
＜算数解説＞
珈 （四則計算，場合の数，数の性質，割合と比，仕事算，単位の換算）

（1） ÷（ ＋ × ）＝ × ＝4

（2） 一の位が0のとき…3×2×1＝6（個） 一の位が2のとき…2×2×1＝4（個）

したがって，偶数は6＋4＝10（個）ある。

（3） コート内で12人ずつ練習する延べ時間は12×90（時間）であり，1人当たりの練習時間は12×90

÷15＝72（分）である。

（4） A120cm3と水1500cm3は等しい重さであり，水500cm3と紙1500枚は等しい重さである。したがっ

て，紙500枚と水500÷（1500÷500）＝ （cm3）は等しい重さであり，水 cm3とA120÷（1500÷

）＝13 （cm3）が等しい重さである。 【別解】 A120cm3と紙4500枚は等しい重さであり，紙

500枚とA120÷（4500÷500）＝13 （cm3）が等しい重さである。

玳 （数の性質，年令算，割合と比，平面図形，相似，仕事算）

（1） 24＝2×2×2×3である。1～14のなかに2の倍数は14÷2＝7（個），4の倍数は12÷4＝3（個），8

の倍数は1個，含まれ，1×2×…×14 は，2で7＋3＋1＝11（回）割り切れる。同じく，1～14のな

かに3の倍数は12÷3＝4（個），9の倍数は1個，含まれ，1×2×…×14 は，3で4＋1＝5（回）割り

切れる。したがって，1×2×…×14 は，2×2×2で11÷3＝3（回）割り切れ，3で5回，割り切れ

るので，2×2×2×3で3回，割り切れる。

（2） 2017年元日に花子が20＋□（歳），□年前の元日に豊子が22－□（歳）のとき，22＋20＋□＋22

－□＋20＝84（歳）であり，2017年元日の2人の年令の合計は84÷（2＋1）×2＝56（歳）である。した

がって，2017年元日に花子は56－22＝34（歳）である。

（3） 水ソウの容量を120（40，60の最小公倍数）にすると，1分の給水量は120÷40＝3，1分の排水量

は3＋120÷60＝5である。したがって，120÷5＝24（分）で空になる。
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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。》

珈 （1） 4 （2） 10 （3） 72分　 （4） 13

玳 （1） 3回　 （2） 34歳　 （3） 24分　 （4） 672cm2 珎 （1） 6％　 （2） 12g

玻 （1） 9秒後　 （2） 1.5秒　 （3） 40回

珀 （1） D （2） 4個　 （3） ア　B イ　2 珥 （1） 2592cm3 （2） 816cm3
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第1回



（4） 右図において，三角形ABGとEFGは相似で，

これらは直角二等辺三角形であり，FCは58－

（30－12）＝40（cm）である。一方，三角形FGI，

FCD，JHIも相似で，FG：GI，JH：HIはそれ

ぞれ40：30＝4：3であり，GIは12÷4×3＝9

（cm），HIは12－9＝3（cm），JHは4cmである。し

たがって，色がついた部分の面積は（58＋12＋

4）×（30－12）÷2＋3×4÷2＝666＋6＝672（cm2）

である。

珎 （割合と比，濃度）

（1） 180：90＝2：1であり，AとBを混ぜると（4×2＋10×1）÷（2＋1）＝6（％）になる。

（2）（1）より，A～Cを混ぜると濃さは6％のままであり，食塩は200×0.06＝12（g）である。

玻 （平面図形，図形や点の移動，速さの三公式と比，規則性）

（1） P…毎秒360÷（18÷3）＝60（度）回転する。

Q…毎秒360÷（9÷2）＝80（度）回転する。

したがって，180÷（80－60）＝9（秒後）にQ・O・Pが一直線に並ぶ。

（2） 右図において，（1）より，60÷（80－60）＝3（秒後）に初めて直角三角

形ができ，この後，（90－60）÷（80－60）＝1.5（秒後）に，再び直角三角

形ができる。

（3）（2）と下図により，3秒後に1回目，3＋1.5＝4.5（秒後）に2回目，4.5＋

（270－90）÷20＝13.5（秒後）に3回目，13.5＋（90－60）÷20 ＝15（秒後）

に4回目，ここまでが1周期となり，再び，15＋60×2÷20＝21（秒後）の

5回目から始まる。したがって，21－3＝18（秒），180÷18＝10（周）より，

180－（18－15）＝177（秒後）までに，4×10＝40（回）直角三角形ができる。

珀 （推理）

（1） 1回のゲームで箱からボールを取る回数は，15÷3＝5（回）である。

1回目…A（1）B（1）C（1）

2回目…E（1）A（2）B（2）

3回目…D（1）E（2）A（3）

4回目…C（2）D（2）E（3）

5回目…B（3）C（3）D（3）

（2） 右のようにボールが配布される場合，Cがもっている個数は4個

である。

豊島岡女子学園中学校（第1回）

解29年度－2

12cm
40cm

9cm

4cm

58cm

12cm

30cm
3cm

A

B C

D

E

F G

J
I

H

O

60° 
O

Q

P1回目 
（3秒後） 

60° 
O

Q

5回目 
（21秒後） 

60° O

Q

4回目 
（15秒後） 

2回目 
（4.5秒後） 

3回目 
（13.5秒後） 

O O

Q Q

P P

P P

左のようにボールが配布される場合，5回目までにA～Eの5人が3個ず

つボールをもつことになるので，最後にボールを受取ったのは「D」

である。

1回目…A（1）B（1）C（1）

2回目…A（2）B（2）C（2）

3回目…A（3）B（3）C（3）

4回目…A（4）B（4）C（4）

5回目…E（1）A（5）B（5）



（3） 下のようにボールが配布される場合，「Bの2個」が最少である。

1回目…A（1）B（1）C（1） 2回目…E（1）A（2）B（2）

3回目…D（1）E（2）A（3） 4回目…C（2）D（2）E（3）

5回目…C（3）D（3）E（4）

珥 （立体図形，平面図形，相似）

（1） 正六角柱の体積…324×12（cm3）

正六角柱から取り除く6個の三角錐の体積の合計…324×12÷3＝324×4（cm3）

したがって，立体Pは324×（12－4）＝2592（cm3）である。

（2） 右図において，三角錐B－DNE，B－QRS，E－UTSは

相似であり，BN：BR：ETは12：（12－4）：4＝3：2：1で

あるから，これらの三角錐の体積比は（3×3×3）：（2×2×

2）：（1×1×1）＝27：8：1である。また，三角錐B－DNE

の体積は324÷6×12÷3＝216（cm3）である。したがって，

三角錐台QRS－DNEと三角錐E－UTSの体積の合計は216÷

27×（27－8＋1）＝160（cm3）であり，求める立体の体積は

324×4－160×3＝816（cm3）である。

＜理科解説＞
珈 （物理的領域－物体の運動）

（1） 2秒後は20cm，4秒後は80cm移動しているので，時間が2倍になると移動距離は4倍になること

がわかる。よって，8秒後の移動距離は80（cm）×4＝320（cm）である。

（2） 1秒後は5cm，2秒後は20cmの移動距離なので，1～2秒間で20（cm）－5（cm）＝15（cm）移動した
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★ワンポイントアドバイス★

玳（1）～（4）で何問，正解できるかが1つのポイントである。珎「食塩水」は難しく

ないが，玻（2）「直角三角形」は，注意深く取り組まないと失敗する。また，珀

「ゲーム」は時間がかかるので，珥「立体」を解いたほうがよい。

珈 （1） 320cm （2） ①　15cm/秒　　②　25cm/秒　 （3） A あ　　B え

（4） 50cm/秒　 （5） 5cm/秒　 （6） 450cm

玳 （1） い・え・お　 （2） 1.5倍　 （3） 0.3g （4） 3.8g

（5）（実験4） 8回　 （実験5） 3回　 （6） ①　3本　　②　19.2L

珎 （1） ふ化　 （2） あ　 （3） ①　え　　②　あ　 （4）（1番目） う　 （4番目） い

（5） かいぼうけんびきょう　 （6） う

玻 （1） い・か　 （2） え　 （3） 590日後　 （4） 27日　 （5） あ　 （6） 2.18倍

＜理科解答＞



ことがわかる。そのため，1秒～2秒の間の平均の速さは15cm/秒となる。同様に，2～3秒の間で

台車は25cm移動しているので，2～3秒の間の平均の速さは25cm/秒となる。0～1秒の間，1～2秒

の間，2秒～3秒の間の平均の速さが，それぞれ5cm/秒，15cm/秒，25cm/秒なので，10g分の力

を加えられた1kgの台車は1秒間で10cm/秒ずつ速くなっていることがわかる（図3のグラフ）。

（3） A 15g分の力を加えた1㎏の台車は0～1秒間で7.5cm，1～2秒間で22.5cm，2～3秒間で37.5cm

ずつ移動距離が変わっていくので，平均の速さが15cm/秒ずつ速くなっている「あ」を選ぶ。

B 10g分の力を加えた1㎏の台車は10cm/秒ずつ，15g分の力を加えた台車は15cm/秒ずつ速くな

っていくので，4g分の力を加えた1㎏の台車は4cm /秒ずつ速くなると考えられる。そのため，

「え」を選ぶ。

（4）（3）から1kgの台車に50g分の力を加えた場合は，1秒ごとに50cm/秒の割合で速くなっていく

ことがわかる。

（5） 1kgの台車に10g分の力を加えると，1秒ごとに10cm/秒の割合で速くなっていくので，1.6kgの

台車に8g分の力を加えると，1秒ごとに10（cm/秒）× × ＝5（cm/秒）の割合で速くなっていく。

（6） 速さが2倍，3倍になると，移動距離は4倍，9倍となる。そのため，動き出してから位置Pま

での距離は50cm×9＝450（cm）となる。

玳 （化学的領域－水溶液の性質）

（1） ブドウ糖水溶液と塩化ナトリウム水溶液は中性，アンモニア水と石灰水と水酸化ナトリウム

水溶液はアルカリ性である。

（2） A液100mLに酢酸は9g溶けているので，A液12mLに酢酸は9（g）× ＝1.08（g）溶けてい

る。B液200mLに水酸化ナトリウム水溶液は8g溶けているので，B液18mLに水酸化ナトリウムは

8（g）× ＝0.72（g）溶けている。よって，酢酸の重さは水酸化ナトリウムの1.08（g）÷0.72

（g）＝1.5（倍）である。

（3） A液：B液の中和比は12mL：18mL＝2：3なので，B液5mLを中和するのにA液は2：3＝□mL

：5mLより， mL必要であることがわかる。実験5からB液5mLを中和するのにC液は32mL必要

であると書かれているので，C液32mLはA液 mL分の酢酸が含まれていることがわかる。A液

100mLに酢酸は9g含まれているので，A液1mLに酢酸は g含まれている。そのため，A液 mL

に含まれる酢酸は （g）× ＝0.3（g）となる。よって，C液32mLに酢酸は0.3g含まれているこ

とがわかる。

（4） 実験3より，C液は食酢を4倍にうすめた水溶液であることがわかる。そのため，C液32mLに

0.3gの酢酸が含まれていることから，食酢32mLに酢酸は0.3×4＝1.2（g）含まれていることがわか

る。よって，食酢100mLに酢酸は1.2（g）× ＝3.75（g）含まれていることがわかるので，答えは

3.8gとなる。

（5） 実験ではA液を100mL，B液を200mL，C液を100mLつくっている。そのため，実験4は100

（mL）÷12（mL）＝8…4より8回，実験5は100（mL）÷32（mL）＝3…4より3回ずつ実験できる。

（6） ①　食酢は25（mL）×8×6＝1200（mL）必要なので，500mL入りの容器は最低3本必要となる。

②　A液を100mL，B液を200mL，C液を100mL使用しているので，1班当たり合計400mL＝0.4mL

の水溶液を作ることになる。よって，集めた水溶液は1学年で0.4（L）×8×6＝19.2（L）となる。
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珎 （生物的領域－動物）

（1） 卵からかえることをふ化という。

（2） ミジンコが最も大きく，藻のなかまであるクンショウモが最も小さい。

（3） メダカのメスの背びれは切れ込みがなく，しりびれは三角形に近い形である。

（4） う→え→あ→い→おの順となる。

（5） 立体的なものを観察するときは，解剖顕微鏡を使う。

（6） 心臓の動きなどが観察されるのは，産卵されてから5～6日後あたりである。

玻 （地学的領域－天体）

（1） 地球を基準として金星が外合の位置にあるとき，金星から地球を見ると太陽の向こう側に位

置するので，金星を基準として考えると地球は合の位置となる。地球を基準として金星が内合の

位置にあるとき，金星を基準として考えると金星は太陽と地球に挟まれた形になるので，地球は

衝の位置となる。

（2） 地球からみて惑星を一晩中見ることが可能なのは，その惑星が，地球から見て太陽と反対側

にある場合である。そのため，太陽－地球－惑星と並んだ時なので，その惑星の位置は衝となる。

（3） 金星と地球が内合してから再び内合するためには，金星が地球より360°多く回転すればよい。

そのため，360（°）÷（1.6（°/日）－0.986（°/日））＝586（日）より，590日かかることがわかる。

（4） 黒点が太陽の表面の中心を通過してから縁に行くまで6日と18時間かかったとあるが，この時

間は太陽の表面の を移動した時間である。そのため，地球から観測したときの太陽が1回転す

る時間は6（日）×4＋18（時間）×4＝27（日）となる。

（5） 金星は（3）の図2から，地球より1日で公転する距離が長いことがわかる。金星も地球も，太陽

の黒点の移動と同じ方向に公転するため，金星で観測した場合，黒点の移動が地球よりも日数が

かかる。

（6） 太陽の直径を15cmとしたとき，黒点の直径は3mmなので，太陽の直径：黒点の直径＝

150mm：3mm＝50：1となる。太陽の直径：地球の直径は109：1なので，太陽の直径を109とし

て，黒点の直径を計算すると，50：1＝109：□より，2.18となる。よって，黒点の直径は地球の

直径の2.18倍であることがわかる。
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★ワンポイントアドバイス★

素早く正確に問題の意図を読み取る読解力を身につけよう。

珈 問1 5 問2 政令　　問3 1･2 問4 1 問5 1月　　問6 3 問7 3

玳 問1 （第1次） 5％　 （第2次） 25％　 （第3次） 70％　　問2 200m 問3 3

問4 客土　　問5 4 問6 2 問7 1 問8 5

珎 問1 じょうきせん　　問2 2 問3 1 問4 3 問5 民衆は荘園領主に税を納め

ていたから。 問6 5 問7 富士　　問8 長屋王　　問9 1 問10 徳政

＜社会解答＞



＜社会解説＞
珈 （政治－憲法改正に関連する問題）

問1 現行憲法では戦力の不保持，国の交戦権の否認が第9条の中で定められ，また自衛については

述べられていないのを改め，自民党草案では自衛権の発動，国防軍の保持などを盛り込んだ内容

になっている。

問2 内閣が憲法，法律に反しない内容で独自に制定できるのが政令。

問3 1．大日本帝国憲法第73条にある。 2．大日本帝国憲法第57条にある。いわゆる三権は大日

本帝国憲法では分かれているようには見えるが天皇に集中する形になっていた。 3．日本国憲

法第88条。 4．日本国憲法第6条。

問4 1．現在の日本国憲法はGHQの指示の下で憲法草案が作成され1946年6月に枢密院で審議され，

1946年4月に実施された新選挙法による選挙で選出された帝国議会で審議・修正，可決され，

1946年11月3日に公布，翌1947年5月3日に施行された。この憲法を審議した帝国議会の衆議院は

20歳以上の男女が選挙権を得て選出した議員によるものなので民定憲法とされる。

問5 通常国会は1月中に召集され会期は150日とされている。

問6 成人による犯罪なので通常の刑事裁判として扱われるので，第1審は地方裁判所で行われる。

また，殺人，傷害，強盗などの重大事件では裁判員裁判の制度が適用される。

問7 日本国憲法第14条は法の下の平等，第22条は居住移転の自由，職業選択の自由，国籍離脱の

自由，第26条は教育を受ける権利，教育の義務の内容。裁判を受ける権利は第32条で定められて

いる。

玳 （日本の地理－地形，産業，人口などに関する問題）

問1 三角のグラフはあまり見慣れないものかもしれないが，グラフ上の1つの座標で3つの要素を

示すことができるものとして，よく使われている。各辺のところの数値を読み取るには，読み取

りたいデータの辺から座標の点まで垂直な線を引いて読み取る。また，設問の条件にもあるが3

つの数値を足して100％になるということ，5％刻みで考えるということを忘れないこと。

問2 25000分の1の地形図は等高線は10mごとに引かれているので，太い線だと50mごとになる。

①の場所が300mの等高線上にあるので，そこから数えれば②の位置は500mの等高線上とわかる。

それが読み取れれば，差は200mとなる。

問3 アは鹿児島，茨城，千葉の3県で上位なのでかんしょ（さつまいも）というのはすぐにわかると

思う。残りの大豆とそばについては，そばは栽培期間が短く，また，比較的荒地でも栽培が可能

なので寒冷地や山間の土地での栽培が多いから，ウが選べる。

問4 泥炭地は土地が酸性で，一般的には農耕に適さない。そこで土壌を入れ替える必要があり，

他の場所から農耕に適する土壌をもってきて，泥炭と入れ替えたり，泥炭地の上を他の土壌で覆

うことが行われる。これが客土。

問5 1校あたりの小学生の人数が400人台の県と200人台の県が2つずつあることに注目。地方の方

が高齢化が深刻なので，設問の4つの都道府県の中で400人台が大阪府と東京都，200人台が鳥取

県と北海道と判断できる。あとはそれぞれの2つの県の中で，大学数が多い場所の方が大学生の

人数が多いと判断できるので，小学生の人数÷大学生の人数の数値が小さい方が大学の多いとこ

ろになる。北海道が4，東京都は2，大阪府は1，鳥取県は3。

問6 日本の工業は，現在では機械工業が主力となっているのでア，次いで多いイは化学工業。ウ

は食料品で，エは繊維になる。

問7 1980年代，日本の円高傾向は強まっていくが，アメリカとの間では自動車の貿易摩擦が発生

する。それまでのアメリカの自動車は日本車と比較すると大型で燃費も悪く，生産効率も悪かっ
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たので価格も高めであったので，小型で運転しやすく，オイルショックによって燃費の良い車が

アメリカの消費者にも支持されて売れるようになり，日本車がアメリカの市場でのシェアを拡大

し相対的にアメリカの自動車がシェアを失い，アメリカの自動車産業が生産縮小を強いられ，自

動車産業での失業者が増えた。そのため，日本の自動車メーカーはシェアを保ちながらアメリカ

の失業対策にもなる方法としてアメリカでの現地生産を行うことで失業者対策も行った。

問8 カラマツは針葉樹，ツバキは常緑広葉樹，ブナは落葉広葉樹。寒冷地に多いのは針葉樹なの

でウ，広葉樹の中で常緑樹と落葉樹では常緑樹の方が温暖な場所を好むのでア，落葉広葉樹はイ

となる。

珎 （日本の歴史－さまざまな時代のその時代の転換点に関する問題）

問1 この戯れ歌に詠まれた「じょうきせん」は上喜撰。本来はお茶の銘柄で，この名称を蒸気船

にかけて，四はいも四杯と船四隻にかけてある。

問2 1 朝鮮とは秀吉の朝鮮出兵後，正式な国交，貿易は行われず，日本の将軍の代替わりの際に

朝鮮通信使が来航していたのみ。 3 シャクシャインの乱の後もしばらくは松前藩がアイヌと

の交易を取り仕切っていたが，後に幕府の直轄となった。 4 琉球は薩摩に服属させられたが，

一方でそれ以前から中国との関係も維持しており，中国と琉球の間での交流はあり，国境をこの

時期に定めたということはなかった。

問3 2 前島密は郵便制度を整えた。 3 第二次世界大戦の終戦時の玉音放送はラジオ放送のも

の。 4 現在の選挙制度ではインターネットを使っての候補者や政党による選挙運動は可能だ

が，インターネットを使った投票はまだ実現されていない。

問4 4．1933年→2．1960年→3．1972年→5．1995年→1．2001年の順。

問5 荘園はその土地を耕す農民がいる農地で，荘園の農民は口分田を与えられた農民が国司に租

を納めるのと同様に荘園の領主に年貢を納めるので，租を納めるのも年貢を納めるのも差はない。

問6 1 お盆は祖先を供養するもの。 2 クリスマスはキリストの生誕を祝うもの。 3 七五三

は子供の成長を祝うもの。 4 花まつりは灌仏会という仏教の行事でシャカの誕生を祝い4月に

やるもの。

問7 江戸時代の宝永期，徳川綱吉の治世の1707年に富士山の中腹で噴火した。その火口は南側か

ら見える。この噴火が歴史に残る富士山の噴火の最近のもの。

問8 長屋王は天武天皇，天智天皇につながる系統の皇族の中でも有力者であり，政治的にも有能

な人間であったため，藤原不比等の子の四子たちが不比等の死後に権力を握る上では邪魔な存在

であったので，陰謀で長屋王を自殺させてしまった（729年）。ところがその後に折からの天然痘

の流行により藤原氏の四子も死んでしまうことになる（737年）。

問9 2 鎌倉時代のもの。 3 平安時代のもの。 4 飛鳥時代のもの。 5 天武天皇，持統天

皇の頃の白鳳文化のものとされるが，はっきりとは分からない。

問10 鎌倉時代の永仁の徳政令は1297年に出された，御家人の借金を帳消しにするもの。
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図や表が意味するものをよく把握してから設問を解いていかないと，全く解けな

いものもあるので要注意。



＜国語解説＞
（論説文－要旨・大意・細部の読み取り，指示語，空欄補充，ことばの意味，慣用句，漢字の書

き取り）

問一 「あげく（挙句）のは（果）て」の「挙句」は俳諧（はいかい）・連歌の最後の七七の二句のことか

ら転じて，ものごとの終わりの意味を表す。

問二 「否応なく」の「否」は承知しない，「応」は承知するという意味で，承知するしないもなし

に無理やり，有無を言わせず，ということ。

問三　②は直後でも述べられているように，挨拶を強要するものである。また②より後「前に記し

た」から続く2段落で，登下校は誰の指示も受けずにいられる時間として自分らしくいられるほ

うがよく，無理して知りもしない大人たちに挨拶する必要はないのではないかと述べていること

から，Dさんが筆者の考えに近い。A君の「挨拶運動」は「気持ちがいい」，Bさんの「素通りさ

れるよりも挨拶があった方がいい」，C君は全文，E君の「どうせやるなら……よりよい運動にな

る」がそれぞれ筆者の考えと異なる。

問四　③は冒頭の短歌を詠んだ人に対するもので，短歌直後でこの短歌を詠んだ人を「思春期から

青年期への変化をあたたかく，肯定的に受けとめようとする（32字）」大人がちゃんといてくれる，

と述べている。

問五　④は直前で述べられているように，挨拶運動のような挨拶の強要へと向かう中で，冒頭の短

歌を詠む人に中学生の頃に出会っていたらどんなによかったかと思ったが，70代の今でも知らな

い小中学生に挨拶されることに居心地の悪さを覚えていた筆者と同じような思いを抱いている人

がいることが嬉しい，ということである。この要旨として適当なのはウである。アの「現実にこ

の人と会っているかのような気分を味わわせてくれた」，イの「思春期の若者が救われるように

感じる」，エの「自分がこうした歌を中学生に歌ってあげたかった」，オの「自分の学生時代にも

いたことが分かって安心した」が，それぞれ不適当。

問六　⑤直後で，⑤のような人とは反対のこととして，当人が無理して自分を消しているような，

そうすることを習慣にしてしまっているようにも見えて大声はつらい，ということが述べられて

いる。このことをふまえると，⑤は無理して自分を消さず，大声での挨拶を習慣にしてしまって

いない人＝オが適当である。アの「本来自分が何をしたいのかということを自覚し」，イの「自

分が置かれている状況を冷静に判断して」，ウの「自分の習慣にのっとって」，エの「相手が自分

に求めていることを考え，それに合わせて」が，それぞれ不適当。

一
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問一　あげくのはて　　問二　イ　　問三　エ　　問四　思春期　～　とする（人）

問五　ウ　　問六　オ　　問七　黙す　　問八　黙って・内容は　　問九　ウ

問十　ア　　問十一 （例） 一人で沈黙する時間を作って自分の本当の思いを確認した後，

他者の声に耳を傾け，彼らの気持ちを推し測る（ことで成り立つ。）（49字）

問十二　A 責（め） B 標語　　C 自認

問一　オ　　問二　オ　　問三　エ　　問四　学校へきち　　問五　イ　　問六　ウ

問七　朝から　　問八 （例） 平凡で単調であると感じていた日々の中に新しい知識や学

びがあり，その時間は二度と体験することができない貴重なものであるということ（を学ん

だ。）（65字）

二

一

＜国語解答＞



問七　⑥直後で「はにかむこと」や「口数が少ないこと」や「沈黙」になかなかプラスの価値が置

かれないことを述べていることから，筆者はこうしたことに価値があると考えている。⑥は「沈

黙」などのことを意味しており，挨拶に優先してなすべきこととして筆者が考えているのは，短

歌にうたわれた「黙す」である。

問八　⑦直後で，TVに登場する人はみんなしゃべりまくり，コミュニケーション能力こそ現在を

生き抜くためには不可欠と言い，黙することの大切さを思う人の声はなかなか若い人たちの耳に

届きにくくなっていることが述べられている。このことを受け，この後「ただ，私が」で始まる

段落で，こういう状況のもとでは「黙っていたいのに，無理をしてでも，しゃべらなくてはいけ

ないと考える人（34字）」や「内容はどうであれ，しゃべるという行為そのものを価値と考える

人 （々31字）」が10代の人々に多くなっているように見えることを，筆者は気がかりに思っている

ことが述べられている。ここの「黙って」「内容は」それぞれで始まる人を，TVが生みだしたと

筆者は考えているのである。

問九　⑨は筆者が学生に独り居の時間をたっぷり持つよう話したことに対する学生の問いかけであ

る。問八でも考察したように，⑨後「ただ，私が」で始まる段落で「黙っていたいのに，無理を

してでも，しゃべらなくてはいけないと考える人」や「内容はどうであれ，しゃべるという行為

そのものを価値と考える人々」が増えて多くなっていることを気がかりに思っていることが述べ

られている。この部分はウの「周囲の人々の中に無理に調和することを求める社会」のことであ

り，このことを独り居の時間をたっぷり持つよう話した筆者に一人でいてもいいのだということ

を確認し，安心したかったので，学生は⑨のように問いかけたのである。アは「周囲との笑い合

いや語り合いに価値をおく社会」「一人でいる……向けられるにちがいない」，イは「周囲との語

らいが何より大切だ」「沈黙を守り」「疑問に思った」，エは「本当に孤独な人生を歩むことにな

るのではないか」がそれぞれ不適当。⑨は筆者の話を聞いても不安だったから問いかけているの

で，「安心感を抱いた」とするオも不適当。

問十 「ミイラ取りがミイラになる」とはミイラをさがしに行った者自身がミイラになってしまう

ことから，人をさがしに行った者が逆にさがされる立場になってしまう，あるいは説得に行った

者がかえって相手に説得されてしまう，ということのたとえ。⑪直前で，グループの端にくっつ

いていても，ひとりになることはできなくはないかもしれないけど，かなりの技術が必要で多く

の人たちが四苦八苦していることが述べられていることから，グループの中でひとりになって自

分を保とうとしても，結局そのグループと同化してしまうということを，⑪は述べているのでア

が適当。イは「自分が中心でいよう」，ウは「自分の考えを主張しよう」，エは「自分から話しか

けてしまう」，オは「自分が観察されてしまう」が，それぞれ不適当。

問十一　⑧直後で述べられているように，筆者は独り居や黙することを大切に考えている。しかし

「ただ，私が」で始まる段落で述べられているように，他者の声に耳を傾けたり自分自身の内な

る声に耳を澄ますこと＝独り居や黙することが難しくなっていると筆者は気がかりに思ってい

る。このことを受けて，一つ後「自分自身の」で始まる段落で，独り居の時間や黙することで自

分自身の内なる声を聞くことができてこそ，他者の気持ちを推し量ることができ，耳を傾けるこ

とができる，と述べており，自分自身との対話ができてこそ他者との対話もできるという筆者の

考えるコミュニケーションが述べられている。設問では，筆者の考えるコミュニケーションとは

どのようにして成り立つのか，と問われているので，独り居や黙することによって自分自身の内

なる声を聞いた後，他者の声に耳を傾け，気持ちを推し量ることで成り立つ，というような形で

説明していこう。

問十二　Aの音読みは「セキ」。熟語は「責任（せきにん）」「自責（じせき）」など。Bの「標」を
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「票」「表」などと間違えないこと。Cは自分で認めること。

（小説－主題・心情・情景・細部の読み取り，空欄補充，ことばの意味，記述力）

問一 「あくせく」は休む間もなく動き続けるさまなので，オが適当。

問二　①前で「私」が誰にも知られないで明日友達と「ずる休み」を計画していることが描かれて

いる。「ずる休み」という「罪悪」はまだ実行されておらず，成功するか不安なので「空恐ろし

い」と思っているが，生れて初めてする「ずる休み」に期待して「息が詰る気持ち」でいるため，

オが適当。アは「両親に対し罪悪感を抱き」「やめるべきか悩んでいる」，イは「父や母が……知

り」「両親や……心配している」，ウは「計画で来て満足し」「実行する……自負している」，エは

「恥じながらも」「計画を……満足している」が，それぞれ不適当。

問三　②前で，家を出る時はいつものように登校の準備と支度をしたので母に気づかれず，道や駅

では誰もが遅刻は御免という顔で急ぎ，電車の中でも誰も「私」のことなど気をつけもしない様

子が描かれている。駅や電車では「私」もふくめて周囲の人のことなど気にもしていないことを

「私」は②のように思っているのでエが適当。アは「毎日同じこと……考えてもいない」，イは

「興味などあるはずがない」が不適当。「赤木さん」はこの時点ではまだ一緒ではないので「赤木

さんも」とあるウも不適当。学校の人だけでなく「誰れも，気をつけもしないだろう」と思って

いるので「同じ学校の人たちがいない」とあるオも不適当。

問四　③は直前の「私もう，生れた時から，学校へ通い続け通しのような気がするわ」という「私」

の言葉に同意し，自分も入学した初めは珍しかったが，③であるという赤木さんの言葉である。

「倦怠感」は物事にあきて嫌になることであるので，学校へ通うことに倦怠感を抱いている，と

いうことである。（中略）前で，この時の気持ちと同様に「私」が「学校へきちんきちんと毎朝，

慌ててガツガツ通う（22字）」ことが平凡で単調だと思っている部分が，「私」と赤木さんが③の

ように思っている具体的部分になっている。

問五　④は直前の「みんな今，お裁縫してるのよ」という「私」の言葉に対するものだが，学校の

みんなが裁縫をしていることを④のように思っているのではなく，「私」が腕時計を見た時刻が

ちょうど裁縫の授業で，みんながその授業を受けていることに対するものであることを読み取る。

問四でも考察したように，二人は毎朝学校へきちんと通うことを平凡で単調だと思ってずる休み

をし，④の場面であらためて，みんなが当たり前のように学校へ行き授業を受けるという平凡で

単調な毎日を，二人のように倦怠感も抱かずに過ごしていることを④のように考えているので，

イが適当。アは「お裁縫という……必要のないもの」が不適当。③直後で「私」は一日や二日ず

る休みをしても試験に困らない自信があったと思っているが，「私たちのような優等生」だとは

読み取れないのでウも不適当。エも「正しいと考え」「一生懸命お裁縫をしている」，オも「ずる

休みをしたいと思っているはずなのに，実行する勇気もなく」が，本文からそれぞれ読み取れな

いので不適当。

問六　問五でも考察したように，ずる休みをした「私」と赤木さんは，当たり前のように学校で授

業を受けているみんなを「莫迦」だと言い，自分たちはみんなとは違うのだという思いでいる。

学校をずる休みする自分たちはみんなとは違うと思っていたが，⑤のように見知らぬ行きずりの

女の人に軽蔑の眼差しを向けられたことで，自分たちのしていることはすごいことでもなんでも

ないということに気づかされたのである。こうした心情として適当なのはウ。アは「優等生……

したことはなく」「絶望感」，イは「私が友人より……あきらめ」，エは「不満」，オは「大人にな

る……悲しみ」が，それぞれ不適当。

問七　⑥は「好奇心と夢をかけていた」「憧れの」ずる休みが「幸福でも楽しくもな」く，心臓も

重くなってゆく「私」の心情を示している。この時の心情と対照的なのは，冒頭で描かれている

二
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「ずる休み」をする当日の朝の「朝から陽がキラキラと照っている」の部分である。憧れの「ず

る休み」に胸をおどらせている「私」の心情を，明るく輝いている太陽の様子で表しているので

ある。

問八 「私」は日々の生活を平凡で単調だと思って「ずる休み」をしたが，問七でも考察したよう

に，「私」にとって「ずる休み」は幸福でも楽しくもないものであった。⑥の後で，「私」と赤木

さんはいつの間にか小学校の校舎のある所へ来て，その小学校を見上げながら，今日先生が話し

教えられたことを知ることは出来ず，今日の課目の時間は二度と返らないこと，同じ級の人は新

しい知識を得た人であることを思い，悲しさで胸がいっぱいになっている。学校と家の生活の

日々を平凡で単調だと思っていたこと，その日々の中に新しい知識や学びがあること，そしてそ

の時間は二度と返らず体験することができないものであること，を「～を学んだ」に続くよう自

分の言葉で説明していこう。
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論説文では，筆者はさまざまな表現で自分の考えを述べている。表現が異なって

も同じ考えを表している部分をチェックするなど，的確な読解を心がけよう。


