
＜算数解説＞
珈 （四則計算，数の性質，規則性，演算記号）

（1） 0.21÷7×30－（ － ）× ＝0.9－ ＝

（2） □＝（60－10÷5）÷2＝29

（3） 12＋18＋21＋24＋27＋33＋36＋39＋42＋…＋96＋99において，12から39までの和が30＋60×

3＝210，42から69までの和が210＋30×8＝450，72から99までの和が450＋30×8＝690であり合計

は210＋450＋690＝1350である。 【別解】 12から99までの3の倍数の和…（12＋99）×（99÷3－12

÷3＋1）÷2＝111×20＝1665 12から99までの15（3，5の最小公倍数）の倍数の和…15＋30＋45

＋60＋75＋90＝105×3＝315 したがって，求める合計は1665－315＝1350

（4） ◎ ＝ × ＋ ＋ ＋1＝1.5 1.5◎7＝1.5×7＋8.5＋1＝20

玳 （鶴カメ算，数の性質，割合と比，濃度，平面図形，相似）

（1） リンゴの個数をA，ナシの個数をB，ミカンの個数をCとすると，200×A＋100×B＋70×C＝

10×（20×A＋10×B＋7×C）＝10×141であり，10×（2×A＋B）＋7×C＝141である。したがって，

Cが3のとき，10×（2×A＋B）＝141－7×C＝10×12，2×A＋B＝12でA＋B＝10－3＝7であるから，

Aは12－7＝5（個）である。 【別解】 1410円の10円は70×3＝210（円）の10円であり，200円のリ

ンゴと100円のナシが合計10－3＝7（個）で1410－210＝1200（円）のとき，リンゴの個数は，

（1200－100×7）÷（200－100）＝5（個）である。

（2） 容器A・Bから□gずつ取り出して混ぜるとき，この食

塩水の濃さは（4＋12）÷2＝8（％）である。図1において，

4％の食塩水の量と8％の食塩水の量□の比は（8－5）：（5－

4）＝3：1であり，□は100÷（3＋1）＝25（g）である。

（3） 次ページ図2において，直角三角形ABEのABとAEの長さの比は1：2であり，角BEAは30度で

ある。したがって，角EFDも30度であり，角アは（180－30）÷2＝75（度）である。
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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） （2） 29 （3） 1350 （4） 20

玳 （1） 5個　 （2） 25g （3） 75度　 （4） 53.5cm2

珎 （1） 7通り　 （2） 24通り　　玻 （1） 70 （2） 78，81

珀 （1） 102cm2 （2） ①　134cm2 ②　2

珥 （1） 10cm （2） 4cm （3） 12
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（4） 図3において，計算する。

おうぎ形ABDの面積…半径×半径は5×5×2＝50（cm2）であり，50×3.14÷4＝12.5×3.14（cm2）

弓形ア×2の面積…5×5×3.14÷2－5×5＝12.5×3.14－25（cm2）

したがって，求める面積は12.5×2×3.14－25＝53.5（cm2）である。

珎 （場合の数）

（1） 以下の7通りがある。

， ， ， ， ， ，

（2）（1）の4ケタに か を付け加えると，6ケタの整数が7×2＝14（通り）できる。

， ， ， の3ケタに か を付け加えると，4×2＝8（通り）でき

る。さらに， ， がある。

したがって，全部で14＋8＋2＝24（通り）ある。

玻 （割合と比，相当算，和差算，数の性質，単位の換算）

（1） 花子と豊子のそれぞれの本数の6割の合計は100×0.6＝60（本）であり，花子の本数の8－6＝2

（割）が74－60＝14（本）に相当する。したがって，花子の本数は14÷0.2＝70（本）である。

（2） 和が100本で差が6×2＝12（本）未満の場合，（100＋12）÷2－1＝55（本）と45本，54本と46本，

53本と47本，52本と48本の組み合わせがあり，これらのうち の本数を豊子に渡した花子の本

数は3－1＝2の倍数であるから54本か52本である。したがって，最初の花子の本数は54÷2×3＝

81（本）か52÷2×3＝78（本）

珀 （立体図形，平面図形，割合と比）

（1） 図アにおいて，底面積×2は3×3×2＝18（cm2），前後から見える面の面積の和は8×3×2＝48

（cm2），左右から見える面の面積の和は3×6×2＝36（cm2）である。したがって，表面積は18＋48

＋36＝102（cm2）である。

（2） ①　図イにおいて，底面積×2は18cm2，前後から見える面の面積の和は8×3×2＝48（cm2），
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左右から見える面の面積の和は（3×8－1）×2＝46（cm2）である。さらに，図ウより，内側の側

面積は（6－1＋7－1）×2＝22（cm2） したがって，表面積は18＋48＋46＋22＝64＋70＝134

（cm2）である。

②　全体の体積の半分は1×（1＋9）×9÷2÷2＝22.5（cm2）である。図イにおいて下から2段目まで

の体積は3×3×2－1＝17（cm2）であり，3段目の体積は3×3－2＝7（cm2）である。したがって，

2＋1÷7×（22.5－17）＝2 （cm）の高さで水平に切る。

珥 （立体図形，グラフ）

（1） グラフより，立方体の容積は20×50＝1000（cm3）であり，1000＝10×10×10より1辺は10cm

（2） グラフより，板イの左側に水が満ちる時間と板イの両側に水が満ちる時間の比は21：30＝7：

10であり，（1）より，立方体の左端から板イまでの距離は7cmである。同じく，板アの左側に水

が満ちる時間と板アの両側に水が満ちる時間の比は4：14＝2：7であり，立方体の左端から板ア

までの距離は2cmである。したがって，板アの高さは20×4÷（10×2）＝4（cm）である。

（3） 両側から毎秒10cm2ずつ給水すると，右図において，部分カに水が満ち

る時刻は4×2＝8（秒後）であり，この後，部分キに高さ4cmまで水がたまる

時刻は8÷2×3＝12（秒後）である。

＜理科解説＞
珈 （物理的領域－光の性質）

（1） ア　図2から鏡Bの入射角と反射角を合わせた角度が60°であるので，アの角度を30°にすれば

よい。 イ　図2から鏡Dの入射角と反射角を合わせた角度が90°であるので，イの角度を45°に

すればよい。

（2） 図アのようにスタート地点を決めると，aを通った光は48cm進んで点Fを通過することがわか

る。bとdを通った光もaと同時に点Fを通るには，それぞれ48cm進めばよいので，鏡Bと点Fまで

11
14

豊島岡女子学園中学校（第2回）

解29年度－14

カ 
キ 

352

4

★ワンポイントアドバイス★

珎（2）「6ケタの整数」は，入念に調べないとミスが出やすく難しい。言い換えると，

この問題に時間をかけすぎると失敗する。他の問題を優先して解き，得点しやす

い問題を確実に処理しよう。珥「水量のグラフ」も，難しくない。

珈 （1） ア　30度　　イ　45度　 （2） B 32cm D 48cm （3） う　 （4） 900cm2

（5） A え　　B き

玳 （1） 3.1％　 （2） う・く　 （3） 4.8°C （4） 21.9°C （5） い　 （6） え

珎 （1） え　 （2） え・き　 （3） ①　○　　②　×　　

（4） ア　エタノール［アルコール］ イ　ヨウ素　 （5） い・お・く　 （6） う

玻 （1） 1700m （2） い　 （3） 東　 （4） う　 （5） あ　 （6） あ

＜理科解答＞



の長さは，図イから48cm× ＝32（cm），鏡Dから点Fまでの長さは48cmとなる。

（3） カーブミラーは凸面鏡である。凸面鏡は小さい面積で広い範囲の景色を映すことができる。

（4） スクリーンにうつる正方形の1辺は，100cm：（100＋50）cm＝20cm：□cmより，30cmとなる。

そのため，スクリーンにうつる正方形の面積は30（cm）×30（cm）＝900（cm2）である。

（5） スクリーンにできる小さい正方形の内側Aは凸面鏡に反射した平行な光で，大きい正方形の

内側の間の部分をつくるのは豆電球からの直接光である。スクリーンを動かして，スクリーンと

ついたての間を狭くしてもAの面積は変わらないが，Bの面積は小さくなる。Bの面積が小さく

なることで，Bの部分は明るくなる。また，Aの部分の明るさは反射光と直接光が合わさったも

のなので，Aの部分も明るくなる。

玳 （化学的領域－水溶液の性質）

（1） 塩化水素4gと水酸化ナトリウム4gが反応すると，水が1.8gできることから塩化ナトリウムは

6.2gできることがわかる。よって，水溶液Cの濃度は ×100＝3.1％である。

（2） 選択肢の中から化学反応をおこしているものを選ぶ。

（3） 温度上昇ア（°C）は水溶液Bの重さと正比例の関係があるので，水溶液Bを60g混合させると，

温度上昇アは6.4（°C）× ＝3.84（°C）とわかる。これは水溶液160gを3.84（°C）上昇させたので，

160×3.84＝768（cal）の熱が生じたことがわかる。（玳のはじめの文章の最後に，「水や水溶液1gを

1°C上昇させるのに必要な熱は，液体の種類にかかわらず同じである」と書かれている。）温度上

昇イの場合は水を加えないので，A100gとB60gを混ぜると水溶液が160gできることになる。よっ

て，160gの水溶液が768calで何°C上昇するかを求めればよい。そのため，温度上昇イは768÷160

＝4.8（°C）となる。

（4） 水溶液A100gに水は96g含まれるので，その水に水酸化ナトリウムを4gとかすと，温度は10°C

上昇する。（玳のはじめに書かれた文章に記されている。）ここで発生した熱量は100×10＝1000

（cal）である。塩化水素4gがとけた水溶液A100gと水酸化ナトリウム4gがとけた水溶液B100gが反

応すると6.4°C温度が上昇するので，ここで発生した熱量は，200×6.4＝1280（cal）である。よっ

て，合計2280calの熱が生じるので，水溶液A100gに水酸化ナトリウム4gを溶かした水溶液104gは，

2280÷104＝21.92…，より21.9°C上昇する。

（5） 水溶液Aは加熱すると水蒸気と塩化水素が発生し，水蒸気が冷えてできた水に塩化水素が溶

け，BTB液は酸性を示す黄色になる。水溶液Bからは水蒸気しか発生しないため，BTB液は中性

を示す緑色となる。

（6） 水酸化ナトリウムなどのアルカリ性の物質は二酸化炭素を吸収する性質を持つ。

珎 （生物的領域－植物）

（1） ヘチマの種子は平たく，ホウセンカの種子は丸く小さい。

（2） 種子aは空気に触れているが水に触れてなく，種子cは水に触れているが空気に触れていない。

60（g）
100（g）

6.2（g）
200（g）
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種子bは空気も水にも触れていて，種子bだけ発芽しているので，この実験からは発芽に空気と水

が必要なことがわかる。

（3） ①・②　インゲンマメの発芽は，水，空気，適当な温度が必要だが，光や肥料は必要ではな

い。

（4） ア　エタノール（アルコール）は葉の中の葉緑素を溶かしだすため，葉を白くしヨウ素液の反

応を見やすくする。 イ　ヨウ素液はでんぷんがあると青紫色に変化する。

（5） Aで，でんぷんがつくられていないことから，ホウセンカの葉は光を受けでんぷんを作って

いることがわかる。AとEから夜を経過するとでんぷんが葉からなくなっていくことがわかる。B

とCから光が強いほどでんぷんが作られる量が多いとわかる。

（6） クヌギの実は，丸い形をしたものである。

玻 （地学的領域－気象）

（1） 旅館と山頂の気温差は27.6（°C）－18.5（°C）＝9.1（°C）であり，標高が100m高くなると気温が

0.65°C下がることから，旅館と山頂の標高差は100（m）× ＝1400（m）である。旅館は標高

300mの位置にあるので，山頂の標高は1400（m）＋300（m）＝1700（m）である。

（2） 山頂は気圧が低いので，旅館の標高よりも水面を押す力が弱くなる。そのため，山頂では☆

の位置より水面が上がる。

（3） 虹は太陽と正反対の方角に出来る。夕立による雨なので，太陽は西側にあるため，虹は東側

にできる。

（4） 台風は熱帯低気圧が発達したものである。

（5） 台風は中心付近に向かって反時計回りに風が吹く。表の風

向きを見ると，東よりの風が西よりに変化しているので当ては

まるのは「あ」の進路である。（右図）

（6） 台風が近づくと気圧が下がるので水面は上がり，遠ざかる

と気圧が高くなるので水面が下がる。

9.1（°C）
0.65（°C）
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進行方向 
西よりの風 

東よりの風 

★ワンポイントアドバイス★

問題や選択肢を正確に素早く読み取る練習をしよう。

珈 問1 2 問2 2･6 問3 年金　　問4 4 問5 3分の1 問6 4 問7 3

問8 校倉造　　問9 2 問10 3 問11 1 問12 禁中並公家諸法度　　問13 1

問14 4→2→1→3 問15 国土交通省

玳 問1 2 問2 3 問3 ダムに雨が降らず，貯水量がふえないから。 問4 3

問5 2 問6 1 問7 3 問8 1 問9 二酸化炭素　　問10 人工知能

＜社会解答＞



＜社会解説＞
珈 （「天皇」に関連する政治と歴史の融合問題）

問1 国事行為の具体内容は日本国憲法第7条に定められており，2はその内容の第1項にある。

1 内閣総理大臣，最高裁長官の指名はそれぞれ国会と内閣で行いそれを天皇は任命する。

3 参議院に解散はない。 4 国事行為の内容にこれらは含まれていない。

問2 国会に法案を提出できるのは議員，内閣，委員会の3つ。このうち内閣の作成した法案が圧倒

的に多く，それは内閣が行う政策についてそれぞれの裏付けのための法律が必要なため。

問3 年金は年齢が高くなって働くことが困難になった時に備えてお金を積み立てていくようなも

の。20歳以上の国民は国民年金に加入し，年金の保険料を負担することになっている。年金受給

者が少なく，保険料を負担する労働年齢人口が多い時代は年金の支給額も多く，保険料の負担も

さほど大きくはなかったが，少子高齢化によって受給者は増えるが保険料を払う労働年齢が少な

くなってきた今日では支給される年金の額は少なくなり，払う保険料は多くなってきており，ま

た今後年金の保険料を負担する人たちが支払った保険料よりもはるかに少ない年金しか受け取れ

ないのではという不安もある。

問4 4 犯罪を犯して，裁判によって刑が確定し，懲役刑が課されている場合には，意に反するも

のでも苦役を強いられる。このことは憲法第18条の条文で「犯罪に因る処罰の場合を除いて」と

いう留保が示されている。

問5 国会の定数は衆議院が475，参議院が242だが，実際にはそれぞれこの3分の1以上がいれば国

会の本会議の議事を開くことができる。

問6 4 皇室典範は現在の憲法のもとでは，法律と同じ扱いなので，国会の議決で改正が可能で

ある。

問7 3 聖徳太子は622年に亡くなり，蘇我蝦夷が蘇我馬子に代わって権力を握るのは626年なので

時期的にも合わない。蘇我蝦夷の子の入鹿が聖徳太子の子の山背大兄王とその一族を死に至らし

めたことが大化の改新のきっかけとされる。

問8 校倉造は断面が三角の角材を積み上げて壁面を作った構造の建物。丸太を組み合わせた西洋

のログハウスと似た構造と考えればよい。

問9 い　後白河上皇（法皇）が意のままにならないものとしてサイコロとあわせて僧兵を上げたよ

うに，僧兵は朝廷とは関係なく，寺院に属するもの。

問10 1 北条早雲は鎌倉時代の北条氏ではなく，秀吉に屈した小田原の北条氏。 2 承久の乱の

時に幕府の実権を握っていたのは2代目執権の北条義時。 4 2度にわたる元寇の際の執権は8代

目執権の北条時宗。

問11 1 建武式目は足利尊氏が室町幕府を開く際の方針として1336年に出したもの。

問12 江戸幕府は朝廷や公家たちに対して禁中並公家諸法度を，寺院に対しては諸宗諸本山法度を

出し，武士だけでなくいろいろな層の人々を支配統制しようとした。

問13 2 徴兵令の対象となったのは成人男子。後に年齢は下げられたが女性への兵役はなかった。

3 地租改正で地主が持てる土地の上限はなかった。むしろ現金収入の乏しい中小農民が地租を

払えずに大地主に土地を売り渡し，小作農になることが広がるので大地主のもとへは土地が集中

した。 4 1890年の最初の帝国議会の際の有権者資格は直接国税を15円以上収める25歳以上の

男子というもので，全国民の1％程に過ぎなかった。全ての25歳以上の男子が選挙権を得るのは

1925年の選挙法改正によってである。

問14 4  1915年→2  1918年→1  1923年→3  1925年の順。

問15 国土交通省はかつての建設省や運輸省が統合されたもので，その下に気象庁なども含まれる。
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玳 （日本の気象に関する地理と公民の融合問題）

問1 2 中部地方では新潟県が日本でも最も米の生産量が多い県にはなるが，比較的山がちな県が

中部地方には多いので，地方別の米の生産量では東北に次ぐ形になる。1は東北，3は関東，4は

九州，5は北海道，6は中国地方，7は近畿地方，8は四国地方。

問2 3 広島県は全国有数のかきの養殖地。1は千葉県，2は青森県，4は徳島県。

問3 台風や集中豪雨に見舞われて都市部では大雨が降っているように思われる時でも，都市部の

水の供給源となる川の上流のダムのあたりで大雨が降らないと，水を蓄えることは難しい。山間

部で雪が多い年は雪解け水が期待できるが，山の上の雪が少ない年はダムの貯水率が低下するこ

とが多い。

問4 地図の画面の中央部から左側に大きな川（阿賀野川）があり，上流は画面の下の方になり，下

流は上の方になる。全般に低地が広がっているが，普通は水田の広がる場所の方が集落よりは低

い場所になるので，3のみ集落で他は水田と考えられるので，3が一番高い場所で水害にあいにく

いと考えられる。

問5 2 積雪量の多い場所では普通の家屋だと1階部分は雪に埋まってしまうこともあるので，屋

根の傾斜も急にして，2階だて，場合によっては3階だてのような形になっていることもある。

問6 草津温泉は群馬県，道後温泉は愛媛県，登別温泉は北海道，別府温泉は大分県のもの。

問7 人間生活を脅かす自然に対して人々が神を想定し，畏れ敬う気持ちを持ってきたという文脈

から考えると，3の受容的・忍従的態度が当てはまる。

問8 電気機器は輸出も多いが輸入も多いのが特色なので1。2は食品，3は輸送用機器，4は好物性

燃料。

問9 温室効果ガスは地球上の熱が大気圏外に放出されるのを妨げる蓄熱効果があるもの。代表的

なものとしては二酸化炭素の他，メタンガスなどもある。

問10 AIはArtificial Intelligenceの略。Artificial人工的なIntelligence知能ということでコンピュータ

で人間がやるような思考を行うようにプログラミングを行い，人間を上回る速さで処理を行う。

学習機能があるものでは人間が同じようなことを働きかければ，それの処理は前よりも早く上手

くなったりもする。
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★ワンポイントアドバイス★

基本的な知識が多いが，時間の割に問題数が多いので，時間内で終えるのは結構

大変かもしれない。読む量もやや多いので，問題文を読みながら設問と同時進行

で進めていくのが良いだろう。

問一　ウ　　問二　エ　　問三　ア　　問四　エ　　問五　ア　　問六　エ

問七　日本にはイ　　問八 （例） 他国との交流を通し，さまざまな影響を受けながらも，

取捨選択をし独自の文化を豊かにする「内発的発展」の可能性があることが長所である一

方，経済力や軍事力といった「力」を背景に国の自立性や文化の多様性が失われることが

短所として挙げられる。（116字）

問一　みよ子　　問二　ウ　　問三　オ　　問四 （例） 自分が機嫌を悪くしてしまった二

一

＜国語解答＞



＜国語解説＞
（論説文－要旨・大意・細部の読み取り，指示語）

問一　①直後の段落「同じように」以降で，明治維新以後と戦後の日本人が，欧米文化の価値は高

く，日本文化の価値は低いという価値の高低をつけたのは，技術や政治のみならず生活まですべ

て欧米化すれば「世界に認められる」と考えたからであることが述べられている。このことが①

の理由であるので，ウが適当。アの「欧米の人たちと……支障をきたす」，イの「自国の衣食住

の貧しさを感じている」「アジア諸国に対して」，エの「ラオス……劣っているものとみなし」は

本文で述べられていないので，不適当。オは「グローバリゼーションには」で始まる段落で述べ

られているように，グローバリゼーションについての筆者の説明であり，天皇や政治家が率先し

て欧米化を行った理由ではないので不適当。

問二　②前後で，ラオスやミャンマーでは多くの男性が巻きスカートで，巻きスカートは温度湿度

の高い地域では楽で美しいが，都会では「かっこいい」からジーンズをはく人も多くなっている

こと，同じように明治維新以後と戦後の日本人は楽な着物より不格好でも洋服の方が「かっこい

い」と思い込んで着るようになったことを，自国と外国のあいだに価値の高低をつけたのだと述

べている。ラオスやミャンマーの都会の男性や明治維新以後と戦後の日本人がジーンズや洋服を

着るのは，自国よりも外国の価値が高いと考えているからであるので，エが適当。アの「グロー

バリゼーションの良い側面」，イの「ジーンズの機能性や美しさが」，ウの「互いに作用しあって

発展してきた」，オの「男性が……考え」がそれぞれ不適当。

問三　③前で，明治維新以後と戦後に技術や政治のみならず生活すべて欧米化したのは「世界に認

められる」と考えたためであるが，衣食住まで変える必要はなく，より良いと思える技術や政治

手法は導入し，そう思えないものは導入せず，生活のしかたはそのままで良かったと述べている。

この筆者の考えを説明しているものとして適当なのはア。イの「江戸時代……作っていった」は

〈B〉で述べているグローバリゼーションの長所の例である日本の着物のことなので不適当。ウの

「誇らしく思いながらも」「内発的に発展してこなかった日本」，エの「国として自立できなくな

ってしまう」，オの「軍事力……決まる」がそれぞれ不適当。

問四　④前後で，アメリカは小麦やミルクなどを売る市場を探していて，現在も日本に米や保険な

どを売ろうとしていることが述べられている。これはアメリカが自国の製品を売るために日本な

ど海外の新しい市場を開拓しようとしていることなので，エが適当。アの「力づくで市場をむり

やり自由化しようと」，イの「国内での購買力が落ちている」，ウは全文，オの「軍事力や経済力

の強さを背景に」がそれぞれ不適当。

問五　⑤直前で，グローバリゼーションの短所としてものや文化の多様性が失われ，国の自立性が

無くなり，明治以降の日本はこの短所を選んでしまったことが述べられている。また〈B〉の最

後の段落で，グローバリゼーションの長所として江戸時代の着物のように，異なる文化の影響を

受けながらも日本文化を作り上げていたことが述べられている。⑤は戦後の日本は明治以降と同

様にグローバリゼーションの短所を選択したということであり，問三でも考察したように，欧米

文化の価値は高いと考えて生活すべてを欧米化したことに筆者は批判的な立場でいる。これらの
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ためにドライブに行かないことになり，土砂崩れに巻き込まれて，両親とみよ子の命を奪

うことになってしまったから。（68字） 問五　イ　　問六　オ　　問七 （衢） オ

（衫） e 問八　エ

1 蚕　　2 所作　　3 毛頭三



要旨として適当なのはア。イは「明治期以降……おもしろく思っている」，ウは「全体として…

…悔やんでいる」，エは「グローバリゼーションは文化を画一化する」「その結果……警戒してい

る」，オは「欧米化は……捉えている」がそれぞれ不適当。

問六 〈B〉では，1636年～1705年の貿易記録でオランダ東インド会社が日本に売った中国の生糸と

絹織物の割合が落ちていったのは，日本が絹織物の技術をもったからであること（＝エと一致），

インドの更紗はオランダ東インド会社によって同時期に日本とイギリスに入ったこと（＝イは不

一致），鋸歯文様は歌舞伎の陣羽織や「忠臣蔵」の舞台衣装や浮世絵などで広まったこと（＝オは

不一致），日本に最も広がり長く使われている縦縞と格子の布は織る前に木綿糸を染め，染め上

がった糸を縦縞や格子に織ること（＝アは不一致）が述べられている。ウの「切り替えた」ことは

述べていないので，ウも不一致。

問七　⑥の「縞の着物」の「縞」は「インドの布で」で始まる段落で述べられている「縦縞」のこ

とである。日本でのこの縦縞の作り方を，「日本にはインドから来た縞木綿を貼った見本帳が残

り，それを見習って多くの縞木綿が織られ，やがて生糸や紬糸でも縞が織られるようになりまし

た」と述べている。

問八　グローバリゼーションの長所は〈B〉の最後の段落で，江戸時代の日本の縞の着物のように，

他国との交流を通して異なる文化の影響を受けながらも，偏らず必要なものをもらう＝取捨選択

をし，独自の文化を作り上げるという「内発的発展」があることが，グローバリゼーションがも

たらす長所であると述べられている。短所は問五でも考察したように，〈A〉の最後の段落で，経

済力や生産力，軍事力といった「力」を背景に，国の自立性や文化の多様性が失われることが述

べられている。長所と短所の具体的内容をとらえ，設問の指示の形を用いて要旨をまとめてい

こう。

（小説－主題・心情・情景・細部の読み取り，記述力）

問一　①の「誰か」は冒頭～①直前までで描かれているように，クラウディアの工房にアルバムを

作ることを依頼し，この日の夜も写真を持って工房に来ることになっている「おばあさん」で，

この「おばあさん」は茶色い和服を着て品がよく，雪のように真っ白い手の指が何本か欠けてい

た。①後，土砂崩れにあってしまった話をする智史と瑠璃の会話の後の応接間の場面で，クラウ

ディアがおばあさんから受け取った写真には，智史が抱きしめている茶虎の猫の左後ろ足の先と

右前足の先がなかったことが描かれている。この写真を見た智史が，虐待で怪我をしていた猫を

引き取り，その猫が上品で美人だったため智史の父が「みよ子」と名づけたことを話しているこ

とから，「おばあさん」＝茶虎の猫の「みよ子」であることが読み取れる。

問二　②直後で，智史の機嫌が悪かったために家族で行くはずだったドライブをやめて家で過ごし

ていたことで，土砂崩れにあって家族が助からなかったことが描かれている。家も何もかもなく

なっていたので家族の写真が残っていることは嬉しかったが，家族を失ったのは自分のせいだと

せつない思いでいるので，ウが適当。その他はいずれも不適当。

問三　③後の「うちの家族は」で始まる会話の中で，家族でドライブに行くはずだったが，智史の

機嫌が悪くて旅行をやめたことを智史が話している。犬猫も泊まれるペンションで一泊二日する

ことは前から決まっていたのに，自分の機嫌が悪いせいで両親が旅行をやめてしまったことを智

史は③のように思っているので，オが適当。アの「引越しを両親にせまる」，イの「自分に悪い

ところはないと思い込んでしまう」，エの「自分を……大切にしない」が不適当。ウも③の直接

の理由ではないので不適当。

問四　問二，問三でも考察したように，家族は助かるはずだったのに，自分の機嫌が悪かったため

に旅行をやめたことで土砂崩れにあってしまったことを智史は話している。その土砂崩れに巻き
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込まれて，両親とみよ子の命を奪うことになってしまったため，智史は④のように思っているの

である。自分のせいで家族の命を奪うことになってしまった智史の心情を具体的に説明していく。

問五　⑤直後で智史が瑠璃を振り返ったのは瑠璃の知り合いかと思ったからだが，瑠璃の知り合い

でもなく，知らない人なのに「お久しぶりです」と智史に話しかけるので，なぜ自分を知ってい

るのか不思議に思って智史は⑤のような表情をしている。また，問一でも考察したように，「お

ばあさん」は智史の家で引き取った猫の「みよ子」であるので，智史の家にいた頃の智史を懐か

しく思い出しているため⑥のような表情をしている。これらのことからイが適当。アは「知らな

い人から声をかけられ不安に思った」が不適当。みよ子を引き取ったのは土砂崩れのあった年の

二年前なので，ウも不適当。エは「いつ以来の再会なのか」，オの「過去を思い出したくない」

もそれぞれ不適当。

問六　⑦直後で，虐待によってぼろぼろになって迷いこんできたみよ子を引き取ると決めた時，幸

せにすると誓って飼い始めたのに，土砂崩れから逃げる時に守れなかったと話していることから，

みよ子を守りきれなかったことに対して申し訳なく思って智史は⑦のようになっている。アは

「逃げられなかった……耐えられなかった」，イは「それを忘れてしまった自分が恥ずかしかった」，

ウは「声もかけず置いてきてしまった自分自身を情けないと思っている」，エは「逃げることに

夢中」「気づかず」がそれぞれ不適当。

問七 （衢） ⑧は「おばあさん」＝「みよ子」の言葉であり，みよ子が自分自身を責めているので，

自分で自分の過ちを責めるという意味のオが適当。アは人の死などを悲しみ惜しむこと，イはわ

れを忘れてぼんやりすること，ウは期待がはずれてがっかりすること，エは慣れ親しんだものに

深く心が引かれること。 （衫） eはみよ子が土砂崩れに巻き込まれてしまったのは自分の家に

引き取ったからだと智史は自分を責めているので（衢）と同じ心情である。他の心情はそれぞれ，

aは後悔，bは不機嫌，cはつらく苦しい思い（＝辛苦（しんく）），dはかわいそうに思うこと（＝憐

憫（れんびん））。

問八　最後の場面で，おばあさんはみよ子が智史の家で家族として暮らせたことを幸せだったと話

している。アルバムの最後の一枚として智史が茶虎の猫を抱きしめている写真を持ってきたのは，

そのように智史とともに過ごした時間が幸せなものだったからであり，そのことを智史に伝えた

かったのである。その思いをアルバムを通して伝えることで，自分を責めている智史の苦しみや

悲しみを解放させたいと思い，おばあさんはアルバムを作ろうと思ったので，エが適当。アは

「アルバムに……頑張るだろう」，イは「いつまでも忘れないでほしい」，ウは全文，オは「智史

に会う……見届けたい」がそれぞれ不適当。

（漢字の書き取り）

1の音読みは「サン」。熟語は「養蚕」など。2は身のこなしやしぐさのこと。3は毛の先ほどもと

いうことから，少しも，という意味。

三

豊島岡女子学園中学校（第2回）

解29年度－21

★ワンポイントアドバイス★

小説では，登場人物の心情を直接的な言葉で描いてない場合が多いので，自分の

言葉で説明できることが重要だ。感情を表す言葉をしっかりたくわえておこう。


