
＜算数解説＞
珈 （四則計算，割合と比，売買算，概数，平面図形，数の性質）

（1） 13579－2468＋1357－246＋135－24＋13－2＋1＝11111＋1111＋111＋11＋1＝12345

（2） 定価通りの代金は350÷（1－0.3）＝500（円）であり，50円のお菓子は（500－30×5）÷50＝7（個）

である。

（3） 45＋46＋…＋53＋54＝（45＋54）×（54－44）÷2＝495

（4） 1辺が3cmで面積が9cm2の正方形は20÷3より6個並び，1辺が4cmで面積が16cm2の正方形は

20÷4より5個並ぶ。したがって，面積が12cm2の正方形は5個並ぶ。

玳 （数の性質，消去算，規則性，割合と比，濃度，平面図形，単位の換算）

（1） 花子さんの間違えた問題数は，5点の問題が□問，4点の問題が▲問である場合，5×□＋4×

▲＝100－67＝33（点）であり，▲＝2のとき，□＝5である。一方，豊子さんが正解した問題数は，

5点の問題が○問，4点の問題が△問である場合，5×○＋4×△＝52（点）であり，5×○＝4×（13

－△）であるから，△＝3のとき，○＝8，△＝8のとき，○＝4である。したがって，5点の問題数

は5問より多い8問である。 【別解】 □＋▲＝7，4×□＋4×▲＝7×4＝28であり，5×□＋4×

▲＝33との差により，花子さんが間違えた5点の問題は□＝33－28＝5（問） また，5点の問題

が◇問，4点の問題が◆問で100点である場合，5×◇＝4×（25－◆）であるから，◆＝5のとき，

◇＝16，◆＝10のとき，◇＝12，◆＝15のとき，◇＝8，◆＝20のとき，◇＝4であり，豊子さん

は5点の問題をすべて正解しても52点だったので，◇＝8である。

（2） 5＋3＝8，4＋8＝12の最小公倍数は48であり，下図より，48秒間にA・Bが同時に点灯する時

間は4×2＋1×2＝10（秒間）ある。したがって，60×5÷48＝300÷48＝6…12（秒）より，5分間で同

時に点灯する時間は10×6＋4＝64（秒間）である。

（3） 各容器内の食塩水の濃度をA，B，100g，200gをそれぞれ1，2として計算すると，1×A＋2×

B＝（1＋2）×10＝30，1×A＋1×B＝（1＋1）×12＝24である。したがって，B＝30－24＝6（％），

A＝24－6＝18（％）であり，Aを200g，Bを100g混ぜると（2×18＋1×6）÷（2＋1）＝14（％）になる。
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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。》

珈 （1） 12345 （2） 7個　 （3） 495 （4） 5個

玳 （1） 8問　 （2） 64秒間　 （3） 14％　 （4） 92.8cm

珎 （1） 15通り　 （2） 22通り　　玻 （1） 25分　 （2） 12分　 （3） 1.8km

珀 （1） 2：1 （2） 3：5 珥 （1） 2cm （2） 25cm3 （3） 23 cm34
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（4） 右図において，三角形ABCは正三角形であり，求める周の長さの

合計は弧ABの長さの10倍と辺BCの長さの5倍の和，すなわち，6×2×

3.14÷6×10＋6×5＝92.8（cm）

珎 （演算記号，数の性質，場合の数）

（1） 以下の15通りがある。

104 113 122 131 140 203 212 221 230 302 311 320 401 410 500

（2） 以下の22通りがある。

1005 1023 1041 1113 1131 1203 1221 1311 1401

2013 2031 2103 2121 2211 2301

3003 3021 3111 3201 4011 4101 5001

玻 （速さの三公式と比，単位の換算）

（1） AとBが家から公園まで歩く時間の合計は22＋23＝45（分）であり，Aが家から公園まで歩く時

間が20分であるから，Bが家から公園まで歩く時間は45－20＝25（分）である。

（2） Aが家から図書館まで歩く時間をア，図書館から公園までの歩く時間をイ，Bが家から図書館

まで歩く時間をカ，図書館から公園まで歩く時間をキとする。ア＋イ＝20，ア＋キ＝22より，

キ＝イ＋2であり，カ＋イ＝23であるから，カ＝ア＋3である。すなわち，家から図書館までをA

とBが歩く時間の差が3，図書館から公園までをAとBが歩く時間の差が2であり，これらの距離

の比は3：2である。したがって，Aが家から図書館まで歩く時間は20÷（3＋2）×3＝12（分）

（3）（1）より，AとBの速さの比は25：20＝5：4であり，下図において，Aの距離サが4分に相当す

るので1440mは20－4＝16（分）に相当する。したがって，家から公園までは1440÷16×20＝1800

（m）すなわち1.8kmである。

珀 （平面図形，相似，割合と比）

（1） 右図において，三角形ABDとABFの面積は等しくAB

とFDが平行であり，三角形ABEとFDE，ABHとDFHがそ

れぞれ相似である。したがって，AB：FDはAE：FEに等

しく2：1であり，BH：HFも2：1である。

（2）（1）より，三角形FBDは2＋1＝3（cm2），三角形FDEも

3cm2であり，三角形ABEは3×2×2＝12（cm2）であるから

BE：ECは12：（20－12）＝3：2で，三角形FECの面積は

3×2÷3×2＝4（cm2）である。したがって，三角形ABFと

FBCの面積比は（12－3×2）：（3×2＋4）＝3：5であり，

AG：GCもこれに等しい。

珥 （立体図形，平面図形，相似）

（1） 図アにおいて，直角三角形ABQとPKRは合同であり，HRは

1＋1＝2（cm）である。

（2） 点Uは図アにおけるMに一致するので，底面からこの点まで

の高さは（5＋1）÷2＝3（cm）であり，四角錐の体積は5×5×3÷3

＝25（cm3）
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（3） 図イ・図ウにおける底面から点Xま

での高さすなわちXYは，相似な三角

形XAWとXPVの辺の比WX：XVが5：

4であるから，5÷（5＋4）×5＝ （cm）

である。したがって，四角錐の体積は

5×5× ÷3＝ （cm3）である。

＜理科解説＞
珈 （物理的領域―物体の運動）

（1） Aが1の速さを持った力でBに衝突し，その力がB，Cに伝わりCからDに1の速さを持った力が

伝わり，Dが右に1の速さで動く。そのため，A～Cは静止し（0），Dは1の速さで動く。

（2） Bに衝突したCはBから1の速さを持つ力を受け取り，BはAから1の速さを持つ力を受け取る。

そのため，Aは静止し（0），B，Cは1の速さで右に動く。

（3） Bに衝突したAは1の速さを持つ力をBに受け渡す。BはEに1の速さの力を伝えるが，現象③に

よりEは の速さで右に移動する。Bは左に の速さを持つ力をAに受け渡すので，Bは静止（0）

し，Aは左に の速さで動く。

（4） 同じ重さの振り子なので，Aが真下に来た時の速さがBに伝わり，BはAの最初の高さまで移

動する。AよりBの方が，振り子の長さが長い。振り子の長さは長くなるほど1往復にかかる時間

が長くなるので，AがBに衝突するまでの時間より，衝突後のBが最高点の高さまで移動する時

間の方が長くなる。
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★ワンポイントアドバイス★

珈（4）「正方形の個数」に注意。珎「各位の数の和・場合の数」は，モレが出ない

ように集中して取り組もう。玻「速さの三公式と比」は，一見やさしそうで難しく，

珥「立体図形」は，一見，難しそうでも正解しやすい。

珈 （1） A 0 B 0 C 0 D 1 （2） A 0 B 1 C 1

（3） A 左 B 0 E （4）（高さ） 1倍　 （時間） う　 （5） う

（6） う　 （7） お

玳 （1） 110cm3 （2） 189cm3 （3） 213g （4） 217cm3 （5） 138cm3

珎 （1） 5齢幼虫　 （2） え　 （3） え，か　 （4） ①　1943 ②　1877 （5） 97.1

（6） え

玻 （1） う　 （2） う，く　 （3） ⑤　お　　⑥　化学　 （4） え

（5） a う　　b あ　　c い

2
3

1
3

＜理科解答＞



（5） BからみてAは左から衝突しているので，Bは右に移動する。衝突と同時に糸が切れた場合は，

地球の重力によって，右に移動しながら下に落ちる形となる。

（6） 衝突後Bは右上に移動する。最高点に達するまでの時間の半分の時間に糸が切れたとすると，

右上に移動する勢いをもっているため，Bは右上に移動するが，次第にその力が弱まり，その後

は重力によって，右に移動しながら下に落ちていく。

（7） 最高点に達した瞬間は，Bの右上に移動する力がなくなった状態となる。その瞬間に糸が切

れると，Bは地球の重力によって落下する。

玳 （化学的領域―状態変化）

（1） 液体の水1cm3は1gなので，液体の水100gは100cm3である。水はこおると体積が10％増えるの

で，100gの氷の体積は100（cm3）×（1＋0.1）＝110（cm3）となる。

（2） 液体のアルコールは1cm3で0.9gなので，液体のアルコール100gは，1（cm3）：0.9（g）＝□（cm3）

：100（g）より， cm3となる。アルコールは液体から固体になると体積が20％減るので，固体

のアルコール100gは （cm3）×（1－0.2）＝88.8…より，89cm3となる。よって，100cm3の液体の

水に100cm3のアルコールの固体を液体の水の中に沈めると，体積は100（cm3）＋89（cm3）＝189（cm3）

となる。

（3） 100cm3の液体の水は100gである。100cm3の固体のアルコールは，液体のアルコールでいうと

100（cm3）÷（1－0.2）＝125（cm3）の体積となる。液体のアルコールは1cm3＝0.9gなので，液体のア

ルコール125cm3の重さは，0.9（g/cm3）×125（cm3）＝112.5（g）≒113（g）となる。よって，100cm3の

液体の水と100cm3の固体のアルコールの重さの合計は，100（g）＋113（g）＝123（g）となる。

（4） 100cm3の液体の水（＝100g）に（3）と同じ重さのアルコール（＝112.5g）を入れたので，全体の重

さは100（g）＋112.5（g）＝212.5（g）となる。混ぜた液体全体は1cm3＝0.98gなので，212.5gの体積は

212.5（g）÷0.98（g/cm3）＝216.8…より，217cm3となる。

（5） 液体のアルコールは1cm3＝0.9gなので，液体のアルコール1g＝ cm3である。液体の水と液

体のアルコールが合わせて200gのときの体積は，1（cm3/g）×液体の水量＋ （cm3/g）×液体のア

ルコール量であらわせる。また，固体になってもそれぞれの重さは変わらないので，固体の水と

固体のアルコールが合わせて200gのときの体積は，1×（1＋0.1）（cm3/g）×液体の水量＋ ×（1－

0.2）（cm3/g）×液体のアルコール量となる。液体のときの全体の体積と固体にした時の全体の体

積は等しいので，単位を省略すると，1×水量＋ ×アルコール量＝1.1×水量＋ ×アルコー

ル量となる。右の図から0.1×水量＝ ×

アルコール量となり，混ぜた液体の重さ

の比は水：アルコール＝ ：0.1＝20：9

となる。よって，水量は200（g）× ＝

137.9（g）となる。水は1cm3＝1gなので，混

ぜ合わせた液体の中の水の体積は138cm3

となる。

珎 （生物的領域―生態系）

（1） モンシロチョウは4回脱皮をしてさなぎになる。4回目の脱皮の後は5齢幼虫である。
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（2） さなぎの時期がない育ち方を不完全変態という。不完全変態をする昆虫は，カマキリ，トン

ボ，バッタ，セミなどがいる。

（3） ハエ，カ，アブの仲間は羽が2枚である。

（4） ①　1齢幼虫の生存数が4153，2齢幼虫の生存数が2210なので，1齢幼虫の時期に死亡した数は

4153－2210＝1943となる。 ②　2齢幼虫の生存数が2210，2齢幼虫での死亡数が333なので，3齢

幼虫の生存数は1877である。

（5） ×100＝97.10…より，97.1％

（6） あ　脱皮の回数が多いほど体の負担が大きく，死亡数に影響を与えるのならば，年齢が上が

るにつれ死亡率が上がるので，あは間違いである。 い　2～7齢の幼虫が親に保護されているの

ならば，死亡率にあまり差が生じないはずなので，いは間違いである。 う　4齢幼虫以降に天

敵から身を守る物質をつくることができるのであれば，4齢幼虫以降の死亡率は下がるはずなの

で，うは間違いである。 え　3齢幼虫まで集団生活を送り，4齢幼虫以降はその場所をでていく

となると，4齢幼虫以降の死亡率が上がることが考えられるので，えが最も適当であると考えら

れる。

玻 （地学的領域―岩石）

（1） 物理的風化は寒冷地域でや昼と夜の気温差が大きい地域でよくみられる。化学的風化は温暖

で湿った地域で多くみられる。

（2） 鉄くぎはたたいても，形を変えにくい。ペットボトルの容器はたたいても，もろく崩れるこ

とはない。

（3） 二酸化炭素の溶けた水が石灰石をとかすのは化学変化である。よって，鍾乳洞などの地形は

化学的風化の一例といえる。

（4） ボーキサイトはアルミニウムの原料である。

（5） a 地震の際，地盤が振動によって液状になる現象を液状化現象という。 b 風化したねん

土が水分を含み，斜面を滑り落ちる現象を地すべりという。 c 山崩れに伴って，多量の土砂

などが水とともに速い速度で流れ出る現象を土石流という。
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やさしい問題を素早く見抜き，時間をかけずに解く練習をしよう。

珈 問1 4 問2 2 問3 厚生労働　　問4 1 問5 生存権　　問6 1 問7 1

問8 不法移民がアメリカ人の雇用を減らしているから

玳 問1 4 問2 オーストラリア　　問3 4 問4 京浜工業地帯　　問5 3

問6 5・6 問7 5 問8 2

珎 問1 3 問2 4 問3 郡司　　問4 3→1→4→2 問5 3 問6 朱子学

問7 2 問8 徴兵令　　問9 6・3・3・4

＜社会解答＞



＜社会解説＞
珈 （政治－社会保障に関連する問題）

問1 4 ノロウイルスは集団感染が多い胃腸炎のもの。現段階ではまだワクチンそのものが開発で

きていないものなので，当然予防接種もできない。

問2 1 立法権が行政権や司法権より上という規定はない。 3 最高裁判所長官の指名は内閣。

4 国会議員は選挙区ではなく全体の代表。

問3 国民の医療や健康などに関する業務は厚生労働省が扱う。

問4 1 地方自治の首長はその自治体の議員から選出という規定はない。

問5 日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は生存権とされ，人間が

人間らしく生きる権利である社会権の一部とされる。

問6 1 死刑についての様々な議論はあるが，日本では死刑制度はいまも存在する。

問7 2 国連のユニセフ（UNICEF）の説明。 3 国連のユネスコ（UNESCO）の説明。 4 国境な

き医師団（MSF）は様々な場所で活躍している民間のNGO。

問8 アメリカでは南部の地域にアメリカ国内でも低所得の人が集中しており，この地域では比較

的人件費をおさえて生産活動ができるということで，近年ではアメリカの様々な企業の生産活動

が行われている。不法移民もこの地域に多く入っており，不法移民はアメリカ国民よりもさらに

安い賃金でも働くので，結果としてアメリカの国民の雇用が不法移民に奪われているという状況

が生み出されている。

玳 （日本の地理－資源，産業などに関する問題）

問1 にんじんの収穫量が一番多いのは北海道で，千葉県，徳島県がそれに続く。1はキャベツ，2

はレタス，3はトマトの収穫上位の県。

問2 鉄鉱石，石炭ともに日本の輸入先のトップがオーストラリア。石炭は火力発電の燃料として

使われるのが多いが，鉄鋼業でも石炭の需要はある。

問3 写真は風力発電所のもの。風力発電は発電機を風車の回転で動かし発電するものなので，二

酸化炭素の発生はない。1は太陽光発電の説明。2は，現状ではほぼ全ての発電方法は確実に一年

中安定しているとは言いにくい。3のような規則のあるものはない。

問4 京浜工業地帯はかつては日本の工業地帯の主力であったが，現在では地位が低下し，三大工

業地帯の中では三位になっているので1。2が中京工業地帯，3が阪神工業地帯。

問5 縮尺が25000分の1なので地図上の10cmは実際の距離では2500mになる。この距離を時速4km

で歩くと，37分30秒かかる。従って一番近い値は3の40分になる。

問6 地図中の枠の中には消防署と図書館がない。

問7 奈良県には新幹線の線路もない。

問8 生産年齢人口は15歳以上65歳未満。ただし，日本の場合15歳以上が生産年齢とも言い切れな

いので，実際には高校卒の18歳以上か大学卒の22歳以上にすべきだという意見もある。

珎 （日本の歴史－教育に関連する歴史の問題）

問1 この時代は縄文時代。1，2，4の選択肢は弥生時代のもの。

問2 遣隋使を派遣したのは聖徳太子。4の内容は公地公民制のものなので聖徳太子の時代ではない。

問3 国郡里のそれぞれの長として国司，郡司，里長がいたが，この中で中央から派遣されるのは

国司のみで，郡司は地方の豪族などの有力者，里長もその地域の有力者がなっていた。地方で国

家の役人を養成するため教育されるものなのでこの場合には国司や里長は当てはまらない。

問4 3 1428年→1 1467年→4 1543年→2 1560年の順。

問5 1 法隆寺を建てさせたのは聖徳太子。 2 最澄が伝えたのは天台宗で，寺院も比叡山延暦
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寺。 4 絵踏は江戸時代にキリシタンを発見するために行われたもの。

問6 江戸時代に幕府が重視したのは儒学の中でも朱子学。

問7 2 江戸時代には米以外のものの栽培も広まり，商品作物として売られたりもした。

問8 1873年の徴兵令が発布された際に，農家では徴兵の対象となる次男や三男が重要な働き手で

もあったので，それを兵に取られることへの反発があった。

問9 太平洋戦争後の現在の教育制度では小学校が6年，中学校が3年，高校が3年，大学が4年にな

っている。

＜国語解説＞
（論説文－主題，要旨・大意・細部の読み取り，指示語，記述力）

問一　①で育てているのは，子どもが「自分の道を切り開いていける」ことであるが，このままで

は字数に合わない。①はかつての日本の子育ての考え方で，これに対して①直後で1990年代頃か

ら教育的配慮に欠けた甘い子育てが横行することになったことが述べられている。次段落以降こ

の甘い子育てについての説明が続き，「そのような親は」で始まる段落で，自立に向けて突き放

すことができない親に育てられた子どもは「自立の力」の乏しい若者になっていくことが述べら

れていることから，①の「自分の道を切り開いていける」子育てに対して，甘い子育てでは「自

立の力」が乏しくなるということなので，「自分の道を切り開いていける」＝「自立の力」という

ことである。

問二　②の「親」は②前で述べられているように，子どもを「叱ったりして気まずくなりたくな」

く「甘やかしてしまう」親のことである。このような親のことを，本文後半「また，自分の親は」

で始まる段落で，「親にはもっと堂々としてほしい」という，子どもの立場からの意見が紹介さ

れていることから，イが適当。アの「大人が本来……大人げない行為だ」，エの「大人が自分の

……深い関わりを避けている」，オの「大人が子育ての……不安を抱えているような印象」は，

一
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★ワンポイントアドバイス★

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。

問一　自立の力　　問二　イ　　問三　ウ　　問四　深い結びつき　　問五　エ

問六　オ　　問七　エ　　問八　ウ　　問九 （例） 今子どもから嫌われることを心配す

るのではなく，子どもにとって真に頼れる親として，子どもの将来を思って，自立して生

きていけるよう，自分の考えや価値観をぶつけて厳しく育てること。（87字）

問一　イ　　問二　エ　　問三　ア　　問四 （例） お母さんとけんかをしていたため，

女の子を信用して一番きれいな浴衣を貸したのに返してもらえなかった悲しみをひとりで

がまんしていたが，お母さんが優しく声をかけてくれたため，こらえきれなくなったから。

（97字） 問五　ウ　　問六　ア　　問七　オ　　問八　A 要領　　B 険しい

C 仕草［仕種］

二

一

＜国語解答＞



述べられていないので不適当。ウは筆者のとらえ方であり「子どもから見た」ものではないので，

ウも不適当。

問三　③直後の段落で③のような親に対して「子どもの将来のためを思ったら，あえて厳しいこと

を言って憎まれ役を買うのも重要な親の役目だろう」と述べており，このような親の役目ができ

ていない親を③のように述べている。また③後「結局」で始まる段落で，③のような親は子ども

にやさしいのではなく，自分に甘く，子どもの将来を考えてあげていないことが述べられている

ので，これらの要旨からウが適当。③直後の段落内容に関連づけられてなく，子どもの将来を考

えない自分に甘い親ということを説明していない他の選択肢は不適当。

問四　④前「本来，」で始まる段落で，親と子の関係は，好かれたい嫌われたくないという関係で

はなく，もっと「深い結びつき（6字）」があるはずであることが述べられている。〈親と子どもと

の間には他人にはない「深い結びつき」があるから〉こそ，あえて厳しいことを言って憎まれ役

を買うことが「親だからできる」と述べている。

問五　⑤後「しかし，そんな」から続く2段落で，子どもを叱らずに歪んだ行動や自分勝手な態度

が改まらないまま大きくなったら，将来もっと深刻な意味でかわいそうなことになり，友だちや

職場，取引先からも信頼されずに仕事で支障が生じている人物もいることが述べられていること

から，これらの内容の要旨としてエが適当。他の選択肢は，子どものころに歪んだ行動や自分勝

手な行動がしつけられないことで生じる結果が不適当。

問六　⑥の「近視眼的」は，物事の全体や先を見通すことができず，目先の事だけにとらわれてい

るさま。ここでは，子どもを叱るのは子どもが落ち込んでかわいそうと親が思うことに対するも

ので，直後で⑥は将来もっと深刻な意味でかわいそうなことになることを述べているので，オが

適当。「近視眼的」の意味をふまえていないア，イ，ウは不適当。エも述べていないので不適当。

問七　⑦のようにする親は自分に甘い親であり，本文冒頭「子どもの将来の」で始まる段落で述べ

ているように，子どもと一緒に楽しく過ごしていたいという親のことである。自分に甘く，自分

が子どもと楽しく過ごしたいと思って⑦のように子どもと接している親ということなので，エが

適当。自分が子ども一緒に楽しく過ごしたいという思いを説明していない他の選択肢は不適当。

問八　⑧は直前の段落内容を指しており，「こちら（子ども）の機嫌を窺っているような親ではなく，

親だったらもっと堂々としてほしい，そうでないといざというとき頼れない」→自分が親を頼り

たいときに頼れることのできる親であってほしい，ということなので，ウが適当。親に対する

「思い」なので，自分（＝子ども）の説明になっている他の選択肢は不適当。

問九　⑨は筆者が考える子育てのもとにあるものである。本文は冒頭で述べているように，かつて

の日本の厳しい子育てと，ほめて叱らない甘い子育てを比較しながら，子どもの将来のためには

厳しい子育てをするのが「親のやさしさ」である，という内容になっている。最後の5段落で筆

者の考えがまとめられているので，・子どもは本当に頼れる親を求めていること，・子どもから

嫌われたくないという思いを抱える親が増えているからこそ，子どもの将来（=自立して生きて

いけること）のために，自分の考えや価値観をぶつけてくる親を求めていること，・ときに厳し

くしながら自分の考えや価値観をぶつけて子ども育てることが「親のやさしさ」であること，と

いった要点をおさえながら，筆者の考える子育てを具体的に説明していこう。

（小説－心情・情景・細部の読み取り，空欄補充，ことばの意味，漢字の書き取り，記述力）

問一　①は女の子に親切心で浴衣を貸してあげたことを，ゆきちゃんはほめられると思ってお母さ

んにほこらしげに得意になって打ち明けている様子なので「得意満面で」が入る。②はゆきちゃ

んに対して決めつけるような様子で言うという意味で「頭ごなし」が入る。③は浴衣のことを莉

子にしゃべったことで，ゆきちゃんに責められているように感じたよっちゃんの様子なので「ば

二

豊島岡女子学園中学校（第1回）

解30年度－8



つが悪そうに」が入る。「ばつが悪い」は，はずかしくてきまりが悪いこと。

問二　④前後で，門の前にあるお地蔵さまはゆきちゃんが生まれてすぐに亡くなったゆきちゃんの

姉のために作られたもので，枇杷の木も一緒に植えられ，祖父や親戚の人たちはそのお地蔵さま

や枇杷の木を見るたびに幼くして亡くなったゆきちゃんの姉の無邪気な姿を思い起こしていただ

ろうという莉子の気持ちが描かれている。人間らしく愛らしいお地蔵さまに，ゆきちゃんの姉に

対する家族や親戚の人たちのあたたかな愛情が感じられ，莉子は自分まであたたかな気持ちにな

っているので，エが適当。アの「悲しむ」，イの「自分だけがのけ者にされていたことへの疎外

感」は描かれていないので不適当。ウの「姉妹間の愛情」，オの「納得している」も読み取れな

いので不適当。

問三　⑤は，浴衣を貸してあげた女の子が浴衣を返しにくるのを待っているゆきちゃんの様子で，

「あの子を信じとるよ」「あの子はぜったい，浴衣を返しにくる」とくり返し言っているのは，も

しかしたら返しにこないかもしれないというわずかな不安があるからで，そのような不安を打ち

消すために返しにくることを⑤のようにゆきちゃんはくり返しているので，アが適当。イの「長

時間待つことに嫌気がさして」，エの「母の愚かさへの批判を表明している」，オの「莉子たちか

ら同意をもらい」は読み取れないので不適当。⑤までの会話では，亡くなった姉のためのお地蔵

さまの話の他は浴衣を返しにくるはずの女の子の話で，⑤前でも自分から女の子のことを話して

いるので，「他の話をしていても」とあるウも不適当。

問四　⑥の「がまんしていたもの」は，直後からのゆきちゃんのせりふで描かれているように，浴

衣を貸してほしいという女の子をかわいそうに思い，ぜったい返しにくるという女の子を信用し

て一番きれいな浴衣を貸したのに返してもらえなかったという，ことばを詰まらすほどの悲しみ

である。そのような悲しみをがまんしていたが，冒頭の場面で描かれているように，浴衣のこと

でけんかしてほとんど口をきかなくなっていた母に「やさしく話しかけ」られたことで，こらえ

きれなくなってゆきちゃんは⑥のような行動をしたのである。ゆきちゃんと母との関係，ゆきち

ゃんががまんしていたもの，「吐き出すようにしゃべり始めた」きっかけとなったこと，これら

のことを具体的に説明し，指定字数以内でまとめていこう。

問五　⑦前で，自分の分の生地でゆきちゃんの浴衣をこれから縫ってみないかというお母さんの提

案を，ゆきちゃんがすぐに受け入れられなかったことが描かれている。お母さんの提案に浴衣を

用意できるという希望を見出し「涙をぬぐっ」ているが，縫う自信も時間もなく浴衣を縫う決心

がつかなかったため⑦のようにも言っているので，ウが適当。これから浴衣を縫うことに決心が

つかないため⑦のように言っているので，お母さんに対するものとして説明されている他の選択

肢は不適当。

問六 「昼食のあと」から始まる場面で，浴衣を貸した女の子はぜったい返しにくると信じて，家

の門の前でいつまでもあきらめずに待っているゆきちゃんの様子が描かれている。また（中略）直

後の場面で，お母さんがゆきちゃんにおにぎりを持ってきたのは，ゆきちゃんが夕飯も食べずに

女の子を待ち続けていたことを表している。これらの描写から，自分が思ったことは貫き通そう

とする「頑固」な面もゆきちゃんにはあるということが読み取れる。よっちゃんが莉子に浴衣の

ことを話したことでよっちゃんに「このおしゃべり」とゆきちゃんは怒っているが，イの「意地

悪」ではない。問五でも考察したように，これから一緒に浴衣を縫おうというお母さんの提案に

決心がなかなかつかなかったことから，ウの「前向き」ではない。エ，オも読み取れないので不

適当。

問七　⑨前「わたしが会った」～最後までで，ゆきちゃんはひとりの少女としてあの時代の瞬間，

瞬間に生き生きといのちを輝かせていたこと，つたないながらもひと針ひと針を一心に（一生懸
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命集中しているさま）縫っていたゆきちゃんの姿を思い浮かべていることから，オが適当。ゆき

ちゃんとしての母への思いで⑨のようになっているので，自分のことを重ねているアや自分の思

いの説明になっているエは不適当。イの「自分と同じように不器用」，ウの「過去の世界にとど

まっていたかったと後悔している」も描かれていないので不適当。

問八　Aの「要領を得ない」は，物事の要点がはっきりしていないこと。Bは「検」「剣」などと間

違えないこと。Cは何かをするときの身のこなしや動作のこと。
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論説文では，テーマに対して二つあるいは複数のものを比べながら論を進めると

いう形がよくある。何をどのように比べているかをしっかり読み取ろう。


