
＜算数解説＞
［1］（四則計算，速さの三公式と比，割合と比，立体図形，数列・規則性）
（1） □＝ ÷（ × ＋ ）＋ ＝ ÷75＋ ＝ ＝0.5

（2） 聖・光・学の速さの比は120：45：80＝24：9：16であ

り，右図において，濆＋濆－⑨＋⑯＝烱が1500mであるか

ら，この位置になる時刻は1500÷55×16÷80＝ （分後）

である。

（3） 右図において，8段目までの立方体の個数は1＋3＋6＋10＋15＋21

＋28＋36＝120（個）であり，P・Q・Rを通る平面で前方を切り取られ

る立方体の個数は1＋2＋3＋…＋8＝36（個）である。したがって，求め

る体積は1×1×1×（120－36）＋（1×1×1－1×1÷2×1÷3）×36＝84＋

30＝114（cm3）である。

［2］（数の性質，場合の数）
（1） 最大の数は（10＋7）×（9＋8）＝17×17＝289である。

（2） 70＝5×14＝（2＋3）×（6＋8）であり，2，3の位置が（A，B），（B，A），（C，D），（D，C）の4

通りあり，これらのそれぞれについて6，8の位置が2通りあるので，全部で2×4＝8（通り）ある。

（3） 100＝10×10であり，10＝1＋9＝2＋8＝3＋7＝4＋6である。したがって，和が10になる4組か

ら2組を選ぶ組合せは4×3÷2＝6（通り）あり，（2）より，これらの位置は全部で8×6＝48（通り）

ある。

（4） 108＝6×18，140＝10×14，144＝12×12を利用すると2，4，8，10の4つの数が選択される。

［3］（平面図形，相似，割合と比，場合の数）
（1） 上の4つの点から2つの点を選ぶ方法も下の4つの点から2つの点を選ぶ方法も4×3÷2＝6（通り）

ずつあるので，四角形は6×6＝36（個）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。》

［1］（1） 0.5 （2） 5 分後　 （3） 114cm3

［2］（1） 289 （2） 8通り　 （3） 48通り　 （4） 2，4，8，10

［3］（1） 36個　 （2） cm （3）（ア） 6個　 （イ） 5個

［4］（1） ： ＝1：1 （2） ア　3 （Qの給水量） 150m3 （3） 100m3

（4） イ　10.5 ウ　4.8

［5］（1） QR＝8cm，BR＝3cm （2） 図　解説参照 （面積） 13.5cm2 （体積） 36.5cm3
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＜算数解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》
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（2） 右図において，三角形QXDとCXBは相似であり，対応する

辺の比は1：3であるから，XHは1÷（1＋3）×3＝0.75（cm）であ

る。

（3）（ア） 相似である三角形の対応する辺の比が1：2になる場

合，辺AP，PQ，QDのそれぞれについて，辺BSかRCが選択

されるので，Xは2×3＝6（個）ある。

（イ） 相似である三角形の対応する辺の比が1：1になる場合，

右図において，Xは5個ある。

［4］（立体図形，割合と比）
（1） 20m：5m＝4：1であり，図1において，〈 時間後〉の仕切りの左側と右側にたまった水量の

比が（0.9×4）：3.6＝1：1であるから，「Pの給水量－Rの排水量」：「Qの給水量」も1：1である。

（2） 図1と図2の色がついた部分の

水量の比は（3.6×2）：（2.7×4）＝

2：3であり，図2の時刻が7.5時間

後であるから，図1の時刻は7.5÷

（2＋3）×2＝3（時間後）である。し

たがって，1時間のQの給水量は25×5×3.6÷3＝150（m3）である。

（3） 25×20×3.6÷（36－18）＝100（m3）…Rの排水量

（4）（2）より，7.5～9.5時間後の2時間で仕

切り板の上に3.6×2÷3×2÷5＝0.96（m）

まで水がたまる。（1）～（3）より，「Pの給

水量－Rの排水量＋Qの給水量」とRの排

水量の比は（150×2）：100＝3：1であり，

仕切り板の上0.96mの高さの水量が排水される時間は2÷1×3＝6（時間）である。また，9.5時間後

の「Pの給水量－Rの排水量」とRの排水量の比は150：100＝3：2である。したがって，満水にな

る時刻 は9.5＋（18－6－9.5）÷（2＋3）×2＝10.5（時間後）である。このとき水深 は，「Pの給水

量－Rの排水量＋Qの給水量」と「Pの給水量－Rの排水量」の比2：1より，3.6＋0.96＋0.96÷

（9.5－7.5）×（10.5－9.5）÷2＝4.8（m）である。

［5］（立体図形，平面図形，相似）
（1） QR…図アにおいて，三角形XPMとQRPは相似であり，QRは4÷3×6＝8（cm）である。

BR…図イにおいて，同じく，相似である三角形の対応する辺の比は3：6＝1：2であるから

RNは4－（9÷2－4）×2＝3（cm）である。

（2） 図ウにおいて，同じく，相似である三角形の対応する辺の比は6：3＝2：1であるから，RSは

4÷2＝2（cm），図エにおいて，Sから左に延びる線の幅は1÷2×（2＋1）＝1.5（cm）である。したが
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って，Qが通過する部分は図オのようになり，この面積は（1.5＋9－3×2）×（8－2）÷2＝13.5（cm2）

図カにおいて，図ウ・エより，三角錐L－PTSの体積は3×2÷2×0.25÷3＝0.25（cm3），四角錐P－

SKQLの体積は（0.25＋1）×6÷2×6÷3＝7.5（cm3），四角形PTSQを底面とする高さ1cmの四角柱の

体積は（6×8÷2－3×2÷2）×1＝21（cm3）である。したがって，求める立体の体積は21＋（0.25＋

7.5）×2＝36.5（cm3）である。
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★ワンポイントアドバイス★

［4］「水量変化」の問題，［5］（2）「体積」の問題が難しい。したがって，［1］～［3］

までの問題で，着実に得点することが先決である。まず，問題の内容，条件をし

っかりと把握することから，「解く」ことが始まる。

［1］（1）（a） ダーウィン　 （b）（イ） （2）（オ） （3）（ア），（イ）

（4）（a）（ア），（ウ） （b）（ウ） （c） 外来種　 （5） 葉が針のように細く蒸散

を減らしたり，茎が太く水をたくわえたりするため。 （6）（イ），（エ） （7）（ア）

（8） ペンギン

＜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］（生態系－生物の進化と形態）
（1）（a）・（b） イギリスのチャールズ・ダーウィンは，測量船ビーグル号で世界各地を調査し，

進化の考え方をまとめた人物である。特に，南アメリカ大陸と海で隔てられたガラパゴス諸島で，

ゾウガメなど多くの生物を観察した。これをもとに，1859年「種の起源」を出し，さまざまな種

が1つの種から進化し，より環境に適したものが生き残るという自然選択説を唱えた。

（2） 現在より約2.5億年前，地球上の大陸は1つに合わさったパンゲア超大陸であった。その後の

大陸の分裂によって，生物は各大陸で進化をしていった。オーストラリア大陸は，他の大陸と早

くに分かれ，離れていったため，独自の進化をして，他でみられない生物が出現した。（ア），

（ウ）は特徴的な生物が存在する理由にならない。また，進化はたいへん長い年月でおこるので

（イ），（エ）のような人類の影響で新たな生物が生まれるのは考えにくい。

（3） 有袋類は（ア）と（イ）であり，いずれもオーストラリア大陸に生息するホ乳類である。（ア）は

樹上生活をする。（イ）はカンガルーに近いなかまである。一方，（ウ）はニュージーランドにすむ

翼が退化した鳥類，（エ）はオーストラリアにすむダチョウに似た鳥類，（オ）は太平洋～インド洋

などの温暖な海に生息するホ乳類である。

（4）（a） 日本の固有種は（ア）と（ウ）である。（ア）は西日本に生息する両生類で，体長は数十cm

になる。（ウ）は日本にのみ生息するサルである。一方，（イ）は世界中に生息し，建物の中などに

すむホ乳類，（エ）は北アメリカ大陸に生息し，日本には人為的に持ち込まれたハ虫類，（オ）はア

ジアを中心に世界中に生息する淡水魚，（カ）は東アジアに生息し，渡りを行うこともある鳥類で

ある。 （b） 絶滅した種は（ウ）であり，20世紀のはじめに絶滅したとされる。（ア）と（イ）は北

海道に生息している。（エ）は西日本に多いが生息数が減少している。（オ）は全国に生息する。

（c） その地域の生態系にもともと存在せず，他から入ってきた生物を，外来種，あるいは，外

来生物という。地域の生態系に被害を及ぼす例も多い。

（5） サボテンは，乾燥地域でも生息できるからだの特徴をもつ。葉が細長く，針や毛のような形

である。これは，体内の水分を外に出す蒸散を減らすとともに，動物から食われるのを防ぐ役割

もある。また，茎が太く丸くなることで，水分をたくわえるとともに，体積あたりの表面積を減

らして，ここでも蒸散を減らすことに役立っている。

（6） 常緑樹は，一年じゅう葉をつけている樹木であり，（イ）と（エ）があてはまる。冬になると，

葉は（ア）は黄色，（ウ）は黄色～茶色，（オ）は赤色に変わり，やがて落葉する。

（7） マレーグマの体長は約100～150cm，ホッキョクグマ（シロクマ）の体長は約200～300cmであり，

一般に寒冷地にすむクマの方がからだが大きい。例えば，同じ形の立体で，長さが2倍になると，
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［2］（1）（エ） （2）（a）（ア） （b） ②

（c） 右図　 （d）（エ） （3） 3個分

（4） フラッシュ

［3］（1） 貝殻，チョーク，などから1つ

（2） 水上置換［下方置換］ （3） 黄色

（4） 23％　 （5） 22g （6） 39％

（7）（ウ），（エ）

［4］（1）（カ） （2）（エ） （3）（ア） （4）（a） 毎秒0.6m （b）（ア） 340.5

（イ） 30 （c） 37°C （5） 528

見かけの太陽 



表面積は2×2＝4（倍），体積は2×2×2＝8（倍）となるので，同じ体積あたりの表面積が小さくな

る。このように，からだが大きいと，体積あたりの表面積が小さいので，熱が逃げにくく，寒冷

地での生活に適している。

（8） 鳥類の翼は，本来は空中を飛ぶためのつくりだが，ペンギンの翼は，水中で速く泳ぐために，

魚類のひれに似た形になっている。

［2］（太陽－春分の日と大気差）
（1） 日の出は，太陽の一部でも地平線にかかった瞬間をいう。また，日の入りは，太陽のすべて

が地平線に沈んだ瞬間をいう。

（2）（a） 光の反射では，入射角と反射角が等しくなる。選択肢のうち反射光が正しく描かれてい

るのは（ア），（ウ），（オ）である。また，光の屈折では，空気からガラスへ入射する光は，直進よ

りもやや深い方へ進む。これが正しく描かれているのは（ア）である。円の中心に進むのは，ちょ

うど円周に直角に，半径と一致する向きに光を入射させたときだけである。だから，（ウ）のよう

に，円の中心よりも入射側に光が進むことはない。 （b） まず，①を通った場合を下図に示す。

円弧の部分で屈折し，直径の部分でも屈折している。次に，本問の条件を考えると，円弧のB点

で屈折せず直進しているのだから，光の向きは，円弧に直角であり，ちょうど直径BOの向きに

光を入射させたときである。つまり，②の方から光を入射させればよい。

（c） 太陽からの光に対し，大気に入ったあとの光はやや深い方へ屈折する。逆にたどると，太

陽からの光は，宇宙と大気の境界面に対し，面に近い方から入ってきたといえる。問題文の条件

で，大気差の大きさが見かけの太陽1個分ということに注意して図を描けばよい。この図から分

かるように，日の出の太陽は浮き上がって見えるので，本来は地平線より下にあるはずの太陽が，

日の出の位置に達していて，そのぶん昼の長さが長くなる。 （d） 大気差の大きさは，光の屈

折の大きさによる。問（b）の内容から考えると，入射する向きが直角に近いほど，大気差が小さ

いことがわかる。つまり，太陽高度が低い朝や夕方に大気差は大きく，太陽高度が高い昼には大

気差は小さい。よって大気差は，午前中は徐々に小さくなり，午後は徐々に大きくなる。

（3） 日の出と日の入りは，（1）でみたように，太陽が地平線と接したところで決まっており，太陽

の中心とのずれは，見かけの太陽の半径分，つまり0.5個分ずつである。日の出と日の入りをあ

わせると，ずれの合計は0.5＋0.5で1個分となる。また，大気差が，日の出と日の入りで見かけの

太陽の1個分ずつ，合計2個分のずれである。以上より，ずれの合計は1＋2＝3（個分）である。

（4） 大気によって，紫色や青色などの光は散乱されやすい。そのため，夕陽は赤く見える。しか

し，大気が澄んでいるなどいくつかの条件がそろえば，たいへん低い確率ではあるが，日の入り

の直前に緑色の光が一瞬見えることがあり，グリーンフラッシュとよばれる。

［3］（水溶液の性質－白色の固体）
（1） 主に炭酸カルシウムを含むものは，石灰岩，大理石，方解石，アラレ石などの岩石や鉱物の

ほか，身のまわりには，生物関係では，貝殻，卵の殻，動物の骨格，サンゴなどがある。また，

チョークなどの主成分でもあり，近年ではグラウンドに引かれる白いラインの粉にも使われる。
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これらから1つ答えればよい。

（2） 石灰石に塩酸を加えると，石灰石が溶けて二酸化炭素が発生する。二酸化炭素は水に少し溶

ける程度なので，水上置換で充分な量を集めることができる。また，空気より重い性質を利用し

て，下方置換で集めることもできる。

（3） 石灰水は，消石灰（水酸化カルシウム）を水に溶かした水溶液である。二酸化炭素を石灰水に

通すと，炭酸カルシウムができる。炭酸カルシウムは水に溶けないので白く濁る。つまり，白く

濁った沈殿物の正体は石灰石と同じものである。この沈殿物に塩酸を加えると，再び二酸化炭素

が発生する。これをBTB液に通すと，二酸化炭素が水に溶けて酸性を示すので，黄色になる。

（4） 硝酸カリウムの量は60gのまま変わっていない。また，水の量は，100－30＋80＝150（g）であ

る。20°Cの水150gに溶ける硝酸カリウムの量は，30×1.5＝45（g）である。結果，できた水溶液は，

水150gに硝酸カリウムが45g溶けたものであり，残る15gは溶け残っている。よって，濃度は，

45÷（45＋150）＝0.2307…より，四捨五入で23％である。

（5） 濃度40％の硝酸カリウム水溶液100gに含まれる硝酸カリウムは，100×0.4＝40（g）であり，水

の量は100－40＝60（g）である。20°Cの水60gに溶ける硝酸カリウムの量は，30×0.6＝18（g）であ

る。よって，溶け残りは，40－18＝22（g）であり，これが沈殿する。

（6） 40°Cの水80gに溶ける硝酸カリウムの量は，65×0.8＝52（g）である。溶けるだけ溶かしたとき

の濃度は，52÷（52＋80）＝0.3939…より，四捨五入で39％である。あるいは，飽和水溶液はど

んな量でも濃度が同じなので，水が100gとして，65÷（100＋65）＝0.3939…より39％と求めても

よい。

（7）（ウ）は，ベーキングパウダーの主成分であり，白い粉末である。（エ）は二酸化炭素の固体で

ある。この2つが白色である。一方，（ア）は銀白色，（イ）は黒色，（オ）は黒色である。

［4］（音の性質－音の速さと振動数）
（1） 一般に，密度の大きい固体で音速が速く，次いで液体であり，密度の小さい気体では音速が

小さい。鉄は材質や温度によって幅があるが，およそ6000m/秒である。水は温度によって幅が

あるが，およそ1500m /秒である。空気も（4）でみるように，温度によって幅があるが，およそ

340m/秒である。

（2）（ア） 誤り。遠くで聞くと，小さく聞こえる。 （イ） 誤り。反射しても直進しても，その

経路の長さに応じて小さくなる。また，反射する面が柔らかいとさらに小さくなる。 （ウ） 誤

り。音は波なので，一方の音波の山と，もう一方の音波の谷が合わされば，音は小さくなる。

（エ） 正しい。（ウ）と同様の理由による。 （オ） 誤り。物体にはそれぞれ振動数があるので，

ワイングラスの外から来た音波の振動数と一致して共鳴すると，場合によっては割れることもあ

る。だから，大きくしていくのではなく，高くしていった場合に起こりうる。

（3） ストローの中の空気が振動するときに出る音は，短いストローの方が振動数が多くなりやす

いので，高い音が出る。太さや息の強さとは関係がない。

（4）（a） 表1によると，5°Cで3.0m/秒ずつ速くなっているので，1°Cあたり0.6m/秒ずつ速くなっ

ていく。 （b）（ア） 10°Cのときに比べて3.0m/秒速いので，337.5＋3.0＝340.5（m/秒）である。

（イ） 20°Cのときより6.0m/秒だけ速いので，10°C高い30°Cである。 （c） 問題文の通り，音速

と振動数は比例する。「ファ」の音が出たときの音の速さを□m/秒とすると，「ミ」の音が出た

0°Cと比べ，331.5：□＝330：352より，□＝353.6m/秒である。ここで，（a）のように，温度1°C

で音速は0.6m/秒ずつ速くなるので，求めた値を0°Cと比べると，（353.6－331.5）÷0.6＝36.83…で，

四捨五入して37°Cである。

（5） 近づいてくる物体の出す音が，本来より高く聞こえる現象は，ドップラー効果とよばれる。
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本問では，まず毎時76.5kmを，音速と引き算できるよう，秒速に直す。76.5km＝76500mで，1時

間＝3600秒だから，76500÷3600＝21.25（m/秒）である。あとは，問題の式にあてあめて計算す

る。 ×495＝ ×495＝528

＜社会解説＞
［1］（日本の歴史－歴史的に有名な言葉をテーマにした日本の通史）
問1 （1） 天台宗は，6世紀，中国天台山 （ちぎ）が大成した仏教の宗派で，法華経を中心経

典とする。日本へは805年に最澄が唐から伝え，比叡山に延暦寺を造営して本山とした。

（2） 藤原道長は，平安時代中期の貴族。一族の勢力争いを抑えて政権を独占し，左大臣，摂政

を歴任。彰子ら4人の娘を一条，三条，後一条，後朱雀の4人の天皇の中宮とし，3人の天皇の外

祖父（母方の祖父）として摂関政治の全盛期を現出した。 （3） 世阿弥は室町時代初期の能役者，

能作者。室町幕府　3代将軍足利義満の保護を受け，父である観阿弥ともに能を大成した。

（4） 明智光秀は戦国，安土桃山時代の武将。織田信長に仕え，近江坂本城主，ついで丹波亀山

城主となり，毛利攻めの支援を命じられたが，信長を京都の本能寺に攻めて自害に追い込んだ。

しかし，豊臣秀吉に山崎の戦いで敗れ，敗走の途中，土民に殺害された。 （5） 福沢諭吉は明治

時代の啓蒙思想家，教育者。大阪の緒方洪庵に学び，欧米渡航は3回におよぶ。1868年，慶應義

塾を創設。『学問のすゝめ』，『西洋事情』，『文明論之概略』などが代表的な著作。 （6） 韓国併

合は，1910年調印の韓国併合条約によって韓国を日本の領土としたこと。これにより，韓国は日

本の完全な植民地となった。 （7）『青鞜』は，平塚雷鳥が主唱して結成した青鞜社の機関紙で，

「元始女性は実に太陽であった。…」は，その創刊号の巻頭の辞として雷鳥が筆をとったもの。

の智覬 頁 

16
15

340
340－21.25
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問題の条件をよく理解し，解くのに必要なことがらを的確に見つけ出して，解き

進めていこう。

［1］問1 （1） 天台　 （2） 藤原道長　 （3） 世阿弥　 （4） 明智光秀　 （5） 福沢諭吉

（6） 韓国併合　 （7） 太陽　　問2 ウ　　問3 エ　　問4 イ　　問5 ウ

問6 ア　　問7 エ　　問8 （例） 男女同権を求める運動　 （例） 女性の参政権を求

める運動

［2］問1 無罪　　問2 （例） 無実の人が有罪の判決を受けること。 問3 憎悪や（～）るこ

と（が大切である。） 問4 （a） A 公平　　B 公開　 （b） 容疑者　 （c） エ

（d） ウ　 （e） イ　 （f） ウ

［3］問1 エ　　問2 ウ　　問3 （例） 通貨の単位が文から銭に代わったから。 問4 イ

問5 ウ　　問6 ア　　問7 （a） ウ　 （b） ア　　問8 イ　　問9 イ・オ・キ

［4］問1 （1） 塩　 （2） 綿花　 （3） 生　 （4） 疎開　　問2 スイス　　問3 ア

問4 スカーフ　　問5 カ　　問6 エ　　問7 オ　　問8 エ　　問9 （a） ウ

（b） イ

＜社会解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



問2 東大寺は，平安時代末期の1180年，平重衡によって焼かれたが，鎌倉時代，重源の勧進によ

って再建された。ア・イ－世界最古の木造建築物は法隆寺。エ－戦国時代に焼失したのは大仏殿

など。この時期，南大門は焼失していない。

問3 関白は，天皇の後見役としてこれを補佐する令外の官（律令制に規定のない官職）。天皇成人

後に政務を担当する場合にいう。ア・イ－摂政，ウ－太政大臣。

問4 平清盛は，1167年，武士として初めて太政大臣に就任し，貴族社会の頂点に立った。のちに，

娘である徳子を高倉天皇の皇后とし，その子安徳天皇を位につけ，皇室の外戚として権力を握っ

た。ア－承久の乱を制したのは北条義時，泰時，時房ら。ウ－平等院鳳凰堂を建立したのは藤原

頼通。エ－日明貿易ではなく，日宋貿易。日明貿易を始めたのは足利義満。

問5 田沼意次は，商工業者が株仲間をつくることを奨励した。株仲間をつくることを禁止したの

は水野忠邦。

問6 エ（1858年）→イ（1860年）→ア（1862年）→ウ（1863年）。

問7 政府の弾圧や不況を背景に，福島事件，加波山事件，秩父事件などの激化事件が起こり，運

動は停滞した。ア－自由民権運動の始まりは，1874年の民霽議院設立建白書の提出。イ－阮摩出

身の大久保利通ではなく，土佐藩出身の板垣退助。ウ－大隈重信は立憲改進党，板垣退助は自由

党を結成した。

問8 平塚雷鳥は，1911年，青鞜社をおこし，男女同権，封建的な家族制度，社会制度からの女性

の解放を目指す運動の中心的役割をはたした。また，大正デモクラシーの高まりの中で，1920年

には市川房枝らと新婦人協会を設立し，女性の選挙権を求める運動を展開した。

［2］（政治－犯罪や刑罰，裁判制度など）
問1 再審は，裁判が確定した事件について，法が定める重大な誤りがある場合に，裁判を取り消

して事件を再び審判すること。

問2 冤罪（えんざい）は無実の者が罪に問われること。刑事訴訟法では，冤罪を救済する手段とし

て再審制度を規定している。

問3 「26字」という字数指定と，解答欄に示された「が大切である。」という文末の表現に最も合

う箇所を記事本文から抜き出す。

問4 （a） 裁判の公開（公開裁判）は，現在の裁判手続きの主要な原則の一つ。日本国憲法82条①は

「裁判の対審及び判決は，公開法廷でこれを行う。」と規定し，さらに刑事被告人については，37

条①で「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」を保障している。 （b） 容疑者は，起

訴はされてはいないが，犯罪の疑いを受けて捜査の対象となっている者のこと。法律では被疑者

という。 （c） 法テラスは，日本司法支援センターの愛称。総合法律支援業務を迅速かつ適切

に行う法人で，全国どこでも法的紛争解決に必要な情報やサービスを受けることができる社会を

目指し，総合法律支援法に基づいて2006年に設立された。被疑者段階からの国選弁護人選任など

の公的刑事弁護の態勢整備も業務の一つである。 （d） 黙秘権は，被疑者や被告人が，取り調

べや公判などで自分に不利益な供述を強要されない権利。 （e） 日本国憲法第38条③は，自己

に不利益な唯一の証拠が自白である場合には有罪とされないと定め，同条・で拷問による自白の

証拠能力を否定している。 （f） ウは，「同一の犯罪について，重ねて刑事上の責任を問われな

い。」という考え方に合致せず，問題があると考えられる。

［3］（総合－郵便制度をテーマにした歴史，政治など）
問1 日本が鉄道を導入した相手国であること，切手の値段などが英語で表記されていること，女

王の横顔がデザインされていることなどからイギリスと考えられる。

問2 前島密は近代郵便制度の創設者。1869年，明治政府に出仕。イギリス留学を経て，1871年，
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駅逓頭として近代郵便制度の創設に尽力した。

問3 明治政府は，1871年，新貨条例を定め，十進法を採用し，円，銭，厘を単位に硬貨をつくっ

た。この新しい単位の導入により，切手の値段の表記も改められたのである。

問4 80円＋{80円×（0.08－0.05）}＝82.4円。小数点以下を切り捨てて，82円。

問5 総務省は，行政管理，地方自治，放送，郵政事業などを所轄する中央行政機関。2001年，総

務庁，郵政省，自治省などを改組して設置された。

問6 日本郵政グループ　4社とは，日本郵便株式会社，日本郵政株式会社，株式会社かんぽ生命保

険に，株式会社ゆうちょ銀行を加えたものである。

問7 （a） グラフ中の↑は1945年。太平洋戦争の終結した年にあたる。 （b） Aは1950年，Bは

1965年，Cは1975年，Dは1985年。

問8 カーボンオフセットは，温室効果ガス（二酸化炭素）を吸収する植林を促進したり，クリーン

エネルギーに投資するなどして，自己の排出するカーボン（二酸化炭素）を相殺（オフセット）する

こと。2005年に発効した京都議定書により，日本は，2008年から2012年までの間に，6％の温室

効果ガスの削減が義務付けられた。この数値目標を達成するため，「カーボンオフセットはがき」

が発売されたと考えられる。

問9 親等は親族の親疎を測る単位。直系親族では，親子の間を1世とし，その世数によって親等を

定める。親・子は1親等，祖父母・孫は2親等。傍系親族では，それぞれの共通の祖先までの世数

を合計して算出する。兄弟は2親等，おじ・おばは3親等，従兄弟は4親等。

［4］（日本の地理－諏訪地方やその周辺地域をテーマにした日本の地理）
問1 （1）「保存食をつくるために欠かすことのできないもの」などから塩と判断できる。

（2） 愛知県西部の三河地方は8世紀に綿花が伝来。本格的な栽培が始まったのは16世紀に入って

からで，江戸時代，徳川家の保護のもとに「三河木綿」の名で全国的に知られた。 （3） 幕末

から，明治時代の初期，生糸は日本の最大の輸出品であった。一般に，繭から生糸を生産する工

業を製糸業という。 （4） 疎開は，空襲，火災などの被害を少なくするため，集中している人

口や建造物を地方に分散すること。

問2 「アルプス山中の内陸国」，「山岳地帯の観光地」，「医薬品や時計などを輸出」などに注目して

スイスである。

問3 Dは大阪で，年中比較的温暖で，降水量の少ない瀬戸内式気候に属する。なお，イはC（静岡

市），ウはA（新潟県上越市），エはB（長野県松本市）である。

問4 スカーフは首に巻いたり，肩にかけたり，頭をおおったりする，装飾と実用を兼ねた方形ま

たは帯状の布。横浜は絹のスカーフの産地として知られる。

問5 Ⅰ　パルプ・紙工業は富士市，富士宮市で盛ん。また「水揚げ量の多い港」は焼津港。

Ⅱ 「自動車工業の多国籍企業」は日産自動車で，横浜市や横須賀市に自動車の組み立て工場が

立地している。また，寄木細工は箱根寄木細工のことである。 Ⅲ 「自動車工業の多国籍企業」

はトヨタ自動車で，豊田市や刈谷市などに自動車の組み立て工場が立地している。また，「せと

ものという言葉の由来となった産地」は瀬戸市。

問6 高知県は野菜の促成栽培が盛んで，ナス，キュウリ，トマト，ピーマンなど生産が盛ん。航

空機などを利用して首都圏にも輸送されている。

問7 三州街道は長野県では伊那谷を通過している。伊那谷の東側に赤石山脈が南北にはしり，伊

那谷を天竜川が流れている。

問8 衛星写真から，梅雨前線が日本に停滞しているようすが読み取れる。

問9 （a） 等高線や三角点，標高点から，岡谷JCT（ジャンクション）は標高800m付近にあることが
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読み取れる。また，地図の右上（北西）に長野自動車道，左下（南西）に中央自動車道の表記がある

ことが読み取れる。ア－交番（×）はあるが，警察署（ ）はない。イ－南に向かって流れ，湖に

注ぎ込んでいる。エ－登り始めは，谷すじの道となっている。 （b） 立体図中の湖の位置や山

の形状，川の流れ方などに注目して考える。

＜国語解説＞
一 （漢字の書き取り）

①　もう一度考えるという意味である。「再」は，ふたたびという意味。その意味で，「再開」「再

現」などの言葉がある。 ②　つつしんで見るという意味である。「拝」には，つつしんで何かを

するという意味がある。その意味で，「拝見」「拝読」などの言葉がある。 ③　礼儀と節度という

意味である。 ④　状況がよい方向に変わるという意味である。「好」には，よいという意味があ

る。その意味で「好調」「好評」などの言葉がある。 ⑤　印刷物などの，文字などの誤りという

意味である。「植」には，活字を組むという意味がある。ここでは，その意味で使われている。

二 （慣用句）

① 「あおすじを立てて」となる。つまり，「青筋を立てる」である。こめかみに静脈が浮き出るほ

ど，激しく怒る様子を表す。 ② 「ぐうのねも出なかった」となる。つまり，「ぐうの音も出ない」

である。やり込められて反論もできない状況を表す。 ③ 「しんけつを注いで」となる。つまり，

「心血を注ぐ」である。全力でものごとをすることを意味する。 ④ 「おおぶねに乗った」となる。

つまり，「大船に乗る」である。すっかり安心している様子を表す。 ⑤ 「仲むつまじい様子」と

なる。愛情にあふれていて，仲がよい様子を意味する。

三 （物語－主題・心情・場面・細部表現の読み取り，記述，ことばの意味）

問一　A 「日がな一日」とは，朝から晩までという意味である。主に，副詞的に用いる。朝から

晩までという意味で，副詞的に用いられているのは，オ。朝から晩まで，読書をして過ごしたの
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親等を問う問題など，中学入試では出題の少ない分野からの出題がみられた。一

般常識を問うものといえる。

一 ①　再考　　②　拝観　　③　礼節　　④　好転　　⑤　誤植

二 ①　あおすじ　　②　ぐうのね　　③　しんけつ　　④　おおぶね　　⑤　むつまじい

三 問一　A オ　　B ウ　　問二　エ　　問三　オ　　問四　イ　　問五　エ　　問六　ア

問七　ウ　　問八 （例） 親切な人たちを覚えることができないので申し訳なく思うとと

もに，覚えているのはこの世にいない人たちばかりなので孤独でとてもさびしい。

四 問一　A オ　　B ウ　　問二　ウ　　問三　ウ　　問四　イ　　問五　涙や，震えや，

固く結んだ拳　　問六　ア　　問七　エ　　問八 （例） 見えなかったものに名前を付け

て，具体的に存在する対象として考えることができる。 （例） 種々多様なものを言葉で

一括りにして，なんとなく一塊にして捉えることができる。

＜国語解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



である。 B 「猫の手も借りたいほど」とは，猫の手助けでも借りたいほどに忙しいという意

味。選択肢の中で，忙しさが読み取れるものは，ウである。

問二　傍線部①の後の内容を解答の手がかりにする。「つぼみは，病気ですっかり生気を失った父

を見るのが怖かった」とある。また，つぼみ自身が「だって，なんだか苦しかったんだもん」と

発言している。以上から，つぼみが「来なかったよ」と言った時に「つらさを感じていた」とい

う心情は類推できる。「病気で苦しむ父の姿……つらい気持ちがよみがえっている」とある，エ

が正解になる。

問三　傍線部②を含む場面に目を向けて，選択肢を見比べる。傍線部②直前で，「母さん」が米を

作っている様子を見た「おれ（父）」は，米作りに打ちこむ母の様子に輝きを感じた。そして，輝

いて作ったお米を食べているから，自分も輝いて生きてきたと，自分の人生を前向きにとらえる

ことになり，「母さん」を誇らしく思うことにつながる。「母さん」を誇らしく思う気持ちには，

当然，感謝の思いが含まれる。これは，オの選択肢に共通する。解答はオになる。アは「初めて

目の当たりにした」という部分がおかしい。自分の「母さん」の様子である。「初めて」は不自

然。また，文章中に「あらためてよくわかった」ともあり，ここからも「初めて目の当たり」が

おかしいとわかる。イは「残された時を……生きようと決意」がおかしい。そのような決意は読

み取れない。ウは「今強く生きられている」がおかしい。力強くは生きていない。エは「家族の

ことも忘れるほど」がおかしい。忘れているとは読み取れない。

問四　傍線部③が含まれる段落の展開をふまえて，解答を考える。傍線部には「膝を抱えて向かい

合っていた」とあるが，人生が向かい合ったのは，「ばあちゃんに語りかける父」である。そし

て，傍線部③以降，父が眼前にいるかのように感じて，その様子をとらえていたのである。選択

肢では，イがふさわしい。アは，父に向かい合っていた様子が書かれていない。ウは現実を受け

入れるかどうかという内容になっており，ふさわしくない。エは，「父」が「ばあちゃん」に語

りかける様子をまちがえてとらえている。オも，ここは怖さを感じるような場面ではないため，

おかしい。

問五 「ばあちゃん」の話の内容。亡くなる直前の父の姿。つぼみは，この二点に感極まり，ぐす

っとはなをすすったのだ。感極まるとは，非常に感動するという意味である。解答は，祖母と父，

それぞれに対するつぼみの気持ちが読み取れる，エになる。アは，父の姿に対する思いが書かれ

ていない。イは祖母の状況に対する，つぼみの気持ちが書かれていない。ウ，オも，祖母と父の

両方に対する思いが書かれた選択肢ではない。

問六　傍線部⑤より少し前の部分から，つぼみと人生の関係がうまくいっていないことをおさえる。

そのような人生が「おれたち……手伝うよ」と，つぼみのことも含めて，きっぱりと言ったので

ある。だからこそまずつぼみは驚き，その後人生とともに農作業を手伝うことを決意するのだ。

傍線部⑤は，そのような様子を表している。解答は，同様の内容になっているアである。イの

「自分が農作業を手伝うことに対しては消極的」はまちがい。ウは人生を助けるという内容にな

っていて，まちがい。エは「人生に惹かれ始めていた」とあり，まちがい。オは「……厳しい農

作業など続くわけがない」の部分に読み誤りがある。

問七　ア　人生とつぼみの言葉のやりとりからは，現時点では強い絆で結ばれている様子は読み取

れない。誤答である。 イ　文章の後半では，膝を抱えながら農作業を手伝う話を始めている。

「喪失感」だけではない。そのため，喪失感を強く印象づける効果とはいえない。誤答である。

ウ　回想部分ではあるが，話し言葉で書かれている。そのため，父が直接話をしているように

感じられ，読者に父を意識させることができる。ウは正解になる。 エ　例えば「思い出し笑

い」は，二人に対する気持ちではない。そのため，二人を見守ろうということにはならない。誤
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答である。 オ　信頼し合っている二人の会話である。真意を図りかねている訳ではない。誤答

になる。

問八　設問には「文章全体をふまえて」とある。その点に注意して，解答したい。文章の前半では，

父の思い出話が続く。これは，二重傍線部直前にあるように，「覚えているのは，もうこの世に

いない人ばかり」という内容に関係する。また，「ばあちゃん」は，二重傍線部のさらに前に書

かれているように，現在親切にしてくれる人について，覚えることができないのである。以上の

ような状況に対して，孤独と申し訳なさと感じていることも，この物語からは読み取れる。記述

の際には，「親切な人を覚えることができない」＋「申し訳ない」という内容と，「覚えているのは，

この世にいない人ばかり」＋「孤独／さびしい」という内容を中心に書く。

四 （論説文－要旨・理由・論理展開・細部表現の読み取り，空欄補充，記述，ことばの意味）

問一　A 「挙げ句に」とは，いろいろとした後に結局のところ，という意味。普通，良くない結

果に用いられる。文章中でも，その意味で用いている。解答はオになる。台風の結果，試合会場

が変更になったのである。ウは，気配だけでまだ結果が出ていない。 B 「えもいわれぬ」と

は，何とも言葉では表せないという意味。文章中でも，その意味で用いている。解答はウ。何と

も言葉では表せない表情をしたのである。

問二　波線A以降に「文字とは，人間の精神的な営みを，固定して保存する発明」とある。この部

分などが，解答の手がかりになる。つまり，文字にしてしまえば，簡単に思い出すことができる

のである。「記憶するより簡単」「記憶する努力を怠るようになるのは当然」とある，ウが正解に

なる。

問三　傍線部②より前の部分には，印刷物が人間の精神的な営みを保存するもので，簡単に廃棄さ

れたり焼却されたりすることに，多くの人が抵抗を感じるということが書かれている。そういっ

た内容を解答の手がかりにする。ウには「人間の精神的な営みを保存するだけの潜在的な力があ

り」「処分は特別な方法で行うべきだ」と書かれているため，正解になる。ア，イ，エは「人間

の精神的な営み」について，ふれていない。オは「古代人」と限定してしまっている。

問四 「分別するのは，再生紙にするため」「だが」「考えてみると，結局は」「何か畏敬の作用が感

じられる」という文脈になっている。その「だが」＋「考えてみると，結局は」にあてはまるもの

が，「それでも，やはり」になる。正解はイになる。アは「確かに」とあるが，何か別の根拠が

記されていないと，この文脈では，「確かに……気もします」とは言えない。

問五　傍線部④以降に，「言葉の代わりに」とある。ここに，言葉の代わりになる身体反応の例が

書かれている。それが，傍線部③の具体例になる。

問六　傍線部④には，「言葉などで表現」「感覚が共有」「流通する客観性をもち得た」とある。ア

～オの具体例は，すべて言葉で表現されている。ただし，感覚が共有されて，流通する客観性を

もち得たといえるのは，「理解された」とある，アのみになる。オは，批判の内容が共有されて

人気が落ちたのか。有名評論家が批判したから人気が落ちたのか。その点が不明である。そのた

め，流通する客観性をもち得たのかどうか，わからない。

問七　傍線部⑤が含まれる段落から解答を考えていく。傍線部直前の「あるいは」で，つながれて

いるため，「忌み言葉」も，分かる人にだけ分かればいいとされている言葉だと読み取れる。そ

して，傍線部直後にあるように，「躊躇われる現象」に際して，使われるのである。「直接口にす

るのをはばかるような言葉」「理解できる人にだけ……伝える」とある，エが正解になる。

問八　傍線部④以降にある，「このヴェールの二様の働きは……」で始まる段落に着目する。その

部分の「見えないものに名前を付ける」「言葉で一括り」の説明それぞれが，二種類の機能とな

る。それぞれを指定字数に合わせてまとめる。
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★ワンポイントアドバイス★

選択肢の問題は文字数も多く手ごわいものが目立つ。文章中の解答の手がかりを

正確におさえるとともに，選択肢の中の言葉もていねいにおさえて，正解を見出

すようにしていきたい。


