
＜算数解説＞
珈 （四則計算，数列・規則性，単位の換算，場合の数）

（1） ＋ － × ＝ － ＝

（2）（58＋346）×10÷2＝2020

（3） 20＋2－0.02＝21.98（dL）

（4） 以下の18通りがある。

1×1＝1 1×2＝2 1×3＝3 1×4＝4 1×5＝5 1×6＝6

2×4＝8 2×5＝10 2×6＝12 3×3＝9 3×5＝15 3×6＝18

4×4＝16 4×5＝20 4×6＝24 5×5＝25 5×6＝30 6×6＝36

玳 （割合と比，数の性質，消去算，濃度，平面図形，相似）

（1） リンゴとミカン1個ずつの値段の比は4：3であり，4×15＋3

×10＝90である。したがって，90が1890円に相当しリンゴ1個は

1890÷90×4＝84（円）である。

（2） 1×6＝6より，小数□について□×6＝5＋□になったとする

と，□×（6－1）＝□×5が5に等しくなり，□＝1で適さない。し

たがって，□×6＝4＋□のとき，□×5が4に等しくなり，□＝4

÷5＝0.8である。

（3） 濃度が12％になったBの100gに水50gを加えると濃度が

12×100÷（100＋50）＝8（％）になり，これがAの濃度に等し

い。したがって，右上図において，色がついた2つの長方

形の面積が等しく，これらの横の長さの比が（14－12）：

（12－8）＝1：2であるから，最初のBの食塩水は100×2＝

200（g）である。

（4） 右図において，三角形CDEとCAGは相似でDEは cm，

三角形EDFとGBFは相似で対応する辺の比は ：3＝1：4
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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。》

珈 （1） （2） 2020 （3） 21.98 （4） 18通り

玳 （1） 84円　 （2） 0.8 （3） 200g （4） 6.4cm2

珎 （1） 6cm （2） 42cm3 玻 （1） 9：2 （2） 1時間17分

珀 （1） 20秒間　 （2） 7 （3） A 2回　　B 51回

珥 （1） 9.14cm2 （2） 19.14cm2 （3） 0.1256cm2
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である。したがって，三角形ABFの辺ABに対する高さは1÷（1＋4）×4＝0.8（cm）であり，求める

面積は4×0.8×2＝6.4（cm2）である。

珎 （立体図形，平面図形，相似）

（1） 右図左において，三角形RAPと

REQは相似でRA：REは2：4＝1：2

であり，RAは6cm

（2） 右図右において，三角形ASPと

EFQは相似で対応する辺の比が2：

4＝1：2であり，三角錐O－ASPと

O－EFQの体積比は（1×1×1）：（2×

2×2）＝1：8である。したがって，

求める立体の体積は4×6÷2×12÷

3÷8×（8－1）＝42（cm3）である。

玻 （速さの三公式と比，流水算，割合と比，単位の換算）

（1） 上りの速さと下りの速さの比は70分：110分＝7：11であり，船の速さ：川の速さは{（7＋11）

÷2}：{（11－7）÷2}＝9：2

（2）（1）より，月曜日の川の速さは2÷2＝1であり，下りの速さは9＋1＝10である。したがって，

実際の下りの時間は70÷10×11＝77（分）すなわち1時間17分である。

【別解】 110÷10×7＝77（分）

珀 （規則性，数の性質，単位の換算）

（1） A・Bと連続すると，4＋2＋6＋2＝6＋8＝14（秒間）のうち最初の4秒間に○が表示される。し

たがって，70÷14＝5より，1分10秒の間に○は4×5＝20（秒間）表示される。

（2）（1）より，14秒と60秒の最小公倍数は420秒であり，420÷60＝7（分）にちょうどA・Bが終わ

る。

（3） AとBの時間はそれぞれ6秒と8秒であり，AとBの回数がそれぞれアとイであるとすると6×

ア＋8×イ＝420，3×ア＋4×イ＝420÷2＝210，4×イ＝3×（70－ア）である。したがって，ア＝2

（回）のとき，イが最多の（70－2）×3÷4＝51（回）になる。

珥 （平面図形，図形や点の移動）

（1） 図アより，1×1×3.14＋2×3＝9.14（cm2）

（2） 図イより，1×1×3.14＋1×2.5×4＋2.5×2.5－0.5×0.5＝

13.14＋6.25－0.25＝19.14（cm2）
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（3） 図ウにおいて，輪Qの「円周自体」は中央

の半径1－0.8＝0.2（cm）の円の内部を通らない。

したがって，円板Pが通った部分と輪Qが通った

部分の面積の差は0.2×0.2×3.14＝0.1256（cm2）

である。

＜理科解説＞
珈 （物理的領域―力のはたらき）

（1） 太さが均一な棒の真ん中に支点があるので，棒の重さは考えなくてもよい。よって，アの重

さは，10（g）×30（cm）＋□（g）×10cm＝40（g）×30（cm）より，90gとなる。

（2） 輪軸の中心に支店があるので，輪軸の重さは考えなくてもよい。よって，イの重さは，10

（g）×30（cm）＋120（g）×10（cm）＝□（g）×30（cm）より，50gとなる。

（3） 次ページ図1のように，A，Bの2か所には合わせて，40（g）〔おもりの重さ〕＋20（g）〔動滑車の

重さ〕＝60（g）の力がかかるので，B点にかかる力は30gとなる。同様に，C，Dの2か所にも合わ

せて，30（g）〔B点にかかる力〕＋20（g）〔動滑車の重さ〕＝50（g）の力がかかり，D点には25gの力が

かかる。よって，ウのおもりは25gとなる。

（4） 次ページ図2のa点にかかる力は（40（g）＋20（g））÷2＝30（g） 輪軸A点から支点までの長さ：
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★ワンポイントアドバイス★

注意すべき問題は，玳（2）「小数」と最後の珥（3）「円板と輪が通った部分」であり，

後者については，輪の内部ではなく「円周自体が通った部分」という発想がないと

解けない。他の問題を優先して解き，着実に得点しよう。

珈 （1） 90g （2） 50g （3） 25g （4） 15g （5） 10g （6） ①　あ　　②　あ

玳 （1） う　 （2） 6.6g （3） 2.4g （4） 31.5g （5） 75g （6） う　 （7） 80g

珎 （1） う　 （2） え　 （3）（名称） Y 毛細血管　　Z 赤血球　 （方向） ①

（4）（名称） 肺静脈　 （記号） う　 （5）（記号） I （名称） 横かく膜

玻 （1） A 西　　B 南　 （2） い・う　 （3） お　 （4） け　 （5） う

（6） い，え

＜理科解答＞



輪軸のB点から支点までの長さの比は1：2なので，a点とb点にかかる力の比は2：1となるので，

エのおもりは2：1＝30（g）：□（g）より，15gとなる。

（5） 図3のように30gのおもりとオ

のおもりの合計が40gとなるので，

オは10gである。

（6） ①　ペダル側の歯車よりも小

さい歯車ほど，ペダル側の歯車が

1回転する間により多く回転でき

る。よって，同じ回数だけペダル

側の歯車を回転させた場合，自転

車の進む距離が長くなるのは，歯

車1である。 ②　図3の右側の定

滑車をペダル側の歯車に，左側の

輪軸を後ろのタイヤ側の歯車1と2

に見立てると，ペダル側にかけた力は半径の小さい輪軸には小さく，大きい輪軸には大きく力が

分散することがわかる。よって，ペダルをこぎ始めるために最低限必要な力が大きくなるのは，

小さい歯車である歯車1の方である。

玳 （化学的領域―水溶液の性質）

（1） 炭酸バリウムがすべて溶けなくても，はかりは85（g）＋30（g）＋55（g）＝170（g）を示す。

（2） 反応前の重さの合計は，85（g）＋30（g）＋55（g）＝170（g）であり，二酸化炭素が発生したあとの

全体の重さが163.4gなので，170（g）－163.4（g）＝6.6（g）の二酸化炭素が発生したことがわかる。

（3） 問題文中に書かれている塩化水素72gに対して，二酸化炭素44gと水18gが生じるという情報を

使う。（2）より，発生した二酸化炭素が6.6gだったので，使用された塩化水素は72（g）× ＝

10.8（g）であることがわかる。（このとき，水も18（g）× ＝2.7（g）発生している。）よって，

実験2で使用した24％の塩酸55gの中には，55（g）×0.24＝13.2（g）の塩化水素が含まれているので，

実験2で二酸化炭素の発生したあとの溶液中の塩化水素は13.2（g）－10.8（g）＝2.4（g）となる。

（4） ビーカーが85g，反応後の塩酸が55（g）－10.8（g）＝44.2（g），実験2によって発生した水が18（g）

6.6（g）
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× ＝2.7（g）なので，実験2のあとの塩化バリウムは163.4（g）－（85（g）＋44.2（g）＋2.7（g））＝

31.5（g）となる。

（5） 実験2から，炭酸バリウム30gがすべて反応するのに塩化水素が10.8（g）必要だとわかる。よっ

て，炭酸バリウム50gを過不足なく反応させるためには塩化水素が10.8（g）× ＝18（g）必要

である。そのため，必要な24％の塩酸は18（g）÷0.24＝75（g）となる。

（6） 石灰石の主成分は炭酸カルシウムである。

（7） 石灰石10gから二酸化炭素が4.4g発生するので，石灰石1gから二酸化炭素が4.4（g）× ＝

0.44（g）発生することがわかる。また，炭酸バリウム20gから二酸化炭素が4.4g発生するので，炭

酸バリウム1gから二酸化炭素が4.4（g）× ＝0.22（g）発生することがわかる。実験2で発生し

た二酸化炭素は140（g）＋50（g）－141.6（g）なので，48.4

（g）である。よって，右図のつるかめ算の考え方によ

り，石灰石の重さは48.4（g）－0.22（g/g）×140（g）＝17.6

（g），17.6（g）÷（0.44（g/g）－0.22（g/g））＝80（g）となる。

珎 （生物的領域－人体）

（1）・（2） 空気と血液との間で気体の交換を行うのは，肺である。肺は口と気管（図1のA・ア）で

つながっており，気管の先端には肺胞（a）がある。血液中の不要物をこしとって尿（b）をつくるの

は，腎臓（図1のD・イ）であり，尿を一時的にためる場所はぼうこう（図1のF・ウ）である。体内

に生じた有害物質を無害なものに変えるのは，肝臓（図1のC・エ）である。血液を全身に送るの

は心臓の役割であり，心臓の動きを心ぱく（c）という。心ぱくが血管に伝わったものを脈はく（d）

という。

（3） 肺胞にまとわりついている血管は毛細血管である（Y）。肺胞にある毛細血管の血液中に含ま

れる二酸化炭素は体外に放出し，体外にある酸素を赤血球（Z）が受け取り全身に運ぶ。よって，

血液の流れる方向は①であることがわかる。

（4） 肺から心臓に戻る血液が流れる血管を肺静脈という。右肺から戻る肺静脈は「う」であり，

左肺から戻る肺静脈は「か」である。

（5） しゃっくりは横かく膜がけいれんすることで起こる。横かく膜は，肺の下に位置する膜状の

筋肉である。

玻 （地学的領域－太陽）

（1） 日本では太陽は南中するので，Bが南である。よってAが西，Cが東，Dが北となる。

（2） 日本の四季は，地球が地軸を傾けたまま，太陽の周りを公転しているためにおこる現象であ

る。

（3） Aは西，Bが南，Cが東，Dが北である。春分，秋分

の日，夏至，冬至の影の動きは右図4のようになる。

（4） 日本が冬至のときは，南半球は日本でいう夏至に当

たる。南半球で太陽は北中するので，「け」を選ぶ。

（5） 日本が夏至のときは，南半球は日本でいう冬至に当

たる。よって，太陽の北中高度は90（度）－23.4（度）〔南

緯23.4度〕－23.4（度）〔地軸の傾き〕＝43.2（度）となる。
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（6） 太陽が1日中沈まない現象を白夜と

いう。図5から日本が夏至のとき，北極

点では白夜となり，日本が冬至のとき，

南極点で白夜となる。

＜社会解説＞
珈 （政治－「人権」に関連する政治問題）

問1 ロヒンギャはミャンマーの西部とその西隣のバングラデシュにまたがって分布している。ミ

ャンマー政府は自国の国民と認めず，バングラデシュの不法移民とし，バングラデシュはミャン

マーから流入してくるロヒンギャを送り返そうとしてはいるが，対応に苦慮しているのが実情。

ミャンマーでは多くの人が仏教徒だが，ロヒンギャはイスラム教徒がほとんどである。

問2 あ 男性と女性では現状では圧倒的に男性の方が正社員として働く人が多いので誤り。

い 育児休業は男性も取得可能であるので正しいが，実態としては取得率は極めて低い。

問3 3 大日本帝国憲法の時代では地方自治の概念はなく，地方のことも国が決めていた。

問4 4 日本国憲法が制定された当時はプライバシーの権利や知る権利といった新しい権利はまだ

問題とされていなかったので憲法の中には書かれていない。

問5 かつての大日本帝国憲法の時代の人権は「法律の範囲内」で認められるもので，法律を制定

すれば制限が可能なものであったが，現在の日本国憲法の基本的人権はこの条文にあるように犯

すことのできない永久の権利として，公共の福祉に反しないかぎり認められるものになっている。

問6 毎年1月に召集される通常国会は，その年の4月からの新年度の予算を審議するのが大きな仕

事の一つ。3月31日までに予算と関連する法律を成立させられない場合には，当座必要となる分
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★ワンポイントアドバイス★

実験の結果などを自分なりにメモをとり，整理して考えよう。

珈 問1 5 問2 3 問3 3 問4 4 問5 永久の権利　　問6 予算　　問7 1・3

問8 公務員

玳 問1 2 問2 2 問3 阿倍仲麻呂　　問4 2 問5 徒然草　　問6 石見銀山

問7 コンビニエンスストア　　問8 2 問9 2・3 問10 環境保護などのため節電

をしている国もあるから

珎 問1 4 問2 3 問3 4 問4 2 問5 カラス　　問6 湿地　　問7 3

＜社会解答＞



だけの暫定予算を組むことになる。

問7 2のパターンは法律案の審議の時のみ。4は3にあるように30日以内ではなく10日以内の誤り。

30日以内は予算や条約の承認の場合。

問8 公務員は国や地方自治体の組織，機関で採用され働く人。

玳 （「月」に関する歴史と政治の融合問題）

問1 藤原道長の時代は10世紀末から11世紀の頭頃。1は阿弥陀仏にすがって来世で救われることを

願う末法思想はこの時代にあったが，神によって救われるというのはない。3は日本書紀や古事

記が書かれたのは奈良時代。4は鎌倉時代で12世紀末以後。

問2 1 倭寇が問題になるのは室町時代なので8世紀の話ではない。 3 当時は航海術が未熟だっ

たので，陸に近い海岸線をたどるルートの方が安全。 4 琉球王国が形成されるのは室町時代

なの8世紀ではない。

問3 阿倍仲麻呂は奈良時代の717年に遣唐使に同行し，唐へ留学し，唐の王朝に仕官した。唐の玄

宗皇帝に仕えたあと，753年に帰国しようとしたが，荒天のため果たせず，唐に残り唐で亡くな

った。

問4 2 1955年に，当時の自由党と民主党の二大保守政党が合同して現在の自由民主党が誕生した。

1は1972年，3は1945年から50年の間，4は1964年。

問5 徒然草は吉田兼好（兼好法師，卜部兼好）の随筆。

問6 石見銀山は戦国時代に毛利氏と尼子氏が争い毛利氏のものになったが，江戸時代には江戸幕

府によって支配された。

問7 コンビニ（コンビニエンスストア，convenience store）は，convenience（便利な（store）店）という

こと。普通の商店と比べて扱う品目の種類が多く，開店している時間が長いからつけられた名前。

問8 1 1615年　大坂夏の陣→3 松尾芭蕉は元禄期の俳人→2 1792年にラクスマンが根室に来航

→4 1837年　大塩平八郎の乱の順。

問9 インドは月探査のロケットを打ち上げたことはあるが月面着陸はまだない。韓国は外国製ロケ

ットによる人工衛星の打ち上げは行っているが，国産ロケットでの打ち上げはまだやっていない。

問10 地上の夜間での明かりが多く，明るいのは電力消費量が多いことにつながるが，発電能力は

高く，経済的に豊かな国でも，節電のために無駄な電力消費をおさえるということで夜間の照明

を暗いものにしたり，数を減らしたりしているところもあると考えられる。温室効果ガスの削減

のために電力消費を抑える傾向は先進国にもみられる。

珎 （地理－様々な問題）

問1 あ 地図の上側が春日井市，下側が名古屋市。境になっているのは庄内川。 い 二子山古

墳は図の左のほうにある。二子山古墳の最寄駅はJR勝川駅ではなく，二子山古墳の南にある私

鉄のあじま（味鋺）駅。

問2 航空機の路線を考える際に，出発地点から近い空港への路線は，普通はほとんどない。飛行

場は一般に市街地の中心にはないので，近隣の場所を結んだ航空路線を作っても，空港と市街地

との間の移動で時間がかかるので，鉄道や自動車で直接その場所まで行く方が速く移動できる場

所が多い。この中で，いは東京との便数が少ないので関西と考えられる。また，北海道と沖縄県

とでは，観光客だけでなく仕事の用も多そうなのは北海道なので東京都の便数が多いあが新千歳，

うが那覇と判断できる。

問3 日本の輸入品目で，ぶどう酒やバッグ類が上位に含まれるのは選択肢の中ではフランス。

問4 あは果実の割合が高いので青森県，うは米の割合が高いから秋田県と判断できる。

問5 野生鳥獣による害で，鳥のものはカラスが一番多い。

豊島岡女子学園中学校（第2回）

解30年度－17



問6 ラムサール条約は水鳥の生息地として湿地を保護する条約で，日本の中で登録された場所は

多い。ラムサールはこの条約についての話し合いが行われたイランの都市の名称。

問7 3 鐵園祭は京都の祭りで，八坂神社の鐵園御霊会という疫病や風水害を避けるためのものと，

山鉾という大きな山車を京都のそれぞれの町で作り，それを引いて町の中を練り歩くものがある。

＜国語解説＞
（論説文－要旨・大意・細部の読み取り，空欄補充，慣用句，漢字の書き取り，表現技法）

問一　Aの「成」を「整」などと間違えないこと。Bは物事の区切り。Cは思いのままであるさま。

問二　①直後の段落で，「絵本を読む」前提には自分や他者の心を読んだり，さまざまな事象や複

雑な人間関係を読み取る力がなくてはならないため，「この発想」＝「幼児の言葉の発達や概念形

成に及ぼす絵本の読み聞かせの効果」という表層的な発想ではすぐに底が見えて行き詰まってし

まうことが述べられている。この内容の要旨として適当なのはエである。「この発想」の視点が

「まったく間違っていると言うつもりはありません」と述べているので，「なんの根拠もない，架

空の考え」とあるア，「多くの本に触れさせることに意味を求めるのは誤り」とあるウ，「効果は

なく」とあるオは不適当。「小学生以上」以降は述べていないので，イも不適当。

問三　②は息が止まるほど感動する，ということなので，オが適当。アは呼吸をおさえてじっとし

ていることで「息を殺す」ともいう。イは運動などで呼吸が荒くなること。ウはお互いの気持ち

や調子がぴったり合うこと。エは有力者などの影響を受けること。

問四　③は絵本の中で筆者が出合った，断片的な実験や観察では捉えられない子どもの発達の姿が

深く説得力をもって描かれているもので，深層の淵から引き上げられ日常的な切口で物語られて

いるものである。物語ることは，語りに対する子ども（＝絵本の中で描かれている子ども）の行為

や反応の背後にある矛盾対立する深層の心理構造や，そこへ至る過去から未来の予測を含む心理

一
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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

で進めていくのがよいだろう。

問一　A 形成　　B 節目　　C 自在　　問二　エ　　問三　オ　　問四　エ

問五　イ　　問六　意味以　　問七 （1） ウ　 （2） ア・ウ　　問八 （例） 内なる子

どもを生き生きともつ作家・画家が，日常生活の中で発生するさまざまな葛藤を通して成

長する子どもの姿を描いていることと，オノマトペが生得的な言語装置に働きかけること

によって明らかになる，子どもの内面世界が描かれていること。（113字）

問一　ア　　問二　ウ　　問三　オ　　問四 （例） 初めは周囲の助けのおかげでかなり

の距離を進んだので，タイムアップにならないだろうと安心していたが，実際はほとんど

進んでいなかったことがわかり，もう間に合わないと絶望している。（87字） 問五　ウ

問六　エ　　問七　イ　　問八　ウ

二

一

＜国語解答＞



的プロセスを描くことを可能にすることが述べられているので，この内容が③であると読み取る

ことができる。絵本の中で引き上げられ物語られる「子どもの経験の意味」→物語ることは，そ

れらの行為や反応の背後にある矛盾対立する深層心理や過去から未来への心理の変化のプロセス

も描くことを可能にする＝絵本の中の子どもは行為や反応の背後にある矛盾対立する心理や変化

を通して成長していく，ということなので，エが適当。ア，イ，ウは「空想遊び（ごっこ遊び）」

によるものなので不適当。オも述べていないので不適当。

問五　④はソフィーの立場になってソフィーの気持ちに寄り添った言葉で，抱きしめることでソフ

ィーという存在が大切であることも伝えようとしているので，イが適当。ソフィー自身の気持ち

に寄り添っているので，弟のことを関連づけているア，ウ，エは不適当。ソフィーは弟にばかり

かまける父母に腹を立てているので，母だけの説明になっているオも不適当。

問六　⑤の具体的な絵本は，直後の段落で述べられているように長新太の『ちへいせんがみえると

ころ』や谷川俊太郎の『もこ　もこもこ』で，谷川俊太郎が『もこ　もこもこ』がおとなより幼

い子ども達に強く支持される理由として「意味以前の『存在』の手ざわりを絵と言葉を通して表

現している（29字）」のではないかと述べていることから，⑤＝「意味以前の『存在』の手ざわり

を絵と言葉を通して表現している」絵本，ということである。

問七 （1）「ふさわしくないもの」を選ぶことに注意。アは⑥直前で述べているのでふさわしい。

⑥を多用したナンセンス絵本に，5か月の男児は「全身でおはしゃぎ反応をくり返してい」たの

に対し，「おとなの反応」は「どうしてこんな絵本が好まれるのだろう」というものであること

を述べているのでイもふさわしい。ウは述べられていないのでふさわしくない。⑥が多用されて

いるナンセンス絵本は，生得的（生まれつきであること，先天的であること）な言語装置に強く働

きかけていることを述べているのでエはふさわしい。「それら」で始まる谷川俊太郎の言葉で述

べられているオもふさわしい。 （2） 擬音語（＝擬声語）は，動物の鳴き声やかみなりの音など

実際の声や音を文字で表した語のこと。擬態語は実際には音は出ていないが，状態などをそれら

しい音声にたとえて文字で表した語のこと。アは雨などが激しく降っている音，ウはかたいもの

がふれあうなどして発する音で，どちらも実際に音を発しているので擬音語。イは星などが輝い

ている様子，エはあちこち歩き回る様子，オはいらだっている様子，カは自由でゆったりとして

いる様子で，いずれも実際には音は出ていないので擬態語。

問八　⑦直後で⑦の「二つの側面」として，一つは内なる子どもを生き生きともつ作家・画家によ

る子どもの描写，もう一つは新しい試みの独創的な絵本によって見えてきた子ども内面世界の存

在が描かれていること，が述べられており，これらが⑦の特徴となる。一つ目の特徴は，問四で

も考察したように，絵本の中の子どもが行為や反応の背後にある矛盾対立する心理や変化を通し

て成長していく姿を描写しているということである。もう一つの特徴の独創的な絵本は，問七（1）

でも考察したように，オノマトペが生得的な言語装置に強く働きかけている絵本で，こうした絵

本によって知られていなかった内面世界が描かれているということである。⑦直後の「二つの側

面」にこれまでの内容を補足しながら，⑦の絵本の特徴を説明していこう。

（小説－心情・情景・細部の読み取り，空欄補充，記述力）

問一　①での「私」は体力も限界を迎え放心状態で，何か話しかけられたことも覚えていないほど

疲れきっていたが，④ではげましてくれたコンビニの人に会釈しているのは，④前でマッサージ

をしてもらったことで体力も回復し，周りを見ることができるほど精神的にも余裕ができたこと

が読み取れるので，アが適当。①～④の間でリタイヤ車のバスのことを考えたり，少年やマッサ

ージのおじさんとも会話していることが描かれているので「意識を取り戻した」とあるイは不適

当。精神的な余裕についてふれていないウ，体力が回復したことにふれていないオも不適当。

二
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「他人に優しくできるようになった」ことは読み取れないので，エも不適当。

問二　②は現実とかけ離れた場所という意味で「夢」が入る。

問三　③はおじさんに「ひとりで歩いてんの？」と聞かれたときの「私」の様子で，「不意打ちで

孤独を確認してしまったようで」③のようになっているので，オが適当。アの「独りで歩いてい

ることは明らか」であること，イの「子ども扱いしているとわかり，悔しくなった」は読み取れ

ないので不適当。③直後の心情を説明していないウ，エも不適当。

問四　 前まではおじさんのマッサージで体力と精神面でも回復し， 内最初の3行でも

もう半分来た計算でかなりの距離を進んだので，タイムアップにならないだろうと安心していた

が，地図で確認すると実際に進んだ距離はたったの二キロでほとんど進んでいなかったことがわ

かり，座り込んだまま二度と立ち上がれない気さえするほど，もう間に合わないことに絶望して

いる，というのが 内の「私」の心情の変化である。「心情の変化」を説明するので，「安

心」は本文でも描かれているが，後半の「もう，間に合わない」という気持ちを，心情を表す言

葉に言いかえて説明することが重要だ。

問五　⑤は「もう，間に合わない」と「私」が思っているところに少年が話しかけてきたときの

「私」の様子で，「なんでこいつ話しかけてくるんだろう」と思っている＝少年のことをうっとう

しく思っているので，ウが適当。アの「少年に切望している」，イの「気遣ってくれた少年」は

読み取れないので不適当。少年は「私」が寝ていると思って声をかけただけなので「空気を読ま

ず」とあるエも不適当。また，少年は「急がなくていいのか」とは話しかけていないので，オも

不適当。

問六　 部分でも描かれているように，「私」は地図を見てもう間に合わないと思い，少年に

ももう絶対に間に合わないと話しているが，少年は地図より自分の感覚を信じるとはっきりと言

いきったことに対して「私」は⑥のようになっている。⑥直後で「私」は自分を信じられなくて

完歩の夢をあっさりと手放し，少年の『俺は俺を信じる』というような自信を，これまで自分に

持ったことがなかったたことが描かれていることから，エが適当。⑥直後の，自信を持ったこと

などなく，今まで一度も自分を信じられなかった自分に気づかされたという「私」の心情を説明

していないア，イ，オは不適当。「自分を悔しく思った」ことは読み取れないので，ウも不適当。

問七　⑦前後で，自信を持ったこともなく今までの人生で一度も自分を信じられなかったが，いい

かげん変わりたいと思い，変わるなら今がその時だと思って立ち上がり，歩くと決めた「私」の

様子が描かれている。地図が合っているかどうかは大したことではなく，自信を持てる自分に変

わるためには最後まで歩くことが重要なのだという決意を⑦は表しているので，イが適当。自信

を持てる自分に変わるために歩くことを決意したことを説明していないアは不適当。地図が合っ

ているかどうかは「私」にとってのことであるので，「自分たち参加者にとって」とあるウも不

適当。地図が合っているかどうかということが「私」を変えてくれる重要なきっかけとして描か

れてはいないので，「地図が合っているかどうかは自分を変えてくれるきっかけにはならず」と

あるエも不適当。ここまで歩いてきたのに，この時点であきらめてしまう自分を変えて自信を持

てるように歩く決意をしているので，「地図の示した道を歩いてきたことが自分の自信になるわ

けではなく」とあるオも不適当。

問八　 部分でもう間に合わないとあきらめかけているので，アは不適当。少年に対して

「なんでこいつ話しかけてくるんだろう，もう放っておいてほしい」と思ったので，イも不適当。

部分でもう間に合わないとあきらめかけたが，最後の場面では自信を持てる自分に変わ

りたいと思って歩くことを決意しているので，ウが適当。最後の場面での少年との会話は「私」

から「耳をかたむけて」いるわけではなく，歩く決意をしたのも今までの自分を反省して変わり
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たいと思ったためで，「向上心の旺盛な面がある」とまでは言えないので，エも不適当。最初の

場面で体力の限界で疲れきっているときや，もう間に合わないと思ったときも「周囲のせいにし」

ていないので，オも不適当。
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★ワンポイントアドバイス★

小説では，心情の変化を読み取ることが重要だが，変化のきっかけとなる根拠も

必ず確認して読み進めるようにしよう。


