
＜算数解説＞
〔1〕（集合，割合と比，概数，数の性質，推理）

（1） 60％は であるから，運動部か文化部に所属している生徒

は ＋ － ＝ であり，1－ ＝ が4＋58－6＝56（人）で

ある。したがって，運動部だけに所属している生徒は56÷ ×

（ － ）－6＝148（人）である。

（2） 0，1はそのままでも3倍しても，一の位で四捨五入して繰り上がりにならず，9はそのままで

も3倍しても，一の位で四捨五入して繰り上がりになる。したがって，0，1，9があてはまる。

（3） A…（い）か（う）である。

B・D…Bが（あ），Dが（え）かBが（あ），Dが（か）である。

したがって，Bは，（あ）であり，Aは，Bと戦っていないので

（う）である。

D…2試合目でBと戦ったが，Cとも戦っているので（か）である。

F…1試合目に勝っているので（え）である。

したがって，Eが（い）である。

〔2〕（平面図形，図形や点の移動，割合と比，消去算，立体図形）
（1） 図1において，中心角

110＋40＝150（度）のおうぎ

形OABの弧ABの長さが円

Ó の円周に相当するので弧

ACの中心角40度が円Ó の

アに相当し，150：360＝5

：12＝40：アより，アは12

×40÷5＝96（度）である。

（2） 図2において，○い ＋○お ＋○え の面積は2×3÷2＝3，○あ ＋○お
＋○う は2×2÷2＝2，○お ×2＋○あ ＋○い ＋○う ＋○え ＝3＋2＝5であ
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平 成 27 年 度

解 答 と 解 説
《平成27年度の配点は解答用紙に掲載してあります。》

〔1〕（1） 148人　 （2） 0，1，9 （3） い　E か　D

〔2〕（1） 96度　 （2） 9.6倍　 （3） 73cm2 〔3〕（1） 125 （2） 75回　 （3） 40

〔4〕（1） 37.5分間　 （2） 6分間　 （3） 1800m

〔5〕（1） 1800cm3 （2） 30cm （3） 5cm

＜算数解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》
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り，○あ ＋○い ＋○う ＋○え は2×3× ＝ であるから，○お は，（5－ ）÷2＝ である。したがって，

全体の長方形の面積は○おの2×3÷ ＝9.6（倍）である。

（3） 切断面は五角形ABCDEになり，立体アとイの表面積の差は，以下のようになる。

上面…アのほうが6×6－2×4÷2×2＝28（cm2）多い。

下面…アのほうが6×6－（1＋4）×6÷2×2＝6（cm2）多い。

前面…等しい。

裏面…アのほうが6×6－1×3÷2×2＝33（cm2）多い。

左面…ア6×6＝36（cm2）

右面…イのほうが6×6－3×2÷2×2＝30（cm2）多い。

したがって，これらの表面積の差は28＋6＋33＋36－30＝73

（cm2）である。

〔3〕（規則性，場合の数，数の性質）
（1） 1ケタの数…5個　　2ケタの数…10～14，20～24，30～34，40～44まで5×4＝20（個）

3ケタの数…100～104，110～114，…，140～144まで5＋20＝25（個）であり，25×4＝100（個）

したがって，全部で5＋20＋100＝125（個）並ぶ。

【別解】5進法…5×5×4＋5×4＋4＋1＝125（個）

（2）（1）より，1ケタに1個，2ケタの一の位に4個，十の位に5個，3ケタの一の位に5×4＝20（個），

十の位にも20個，百の位に5×5＝25（個）ある。したがって，全部で1＋4＋5＋20×2＋25＝75（回）

書いた。

（3） 各位の数の和が3の倍数である数を計算する。

1ケタの数…3 2ケタの数…12，21，24，30，33，42

3ケタの数…102，111，114，120，123，132，141，144，201，204，210，213，222，231，

234，240，243，300，303，312，321，324，330，333，342，402，411，414，

420，423，432, 441，444

【別解】各位の数の和が3…1＋1＋1→1通り　　0＋1＋2→4通り　　0＋0＋3→1通り

各位の数の和が6…2＋2＋2→1通り　　0＋2＋4→4通り　　0＋3＋3→2通り

1＋1＋4→3通り　　1＋2＋3→6通り

各位の数の和が9…3＋3＋3→1通り　　1＋4＋4→3通り　　2＋3＋4→6通り

各位の数の和が12…4＋4＋4→1通り

3ケタの数の合計1×5＋4×2＋2＋3×2＋6×2＝33（個）

したがって，全部で1＋6＋33＝40（個）ある。

〔4〕（流水算，速さの三公式と比，割合と比）
（1） 流れがないBC間を進む時間は{9時55分－（8時45分＋10分）}÷2＝30（分），下りの時間は10時

20分－9時55分＝25（分）であり，静水上と下りの速さの比は25：30＝5：6であるから，流れの速

さは比の6－5＝1，上りの速さは5－1＝4である。したがって，ABは6×25÷4＝37.5（分間）で上る。

（2）（1）より，エンジン故障のためにABを上るのに通常より8時45分－8時－37.5分＝7.5（分）長く

かかっており，この時間に，ボートは故障して流されてもう一度，上ったことになる。したがっ

て，等しい距離を流される時間と上る時間の比が4：1であるから，故障していたのは7.5÷（4＋

1）×4＝6（分間）である。

（3）（1）より，静水上の速さが2倍の速いボートが上る速さと通常のボートが下る速さの比は（5×
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2－1）：6＝3：2であり，AB間は6×25＝150であるから，9時55分までに速いボートは9×（9時55

分－9時45分）＝90進んでいる。したがって，（150－90）÷（3＋2）×2＝24が288mであり，AB間は

288÷24×150＝1800（m）である。

〔5〕（立体図形，グラフ，数の性質，単位の換算）
（1） P全体が水中にあるとき，水は800×10 ＝800× ＝8440（cm3）入ってい

るので，Pの体積は20×32×16＝1800（cm3）である。

（2） Pを立てたとき，水は800×11 ＝800× ＝9280（cm3）入っているので，（1）

より，Pの高さと水中部分の高さ（16cm）の比が1800：{1800－（9280－8440）}＝

1800：960＝15：8である。したがって，Pの高さは16÷8×15＝30（cm）である。

（3） 問題のグラフのaは，PのAの高さまで水が入った時間であり，bは，PのBの

高さまで水が入った時間である。したがって，B－Aの高さの差は800×5 ÷（20×32）＝ ×

＝7（cm）であり，（1）・（2）より，A×B＝1800÷30＝60＝5×12であるから，Pの最短の辺Aは

5cmである。
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★ワンポイントアドバイス★

〔2〕（1），〔4〕，〔5〕は，「比」を使ってどう解くか，がポイントである。難問はない

ので，できなかった問題は反復して練習し，考え方をマスターしてしまおう。で

きる問題から着実に解き，得点率を高めることが合格への鍵である。

〔1〕問1 ア　　問2 エ　　問3 イ　　問4 ウ　　問5 D 問6 エ，多い地点と少ない

地点が入れ混じっている

〔2〕問1 ア　　問2 1.2g 問3 12cm3 問4 2g 問5 12.5cm3

〔3〕問1 あ，45度　　問2 20g 問3 あ，30度　　問4 コ　　問5 イ，エ

〔4〕問1 ア，オ　　問2 イ　　問3 ウ　　問4 イ　　問5 ア

＜理科解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



＜理科解説＞
〔1〕（気象－季節と天気）

問1 放射冷却は，冬から春にかけて，晴れて風の弱い夜間から早朝におこりやすい。昼間は太陽

光によって地面が暖められるが，夜間は地面からの赤外線の放射によって，熱が逃げていく。曇

っていれば赤外線は雲が吸収し，再び地面に向かって放射が起こるが，晴れている場合は赤外線

は宇宙へ逃げる。この放射冷却によって，地面付近の熱は奪われ，地面付近の気温は上空の気温

よりも下がる。

問2 熱の伝わり方を考え，放射によるものを選べばよい。アはスプーンを伝わる伝導。イは温度

が高い液体が上昇する対流。ウは体表から水が蒸発するときに気化熱が奪われる現象。エが正解

で，太陽の光が直接からだの表面を温めるので，放射によって熱が伝わってきている。

問3 霜柱は，地中の水分が地上へ向かってすきまを吸い上げられ，その途中で凍ったものである。

だから，雪の氷がいったん融けて液体となり，地面に吸収され，再び凍ったものと考えられる。

なお，大気中の水蒸気が氷となったものは霜である。

問4 ひょうは，氷が激しい上昇気流に吹き上げられ，落下と上昇を繰り返すうちに大きな氷の塊

に成長したものである。このような激しい降水が狭い範囲に起こるのは，たて方向に積乱雲が発

達しているときである。問題文の2014年6月24日は，夏にもかかわらず，局地的に雪景色のよう

な状態であった。氷の塊の大きいものは直径数cmになり，車や建物を壊すことも多く，人に当

たると大けがをする危険性がある。

問5・問6 Aは日本海側，特に山沿いで雪であるが，太平洋側では問1から晴天と考えられ，ウの

図があてはまる。Bは太平洋側に雪が降っており，イの図が当てはまる。Cは関東地方のところ

どころで積乱雲による強い降水があるエの図があてはまる。エでは，必ずしも関東地方のすべて

の地点で降水があるわけではなく，降水の有無や強さがまだらになっている。これは，夏の局地

的な集中豪雨などの特徴でもあり，あちらこちらで細かく積乱雲が発達し移動していることを示

している。このような日は，場所によっては降水がほとんどみられないこともある。Dは日本列

島が広くおおわれて晴天になっており，4つの図のどれにもあてはまらない。Eは台風によって，

広い範囲で大雨が降っており，アの図があてはまる。

〔2〕（ものの溶け方－食塩の密度）
問1 問題の表は，水100cm3のときの測定結果である。食塩が36gまでは，食塩はすべて溶けるた

め，体積の増加は一定しない。36gを超えると，もはや食塩は水に溶けないので，食塩の体積の

ぶんだけメスシリンダー内の体積が一定ずつ増加する。問1では，水が50cm3だから，食塩は18g

までは溶け，それ以上は溶けない。18g溶かしたときの体積は，Aの半分である。これらのこと

を正しく表したグラフは，アである。

問2 食塩がこれ以上溶けなくなったのは，表で食塩が36gのときである。それよりも食塩を増やす

と，メスシリンダーが示す体積は食塩の体積ぶんだけ増えていく。それは，表から食塩10gにつ

き5cm3である。そこで，食塩が36gから40gまで4g増えることを考える。このときの体積の増加

は，10g：5cm3＝4g：□cm3で，□＝2cm3である。よって，表の空欄Aは116－2で114cm3と分かる。

なお，下表は，問題の表の空欄をすべて埋めたものである。水100cm3（100g）に食塩36gを加えた

136gの水溶液の体積（A）が114cm3と求められたから，食塩水1cm3あたりの重さは，136÷114＝

1.192…で，四捨五入により1.2gである。
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問3 水100cm3に食塩60gを入れても，36gしか溶けないので，60－36で24gが溶け残る。問2でみた

ように，食塩の体積は，食塩10gにつき5cm3である。このことから，食塩24gの体積は，10g：

5cm3＝24g：□cm3より，□＝12cm3である。あるいは，食塩60gを入れても36gしか溶けないので，

表の60gのときの126cm3から，空欄Aに入る114cm3を引いた，126－114＝12（cm3）が，溶け残った

食塩のぶんである。

問4 問2でみたように，食塩の体積は，食塩10gにつき5cm3である。よって，1cm3あたりの重さは，

10÷5で2g / cm3である。

問5 H君がはかったように，水に溶かさない粉末の食塩75gの体積が50cm3である。しかし，この

体積には，すきまが含まれている。一方，問2でみたように，本当の食塩の体積は，食塩10gにつ

き5cm3だから，食塩75gの体積は，10g：5cm3＝75g：□cm3 よって，□＝37.5cm3である。この

ことから，H君がはかった50cm3のうち，本当の食塩の体積は37.5cm3であり，すきまの体積は，

50－37.5＝12.5（cm3）となる。

〔3〕（力のはたらき－円板のつり合い）
問1 円板の中央に対して，AとCが対称の位置にあればつりあうので，あの向きに45°まわって静

止する。

問2 図の角度60°から，OBを一辺とする正三角形を考えると，ODの長さは，OBの長さの半分で

6cmとわかる。Oを支点とするつりあいから，12×10＝6×□で，Dにつるしたおもりの重さは，

□＝20gである。

問3 問2で考えた図3のように，一方の重さが水平線から60°下にかかる場合，重さが1：2でつりあ

う。だから，図4のように左側のおもりが右側のおもりの2倍の重さのときは，左側のおもりを

60°下に動かせばつりあう。よって，円板はあの向きに30°まわるとつりあう。このとき，Eが左

側60°下，Fが右側真横にきて，ちょうど図3の左右を逆にした形に近くなる。

問4 AとBのおもりを円板の両側につけているから，円板を回しても，支点Oからの距離は変わら

ない。左へ60°回してAがケ，Bがエの位置にきても，水平方向はつりあったままである。このと

き，もうひとつのおもりは，真下のクの位置にくる。クの位置は，60°回転する前の位置でいえ

ばコの位置である。

問5 図3を参考にして，3つのおもりがつるされた位置を，水平

である直線AB上に移す。右図のように糸を延長して，直線AB

上の位置を決めればよい。Gの位置は中心Oより左へ12÷2＝

6（cm）の点Ǵ ，Hの位置は中心Oより左へ4÷2＝2（cm）の点H́ ，I

の位置は中心Oより右へ6÷2＝3（cm）の点Í へ移る。これで3つ

のおもりを直線ABの上に移すことができたので，あとは，つ

りあいの計算をすればよい。式は，6×G＋2×H＝3×40となる。

この式が成り立つようなGとHの組合せは，選択肢のうちでは，

イ，エである。

〔4〕（植物のなかま－気温と森林）
問1 東京の「暖かさの指数」145にあたる森林は，表1から常緑広葉樹林である。選択肢のうち，

常緑広葉樹は，カシとクスノキがあてはまる。ブナは落葉広葉樹である。また，スギとモミは針

葉樹であり，針葉樹のほとんどは常緑樹である。

問2 問題の表3で，東京の月平均気温がすべて5°C下がると，3月～11月の9か月分の「平均気温－5」

も5°Cずつ下がるので，「暖かさの指数」は，9×5＝45下がる。さらに，1月，2月，12月の平均気

温は5°Cを下回るため，計算に含めなくなる。よって，5.5－5＝0.5，6.2－5＝1.2，8.3－5＝3.3で，
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合計0.5＋1.2＋3.3＝5.0もなくなり，「暖かさの指数」は5下がる。以上より，「暖かさの指数」は

45＋5で50下がる。

問3 東京の「暖かさの指数」は145だが，これが85になると落葉広葉樹林が形成される。そのため

には，「暖かさの指数」が145－85＝60下がることになる。問2で，5°C下がった場合に「暖かさの

指数」は50下がることが分かった。あと10下がるためには，3月～11月の9か月分で，あと10÷9

≒1（°C）下がればよく，現在の温度から5＋1＝6（°C）下がればよい。標高が100m高くなると，平

均気温が0.6°C下がるから，標高が1000m高くなったとき，平均気温が6°C下がる。

問4 植物の生育範囲は，鳥などによる種子の散布によっておこる。離れた場所でも，種子が運ば

れ，適した気温であれば，成長して森林を形成する。

問5 2013年の東京の「暖かさの指数」は145だが，これが180になると亜熱帯多雨林が形成される。

そのためには，「暖かさの指数」が180－145＝35上がることになる。これを12か月で割ると，月

平均気温は35÷12≒2.9（°C）ずつ上がることになる。一方，東京の年平均気温は，1913年が13.4°C，

2013年が17.1°Cであり，100年で3.7°C上昇している。この割合で計算すると，平均2.9°C上昇する

年数は，100年：3.7°C＝□年：2.9°Cで，□≒78.3年である。

＜社会解説＞
〔1〕（日本の地理・歴史－日本の国土と自然・産業など）
問1 （1） かつては島であった高松市北東の半島。那須与一の「扇の的」の舞台となった地。

（2） 源平の争いを無常観によって見事に描いた歴史文学。

問2 建設後に観光の場として活用することはあるがそれ自体が目的となることはない。

問3 今治の治からの命名。尾道・今治ルート（しまなみ海道）の来島海峡は海流が早く，昔から船

の難所として知られている。
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★ワンポイントアドバイス★

問題文の要点と流れをよくつかみ，前問の考え方や結果を上手に利用して，てき

ぱきと計算を進めよう。

〔1〕問1 （1） う　 （2） 平家物語　　問2 エ　　問3 （海峡） イ　 （地元の位置） お

問4 エ　　問5 きゅうり　　問6 ラムサール条約　　問7 ③　ウ　　④　エ

問8 A 栃木県　　B 富山県　　C タオル　　D ねぎ　　E ア

〔2〕Ⅰ　問1 4番目　長野県　・　5番目　新潟県　　問2 小泉純一郎

問3 気候変動枠組［地球温暖化防止］条約　　問4 （例） 地下核実験　　問5 ア

問6 イ・オ　　問7 ベトナム戦争　　問8 ア・エ　　問9 イ　　問10 3月10日

Ⅱ　問1 イ　　問2 エ　　問3 〔板垣退助〕らを中心に〔民霽議院設立建白書〕を提出し

た　　問4 エ・カ　　問5 イ　　問6 解体新書

Ⅲ　問1 イ　　問2 【A】 ウ　 【B】 キ　　問3 問注所　　問4 エ

問5 ア　④　　イ　⑥　　ウ　⑧　　エ　③

＜社会解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



問4 一本釣りで知られカツオの漁獲量も日本有数の県。仁淀川は水質日本一といわれる四国第3位

の川。アは大分県，イは愛媛県，ウは和歌山県。

問5 夏の露地栽培以外はハウス栽培で宮崎県や高知県は冬に，東京都周辺は春，秋が中心。

問6 イランの避暑地・ラムサールで締結された条約。

問7 温暖な四国だが松山は降水量が少なく高知は降水量が多い。アは福井，イは長野，オは那覇。

問8 A 那須一族は古来より栃木県の那須地方を支配。 B 北アルプスを源に富山湾に注ぐ急流。

黒部ダムは日本一の高さを誇る。 C 国内生産の半分を占めるタオルの産地だが近年は中国な

どの追い上げで苦戦している。 D 生産量は日本一で「深谷ねぎ」はブランドねぎとしても知

られている。 E 第一国立銀行をはじめ500余りの会社設立に関与した人物。

〔2〕（総合－国土と自然・古代～現代の政治・外交・国際社会と平和など）
Ⅰ　問1 東京都→埼玉県→群馬県→長野県→新潟県→富山県→石川県の順。

問2 2001年に就任，佐藤栄作，吉田茂に次ぎ戦後第3位の長期政権を樹立した首相。

問3 1992年，ブラジルのリオデジャネイロで開かれた地球サミットで採択された条約で，地球

温暖化防止条約とも呼ばれる。

問4 これまでの部分的核実験禁止条約では大気圏内や宇宙空間，水中での実験は禁止されてい

たが地下での核実験は対象外であった。アメリカや中国などが批准していないため当面発効す

る見通しはついていない。

問5 東日本大震災の原発事故への適用をめぐっての論争も続いている。

問6 財政収入の確保を目的に明治時代に導入。専売公社ではたばこや塩・樟脳が対象だった。

問7 フランス撤退後ベトナムは南北に分裂，50万人もの地上軍を投入したアメリカも敗退し

1976年に南北統一が実現。

問8 左右に分裂していた日本社会党が統一，これを受けて保守陣営も合同（自由党と日本民主

党），二大政党による55年体制が40年近く続くこととなった。

問9 沖縄戦終
しゅう

焉
えん

の地である糸満市の摩
ま

文
ぶ

仁丘
にのおか

に建てられた記念碑。

問10 10万人もの住民が一晩で死亡。無差別攻撃で全建物の4分の1が破壊されたという。

Ⅱ　問1 朝鮮は長い間中国王朝と君臣関係（冊封
さくほう

体制）にはあったが中国の領土ではない。下関条

約では朝鮮が独立した国であることが認められた。

問2 日露和親条約（1854年）では択捉以南は日本領，得撫
うるっぷ

以北はロシア領，樺太は両国雑居の地

とされた。

問3 征韓論で敗れて下野した板垣らは大久保利通を中心とする政権を藩閥政府として批判。こ

れに対し政府は板垣らと妥協，その一方で言論統制を強め批判を封じ込めていった。

問4 1894年の日英通商航海条約で撤廃に成功。最強国のイギリスの態度を見て他国も次々に撤

廃に同意していった。

問5 老中・水野忠邦による天保の改革。アは享保，ウ・エは寛政の改革。

問6 ドイツの解剖書のオランダ訳「ターヘル・アナトミア」を翻訳したもの。

Ⅲ　問1 金・銀・銅の流出防止を目的にとられた新井白石の「正徳の治」の政策。

問2 比叡山に学び浄土宗の開祖・法然に師事した僧侶。念仏を重視し他力本願を主張した。

問3 鎌倉や室町幕府の裁判を担当。取り調べ（問う）て内容を記す（注
しる

す）の意味。

問4 叔母である推古天皇の摂政として政治に当たったといわれる聖徳太子。

問5 ア　足利義稙は応仁の乱（1467年）の当事者である足利義視（義政の弟）の子供。 イ 「悪党」

とは強い人間といった意味で，鎌倉幕府打倒（1333年）に功績のあった楠木正成らが代表であ

る。 ウ　白河天皇は1086年に退位，堀川，鳥羽，崇徳の3代40年以上にわたり院政を実施。
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エ　豊臣氏を滅亡に追い込んだ幕府は大名を伏見城に集めて武家諸法度を発布，以降将軍の代

替わりごとに出されるのが通例となった。

＜国語解説＞
一 （小説－心情・場面・文章の細部の読み取り，空欄補充，慣用句，記述力）

問1 1前のジェイコブとウィルの会話から，ウィルに「（オール先生に）そうすべき＝あやまるべき」

と言われたジェイコブは，オール先生の図工の授業はもうとらなくてもよくて，先生とのかかわ

りもなくなるのだから，あやまる必要はない，という気持ちであることが読み取れる。これに対

してウィルは，オール先生に教わらないからこそ，先生にあやまることはごきげんとりや成績の

ためではなく，自分たちの犯したあやまちをいさぎよく認めることであり，それはりっぱな大人

になったことの証明になるのだ，と話している。もう教わらないオール先生にあえてあやまるこ

との意味を，ウィルのせりふから読み取る。

問2 2前で，ウィルはジェイコブと「ぼく」に，オール先生にあやまるべきだと話しているが，決

して強制していない。「やるもやらないもおまえたちしだいなんだ」と言って，どうするかの判

断は「ぼく」たちにゆだねている。「ぼく」たちの気持ちを考えずに無理に行かそうとしていな

いことに，「ぼく」はウィルが自分たちの気持ちを尊重してくれていることがわかり，2のように

言っているのである。

問3 Aは「最初に話し始める，発言する」という意味。Bは，この後でオール先生が「おかげで…

…」と話していることから，ロバート（＝「ぼく」）にお礼を言ったことが読み取れる。

問4 3は「君たち＝ロバートとジェイコブのお祝い」である。3前で「ぼく」はジェイコブととも

に，オール先生にひどいことをしたことをあやまりにきて，図工を教えてくださったことのお礼

もいいたかった，と話している。ウィルが「りっぱな大人になったことの証明になる」と話した

ことを「ぼく」とジェイコブは実行し，そのことに対してオール先生は「君たちのお祝いだ」と

言っているのである。
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★ワンポイントアドバイス★

10年前の出来事は事前に十分予想できたことである。過去問をチェックするのと

同様対応には万全を期しておこう。

一 問1 ① （例） 成績には関係ない（8字） ② （例） 自分たちのあやまちを認める（13

字） 問2 ウ　　問3 A ア　　B エ　　問4 （例） 二人がりっぱな大人になった（こ

とに対するお祝い）（13字） 問5 ウ　　問6 （例） マルコム先生や誰かにほめてもら

うために行動するのではなく，自分の意志で行動することが大切だ（と思うようになったか

ら）。（45字）

二 問1 a 獲得　　b 鮮（やか） c 健（やか） 問2 ア　　問3 ア

問4 自分とは立　　問5 エ　　問6 イ・エ　　問7 （例） 誰かに物語をおもしろく伝

えるために編み出してきた文法や話法といった手法。（36字）

＜国語解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



問5 4はオール先生自身のことである。直前で自分でも話しているように，外見などからロバート

たちにとってはとっつきにくい変人のようであるが，自分たちの犯した過ちを謝りに来たロバー

トたちの成長を心から喜んでいることから，生徒のことを思う優しい先生であることが読み取

れる。

問6 ロバートとジェイコブが図工の授業をもう取らないにもかかわらずオール先生にあやまった

のは，ごきげんとりではなく，自分たちの意志であやまりたいと思ったからである。そのことを

マルコム先生や他の人に言うことは，自分たちのしたことをほめてもらうことになる。しかしロ

バートとジェイコブは，ごきげんとりや誰かにほめてもらうためにあやまったのではなく，自分

の意志で行動することが大切であると思うようになり，5のように黙っていたのである。

二 （論説文－要旨・細部の読み取り，空欄補充，漢字の書き取り，記述力）

問1 aの「得」を「特」「徳」とまちがえないこと。bの音読みは「せん」。熟語は「鮮度（せんど）」

「新鮮（しんせん）」など。cの音読みは「けん」。熟語は「健康（けんこう）」「保健（ほけん）」など。

問2 直前で，物語は情報として脳や身体の中で“栄養分”になることが述べられ，直後で，

物語には必ず書き手（語り手）と読み手（聞き手）が存在し，そこではじめて物語は人を育てる，と

いうことが述べられている。すなわち，物語の情報は書き手と読み手のやり取りによって私たち

の滋養になる，ということなので，書き手や読み手のやり取りのない「機械的な情報」は物語に

ならない，ということを述べている。

問3 「ふさわしくないもの」を選ぶことに注意。イは「厳密な科学用語」から始まる続く二段落，

ウは「私たちは身近な例」で始まる段落，エは「辻村さんの小説」で始まる段落で，それぞれ述

べられている。アは，「だからそういった」で始まる段落で物語の手法について述べられている

が，そのことが実際の人生にもあることに気づき，実人生が面白くなる，とは述べられていない。

問4 2のある段落から続く三段落で，私たちには他者の心を感じ取る「共感」と「感情移入」とい

う能力が備わっており，『凍りのくじら』を読むとき，この両方の能力によって理帆子の心を感

じ取ることが述べられている。具体的には，私たち人間は「自分とは立場や考え方の違う相手で

あっても，その人の気持ちを忖度（他人の気持ちをおしはかること）して歓び，悲しみ，胸を痛め

る」ことができ，その能力によって理帆子の心を感じ取って，「理帆子の物語についてゆく」こ

とができる，ということである。

問5 3のある段落で，藤子・F・不二雄先生のマンガのような「すごく・不思議」な物語を，日常

の「少し・不思議」として楽しめるのは，人間が進化の過程で身につけてきたすばらしい能力で

あることが述べられている。私たちは物語を読んで成長し，物語と共に生きてゆくが，年齢を重

ねていくうちに様々な物語を「共感」や「感情移入」をして読み，楽しめるように成長してきて

いるので，「すごく・不思議」な物語のような突拍子もない内容でも，日常の「少し・不思議」

として楽しめる，ということを3は述べている。

問6 イは「辻村さんの」で始まる段落と次段落，エは「ごはんは物質」で始まる段落でそれぞれ

述べられている。アの「それを忘れさせてくれる」，ウの「純真な心が失われ」以降，オの「大

人になると」がそれぞれ本文では述べられていない。

問7 「私たちヒトの脳」で始まる段落と次段落の内容に着目する。これらの段落で，言葉を獲得し

磨き上げてあやつるヒトという動物は，誰かに何かを少しでもおもしろく伝えられるよう，文法

や話法をかたちづくってきたことが述べられ，それは小説の中にいちばん熱く繊細に息づいて，

すべては物語をおもしろく伝えるためにヒトが編み出してきた手法であることが述べられてい

る。すなわち「物語に対して行ってきた努力」とは，おもしろく伝えることを目的として，かた

ちづくり編み出してきた言葉の文法や話法のことである。

X
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★ワンポイントアドバイス★

小説では登場人物の性格をしっかりとらえ，登場人物どうしの関わりも整理して

内容を的確におさえていこう。


