が思っている」，④の「僕が考えている」も不適切。
問六　5は，祖父が何の注文もつけずにいきなり「僕」の写真を撮ったことに対する「僕」の言葉
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である。本文でも描かれているように，「僕」の仲間であるキーチや良次の写真を撮るときには
表情にいろいろと注文を付けていたのに，自分には何の注文も付けないまま終わったことで「僕」
は5のように言っているので，②が適切。何も言われないまま撮影が終わったことで5のように話
しているので，①，③は不適切。④の「反発したい気持ち」も読み取れないので不適切。
問七　キーチや良次の写真を撮る場面ではいろいろと注文を付けているが，祖父はすでに写真を撮
る力が残っていないため「祖父の高い技術による熟練した仕事の一つ一つについて」「分かりや
すく説明」はされていないので，①は不適切。本文は「僕」の視点で描かれており，祖父に写真
を撮られるキーチや良次は「僕」の仲間として同じように描かれているだけで，「二人の個性や
成長過程が，二人のまちまちな視点によって」とある②も不適切。本文中ほど「僕はこの世に」
で始まる場面で，これまでたくさんの写真を祖父に撮ってもらっていたことを「どれくらい幸
福なことか」と思い，最後の場面で祖父のことを「日本一の，いや世界一のカメラマンなのだ」
「十八年間，僕の成長の記録を克明に撮り続けた祖父は，とうとう僕の心の中までを撮りおえて
しまった」と思っていることから，③は適切。本文は大好きな祖父を思う「僕」の視点で描かれ
ており，「今の祖父の心のやすらかさ」は読み取れないので，④は不適切。

小説は，主人公あるいは作者など第三者といった視点で描かれるので，どのような
視点で描かれているかを読み取ることも重要だ。

★ワンポイントアドバイス★


