
＜算数解説＞
［1］（四則計算，倍数算，数の性質）
（1） □＝（ × ＋ ）÷ ＝ × ＝

（2） 5人の年令の和の3倍が131＋101＋79＋58＝210＋159＝369であり，5人の年令の和は369÷3＝

123である。

（3） アイウエ5オの6桁の数のうち，イ・エ・オは偶数であり，ア＋イ＋ウが3の倍数，ウエが4の

倍数である。すなわち，アとウが，1と3か3と1であり，〈1イ3のとき〉は，イが2，エが6，オが4

であり，〈3イ1のとき〉も，イが2，エが6，オが4である。

［2］（演算記号，数列，数の性質）
（1）【12，34】＝（1＋12）×12÷2＋34＝112

【112，56】＝（1＋112）×112÷2＋56＝114×56＝6384

（2） 2018×2＝4036，60×60＝3600より，63×64＝4032であり，1から63までの和は（1＋63）×63÷

2＝2016＝4032÷2である。したがって，最小のBは2018－2016＝2である。

（3） 1＝1＋0，2＝1＋1，3＝1＋2＋0，4＝1＋2＋1，5＝1＋2＋2，6＝1＋2＋3＋0，7＝1＋2＋3＋1

…と続き，（2）より，2018＝1＋2＋…＋63＋2である。したがって， の和は ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋…＋ ＋ ＋ ＋ ＝1÷1＋（1＋2）÷2＋（1＋2＋3）÷3＋（1

＋2＋3＋4）÷4＋…＋（1＋2＋…＋62）÷62＋（1＋2）÷63＝1＋1.5＋2＋2.5＋…＋31.5＋3÷63＝（1

＋31.5）×62÷2＋ ＝1007

［3］（速さの三公式と比，割合と比，差集め算，単位の換算）
（1） 3人が歩く速さは等しく，次ページ図1において，PBが22分，ABが6分であり，光さんが引き

返し始めたのが出発して22－6＝16（分後）であるから，光さんと学さんが出会った時刻Cは22＋
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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。》

［1］（1） （2） 123 （3） 123654，321654

［2］（1） 6384 （2） 2 （3） 1007

［3］（1） 27分後　 （2） 32分後　 （3） 3.78km

［4］（1） 8通り　 （2） 576通り　 （3） 3 秒後　 （4） 解説参照

［5］（1） ア　6 イ　1.5 ウ　9 エ　4 オ　2.5 （2） 解説参照

（3） 161 cm32
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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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（16－6）÷2＝27（分後）である。

（2） 学さんと聖さんの速さの比が1 ：1＝5：3のとき，図2において，この2人が同時にPから出

発したとすると，学さんは聖さんよりも22－0.4＝21.6（分）早く着く。したがって，QE：QFは3：

5であり，QFは21.6÷（5－3）×5＝54（分）であるから，聖さんがQに着いたのは学さんがPを出発

してから54－22＝32（分後）である。

（3）（2）より，聖さんはPQ間を54分で進み，聖さんより分速が20m速い学さんは，PQ間を聖さん

よりも22－10＝12（分）早い54－12＝42（分）で進む。したがって，20×42＝840（m）が聖さんの分

速で12分進む距離に相当し，PQ間は840÷12×54÷1000＝3.78（km）である。

［4］（平面図形，図形や点の移動，グラフ，速さの三公式と比，場合の数）
（1） 以下の8通りがある。

（2） 1つのマスの面積は4×4＝16（cm2）であり，グ

ラフより，4つのマスから1列目は2つを選び，2

列目は1つを選び，3列目は3つを選び，4列目は2

を選ぶ。4つから2つを選ぶ組み合わせは4×3÷

2＝6（通り）あり，全部で6×4×4×6＝576（通り）

ある。

（3）（2）のグラフにおいて，3～4秒の1秒で面積は

48－16＝32（cm2）増えるので，20－16＝4（cm2）増えるのは3＋4÷32＝3 （秒後）である。

（4） 下図において，ア～エの各マスの面積は16cm2，8cm2，4cm2，2cm2であり，各列の黒マスは

次のようになる。

1列目…6＝4＋2より，ウとエ　　　　　　 2列目…6＝2より，エ

3列目…28＝16＋8＋4より，アとイとウ　　4列目…6＝4＋2より，ウとエ
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［5］（立体図形，平面図形，相似，速さの三公式と比）
（1） A～Q（右図において，計算する）

〈X〉 カ方向に10÷（3＋2）×3＝6（cm）

移動するので6秒間…ア

〈Y〉 キ方向に5÷（3＋2）×3＝3（cm）

移動するので3÷2＝1.5（秒間）…イ

A～R

〈X〉 図1より，カ方向に6＋4÷（3＋1）×3＝9

（cm）移動するので9秒間…ウ

〈Y〉 キ方向に3＋7÷（3＋1）×3＝8.25（cm）

移動するので8.25÷2＝4.125（秒間）…エ

〈Z〉 図2より，ク方向に10÷（1＋3）＝2.5（cm）

移動するので2.5秒間…オ

（2） 右図のように，AB方向に1×4＝4（cm）進んだ点とAD方向に2×4＝

8（cm）進んだ点とを結び，三角形の部分に斜線を引く。

（3） 右図において，AB，AE方向にそれぞれ1×8＝8（cm）

進んだ点K，Nと，AD方向にDまで進んでからDC，DH

方向にそれぞれ8－10÷2＝3（cm）進んだ点L，Mを定め

ると，求める範囲は三角錐台DML－ANKの内部になる。

相似な三角形ODLとOAKにおいて，対応する辺の比が

3：8でありODは10÷（8－3）×3＝6（cm），OAは6＋10＝

16（cm）である。したがって，三角錐O－DMLと三角錐

O－ANKの体積比は（3×3×3）：（8×8×8）＝27：512で

あり，体積は8×8÷2×16÷3÷512×（512－27）＝

（cm3）
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★ワンポイントアドバイス★

［3］（2）・（3）「速さの三公式」の問題が難しいが，難問ではなく，他の問題も見か

けほど難しくない。まず，［1］～［2］までの問題で，着実に得点することが先決で

あり，解ける問題をしっかり優先して解いていこう。



＜理科解説＞
［1］（人体－ヒトの呼吸器）
（1）（a）・（c） 口や鼻から取り入れられた空気は，気管を通って気管支を分かれ，肺に到達する。

気管は首とともに適度に曲がる必要があるが，気管がつぶれてはいけないので，軟骨が連続して

積み重なった構造をしている。また，気管の入り口に近いところには声帯があり，肺から出る空

気によって振動し，声を発する。肺は，多数の小さい袋である肺胞からできており，そのまわり

は毛細血管が取り巻いていて，二酸化炭素と酸素の交換を効率よくしている。 （b） 肺胞の半

径は0.15mm＝0.00015mだから，肺胞1個の表面積は，4×0.00015×0.00015×3.14である。これが

3億個あるので，4×0.00015×0.00015×3.14×300000000（m2）である。この計算は，4×1.5×1.5×

3.14×3と同じになり，84.78m2と求まる。これは，テニスコート半面の広さに近い。 （d） 心

臓から出て肺に向かう血管は，肺動脈である。動脈という名前で

あるが，全身で最も二酸化炭素を多く含む静脈血が流れる。

（2）（a） 肺は筋肉を持たないので，肺が自分で動くことはできな

い。そのため，肺の下にある膜のような筋肉の横隔膜と，肺をと

りまくろっ骨の動きによって，空気の出し入れをしている。

（b） 横隔膜が収縮して小さくなると，下へ引っ張られる。胸の

空間である胸腔が広がって，肺に空気が入る。このとき，ろっ骨

は上がっている。 （c） 横隔膜が，意図せず収縮を繰り返して

起こるのがしゃっくりである。 （d） 肺をとりまくろっ骨（肋骨，

あばらぼね）を動かす筋肉が肋間筋である。骨と骨の間をつなぐ

役割をしており，息を吐くときには内肋間筋（右図A）が収縮して

ろっ骨を下げ，吸うときは外肋間筋（右図B）が収縮してろっ骨を
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［1］（1）（a） あ　気管　　い　声帯　　う　軟骨　　え　肺胞

（b） 84.78m2 （c） 毛細血管　 （d） 肺動脈　

（2）（a） 横隔膜　 （b）（イ） （c） しゃっくり　 （d） 右図

［2］（1）（ウ） （2）（ウ） （3）（イ） （4）（イ）

（5）（ア），（ウ） （6） 水蒸気を多く含んだ海からの空気が山に

沿って上昇し，雲ができるため。 （7）（エ），（オ）

（8） 80mm

［3］（1）（エ） （2） 雨水には空気中の二酸化炭素が

溶けているから。 （3） 火山　 （4）（オ）

（5） 水　 （6）（ウ），（オ） （7） ア　2.24

イ　2.8

［4］（1） 750g （2） 625g （3） 600g

（4）（ア），（オ） （5） 1.25cm （6） 5秒間

（7） 112.5g （8） 右図

＜理科解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》
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上げるというように，一対になってろっ骨を動かしている。本問は，外肋間筋（右図B）であり，

収縮すると下のろっ骨が引っ張り上がり，胸腔が広がって，肺に空気が入る。

［2］（地学総合－ハワイ諸島の火山と気候）
（1） ハワイ州の州都ホノルルは，オアフ島にある。ワイキキビーチや，火山地形のダイヤモンド

ヘッドもオアフ島である。

（2） ハワイ諸島は，太平洋の北半球側，北回帰線（北緯23.4°）に近い位置にあり，また，日付変更

線よりも東側で，経度は西経で表記する位置である。なお，（ア）はグアム島など，（イ）はソロモ

ン諸島など，（エ）はガラパゴス諸島などである。

（3） 小笠原諸島の西之島は，2013年以降の火山活動による溶岩の流出で，0.3km2ほどだった島の

面積が，2.7km2ほどへ拡大した。なお，（ア）は各地にあるが，2017年に世界遺産になった福岡県

の沖ノ島は火山ではない。（ウ）も各地にあり，鹿児島県のトカラ列島の中之島は火山島ではある

が，問題文の内容には合わない。大阪市内の中之島は川の中州である。（エ）は日本最南端の島で，

サンゴ礁の島である。

（4） ハワイの火山は，温度が高く，粘り気の弱い溶岩が，おだやかに大量に流れ出してできてい

る。ほとんどが黒い玄武岩である。一方，富士山をはじめ日本の火山は，ハワイに比べると，温

度が低く，粘り気の強い溶岩が噴き出し，爆発的な噴火をする。玄武岩だけでなく安山岩も多い。

（5） マウナ・ケアは，現在活動していない火山であり，標高は4205mであるが，太平洋の海底か

らの高さは10000mほどになり，地球最大級の山である。宇宙の観測では，空気による光の散乱

や，水蒸気による吸収はじゃまなので，天文台はできるだけ標高の高い場所につくるのが望まし

い。また，赤道に近いと，北半球から南半球まで広い範囲を観測することができる。そのため，

マウナ・ケアには，日本のすばる望遠鏡（大型光学赤外線望遠鏡）をはじめ，13基の天文台が設置

されている。なお，（ア）は，山頂付近が人の住む場所から離れていて，人工の光が少ないのは確

かだが，島に一般の人が住んでいないわけではない。（ウ）は，アメリカ合衆国には多数の天文台

があり，もちろんハワイ州以外にも多数が設置されている。

（6） ハワイ諸島の位置する緯度では，年間を通じて貿易風という東寄りの風が吹いている。カウ

アイ島の東半分は，世界でも有数の多雨地域だが，西側は特別に雨が多いわけではない。これは，

島の東側の海から吹いてくる，水蒸気を豊富に含んだ風が，ワイアレアレ山に当たって上昇し，

雲を形成するためである。島の東側に雨を降らせた空気は，乾燥して西側へ降りていくため，西

側の雨はさほど多くない。

（7）（ア） 現在，火山活動が活発なのはハワイ島だけなので，すべての島が溶岩で陸続きになる

ことは考えられない。 （イ） 侵食だけで島の大きさが決まるなら，西へ行くほど順々に島が小

さくなるはずだが，地図を見るとそうではない。火山活動の規模や時期などが関係していると考

えられる。 （ウ） ハワイ島の真下にマグマの出口があり，そこで新しく島ができて，北西へ移

動する。カウアイ島ができたのは，カウアイ島が今のハワイ島の位置にあったときである。この

とき，カウアイ島よりも東にある島はまだできていなかった。 （エ） カウアイ島は形成されて

からの年月が長く，降水量も多いため，さまざまな動植物が生息すると考えられる。 （オ） カ

ウアイ島の最高地点の標高は1598mだが，ハワイ島は4205mである。だから，ハワイ島では雪が

ありうる。

（8） カウアイ島できてからハワイ島ができるまでが，500万－1万＝499万年であり，両者の距離が

400kmということは，カウアイ島はプレートの動きに乗って499万年で400km移動したといえる。

1km＝1000m＝100万mmだから，速さは，40000万mm÷499万年＝80.16…で，四捨五入により，

年間80mmである。
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［3］（気体の性質－酸性雨とエネルギー問題）
（1） ブロンズは青銅とも呼ばれ，銅とスズの混ざった合金である。

（2） 人為的な大気汚染がなかったとしても，大気中には二酸化炭素があるため，二酸化炭素が雨

水に溶け込んで，雨はごく弱い酸性となる。

（3） 酸性雨の原因は，硫黄酸化物SOxや窒素酸化物NOxである。大気中での反応によって，前者
は硫酸などになり，後者は硝酸などになる。火山ガスには，二酸化硫黄や硫化水素が含まれてお

り，これらも酸性雨の原因となる。

（4） NOxのNは窒素（ニトロゲン），Oは酸素（オキシゲン）を意味し，xはさまざまな個数比がある
ことを意味する。NOxは窒素酸化物のことである。大気中の窒素はふつう化学反応をおこさない
が，エンジンに中のような高温高圧の条件では，酸素と結びついて，窒素酸化物になる。

（5） 燃料電池は，水素が酸素と結びつくときのエネルギーを利用して電気を取り出す装置である。

結びついてできるのは水だけなので，排気ガスも水蒸気しか出さない。そのため，環境への負荷

が少ないと考えられる。

（6） 水素は（ウ）のように最も軽い気体であり，飛行船に使うことはできるが，爆発事故が起こっ

たこともある。（オ）は水素のほか，酸素や窒素などにも当てはまる。なお，（ア）は酸素，（イ）は

二酸化炭素，（エ）は一酸化炭素，（カ）はヘリウム，（キ）はアルゴンである。

（7） 表1では，途中でアルミニウムが反応し尽してなくなるため，水素の量は3.36Lまでしか増え

ない。そこまでは塩酸の量に比例するので，（ア）は1.12×2＝2.24（L）と求まる。表2では，途中

で亜鉛が反応し尽してなくなるため，水素の量は2.8Lまでしか増えない。そこまでは塩酸の量に

比例する。そこで，（イ）を，1.12×3＝3.36（L）とすると，2.8Lを超えてしまう。よって，（イ）は，

上限である2.8〔L〕である。塩酸300mLはすべて反応せず過剰だったといえる。

［4］（力のはたらき－浮力と熱）
（1） 金属1cm3あたりの重さは6gであり，立方体の体積は，5×5×5＝125（cm3）である。だから，

立方体の金属の重さは，6×125＝750（g）である。

（2） 立方体の金属にはたらく浮力の大きさは，同じ体積の水の重さに等しい。よって，浮力の大

きさは，1×125＝125（g）である。ばねはかりの示す値は，750－125＝625（g）である。

（3） 立方体の金属にはたらく浮力の大きさは，同じ体積の食塩水の重さに等しい。よって，浮力

の大きさは，1.2×125＝150（g）である。ばねはかりの示す値は，750－150＝600（g）である。

（4） 氷は食塩水に浮いて静止しているので，氷の重さと氷にはたらく浮力は等しい（ア）。また，

氷にはたらく浮力は，氷の水面下の部分の体積にあたる食塩水の重さに等しい（オ）。

（5） 氷1cm3あたりの重さは0.9gであり，立方体の体積は，5×5×5＝125（cm3）である。だから，立

方体の氷の重さは，0.9×125＝112.5（g）である。だから，氷にはたらく浮力も112.5gである。食

塩水1cm3あたりの重さは1.2gだから，氷のうち水面より下にある部分の体積を□cm3とすると，

1.2×□＝112.5より，□＝93.75cm3である。これより，水面より下にある部分の高さは，93.75÷

（5×5）＝3.75（cm）となる。よって，水面より下にある部分の高さは，5－3.75＝1.25（cm）である。

なお，氷の密度0.9g/cm3が，食塩水の密度1.2g/cm3の4分の3だから，氷は4分の3だけ沈み，4分の

1だけ浮くと考え，5÷4＝1.25cmと求めることもできる。

（6） 実験4では，40秒間で，0.8Lの水の温度が，20°Cから30°Cへ10°C上がっている。同じ0.8Lの水

を1°C上げるには，40÷10＝4（秒間）かかる。さらに，1Lの水を1°C上げるには，4÷0.8＝5（秒間）

かかる。

（7）（5）の解説で求めた通り，立方体の氷の重さは，0.9×5×5×5＝112.5（g）である。

（8） 112.5gの氷がすべて融けると，112.5gの水になる。（6）で求めたように，1Lの水を1°C上げる
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には，5秒間かかる。1Lの水は1000gである。よって，112.5gの水の温度を96°C上げるために必要

な時間は，5×0.1125×96＝54（秒間）である。このことから，99秒間のうち，水の温度が上昇し

ていったのは54秒間とわかる。それ以外の，99－54＝45（秒間）は，温度は0°Cのまま一定で，氷

が解けるために熱が使われている。グラフを描くと，45秒までは0°Cのまま変わらず，45秒から

99秒までは，温度が96°Cまで上がっていく。

＜社会解説＞
［1］（日本の歴史－箱根をテーマにした日本の通史）
問1 1 万葉集は，8世紀後半に成立した現存最古の和歌集。20巻。大伴家持を中心に編纂された

といわれ，仁徳天皇から淳仁天皇の759年まで，和歌約4500首をおさめる。作者は，天皇から防

人，農民まで広範囲にわたる。 2 徳川家康は江戸幕府初代将軍。今川義元に属した後，織田

信長と結び，ついで豊臣秀吉と和し，1590年，秀吉の命により関八州に封じられて江戸城に入っ

た。 3 歌川広重は江戸時代後期の浮世絵師。歌川豊広の門人で，諸派の画法を習得し，西洋

画の遠近法を取り入れ，風景画に新境地を開いた。代表作は，『東海道五十三次』のほか，『近江

八景』，『名所江戸百景』など。 4 オリンピック（近代オリンピック）は，国際オリンピック委

員会（IOC）が4年ごとに開催する国際的スポーツ大会。夏季大会は1896年にギリシャのアテネで，

冬季大会は1924年にフランスのシャモニーで，それぞれ第1回を開催した。

問2 推古天皇の604年，天皇の摂政である聖徳太子によって十七条の憲法が出され，豪族たちに天

皇の役人としてその命令に従うことを強く求めた。イ－天武天皇ではなく，天智天皇。ウ－中大

聖光学院中学校（第1回）

解30年度－7

★ワンポイントアドバイス★

日頃からの科学への関心が得点に結びつく。学んだことと見聞きしたことを結び

つけて考える習慣をつけよう。

［1］問1 （1） 万葉集　 （2） 徳川家康　 （3） 歌川広重［安藤広重］

（4） オリンピック　　問2 ア　　問3 エ　　問4 イ　　問5 エ　　問6 ウ

問7 エ　　問8 ア　　問9 イ　　問10 ア　　問11 ウ　　問12 ア

問13 （例） 東京からの交通の便がよく，物価も安い熱海にお客をとられてしまった。

［2］問1 （1） 相模　 （2） ハリス　　問2 （a） イ　 （b）（熊本県） ウ

（静岡県） エ　 （c） ア　　問3 オ　　問4 ア　　問5 （a） ウ　 （b） ア

問6 （a） カヤ　 （b） エ　　問7 （例） 魚が傷つきにくいから。（11字）

問8 （例） 火山が多く，山がちで，火山灰地が広がっているため，耕地が少なく，稲作

も盛んではない。（42字）

［3］問1 （a） ウ　 （b） イ　　問2 （a） エ　 （b） エ　　問3 （a） 食費　 （b） ウ

（c） イ

［4］問1 貝　　問2 イ　　問3 ビットコイン　　問4 エ　　問5 （例） 段階的に

問6 ア　　問7 （a） イ　 （b） ウ

＜社会解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



兄皇子ではなく，大海人皇子（のちの天武天皇）。エ－平城京ではなく，藤原京。

問3 道元は1223年に入宋し，如浄より法を受け，1227年に帰国。1244年，越前に曹洞禅の専修道

場である永平寺を開いた。ア－後白河上皇ではなく，後鳥羽上皇。イ－北条義時ではなく，北条

時宗。ウ－鎌倉時代に農民らの一揆は発生していない。日本で最初の一揆は1428年におこった正

長の土一揆とされる。

問4 イは建武の新政により混乱した京都をようすを生き生きと描いた史料である「二条河原の落

書」。ア－幕末に活躍した坂本龍馬の言葉。ウ－明治時代初期の文明開化期の社会風俗を皮肉っ

た戯れ歌。エ－寛政の改革を主導した松平定信を皮肉った狂歌。

問5 足利義昭は，1568年，織田信長に擁立されて将軍となったが，のちに不和を生じ，1573年，

信長によって京都を追放された。ア－足利尊氏ではなく，足利義満。イ－日宋貿易ではなく，日

明貿易。ウ－北山ではなく，東山。

問6 跡継ぎのない武家が，死に臨んで急に養子を願い出ることを「末期養子」という。江戸時代

初期にはほとんど認められず，大名改易，牢人増加の大きな要因となったが，4代将軍徳川家綱

の時代，当主が50歳未満の場合は大幅に緩和された（末期養子の緩和）。ア－徳川家康，イ－水野

忠邦，エ－徳川家光。

問7 1828年，ドイツ人医師シーボルトの帰国の際，所持品の中に禁制品の日本地図などが発見さ

れ，贈主の幕府天文方・書物奉行高橋景保など十数名が処分を受け，シーボルトは国外追放，再

渡航禁止の処罰を受けた。ア－『ターヘル・アナトミア』はオランダ語で書かれた解剖学書。シ

ーボルトの著作ではない。イ－青木昆陽とは直接の関係はない。ウ－平賀源内とは直接の関係は

ない。

問8 福沢諭吉の肖像は現在の一万円札に採用されている。イは伊藤博文，ウは大久保利通，エは

夏目漱石。

問9 井上馨は，明治時代の政治家。長州藩出身。1879年外務卿，1885年に外務大臣となり，鹿鳴

館を中心に欧化政策をとって条約改正にあたったが失敗し，1887年に辞職。その後，国務大臣，

大蔵大臣などを歴任した。ア－板垣退助，ウ－黒田清隆，エ－陸奥宗光。

問10 エ（1905年）→イ（1910年）→ア（1914年）→ウ（1918年）。

問11 盧溝橋事件は，1937年7月7日，北京郊外の盧溝橋で演習中の日本軍が銃撃を受け，これを不

法として中国軍を攻撃し，両軍の交戦に至った事件。日中戦争の発端となった事件である。

問12 池田勇人は広島県出身の政治家。1949年，第三次吉田内閣の蔵相として税制改革を推進。岸

内閣の通産相を経て，1960年内閣を組織し，国民所得倍増計画を掲げて，高度経済成長政策を推

進した。

問13 新聞記事中の「箱根は例の小田原－真鶴間の鉄道が開通した結果非常に寂れ」，「熱海は設備

の点も箱根に劣らぬ上，諸物価が箱根の半分位にしか当らぬ」などに注目して考える。

［2］（総合－国道　135号線をテーマにした日本の地理，歴史など）
問1 1 相模湾は神奈川県南部に湾入する海面。通常，城ヶ島と真鶴岬を結ぶ線以北の海域をさす。

最深部は1,000mを越え，黒潮が分流するので魚種は多く，カツオ，マグロ，アジ，ブリなどの

好漁場となっている。 2 ハリスはアメリカ合衆国の外交官。ニューヨークの商人出身。1955

年，下田駐在の初代米国総領事に任命され，通商条約締結の全権を委任された。1956年に下田に

来航し，玉泉寺に総領事館を開き，1858年，他国に先がけて日米修好通商条約の調印に成功した。

問2 （a） 鏡餅は，正月に神棚などに供える大きな丸い餅。大小の餅を重ね，通常，橙（だいだい），

クリ，干し柿，コンブ，ウラジロなどを添える。アはブドウ，ウはリンゴ，エはカキの説明。

（b） アは栃木県，イは福岡県，ウは熊本県，エは静岡県，オは鹿児島県，カは三重県，キは宮
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崎県，クは和歌山県，ケは愛媛県，コは高知県，サは群馬県。 （c） 静岡県西部の浜松市やそ

の周辺地域では，自動車・オートバイや楽器の生産が盛んである。イは山口県，ウは福岡県。ま

た，シリコンロードは東北自動車道沿いにIC工場の立地がみられる東北地方の別名である。

問3 関東大震災は，1923年9月1日午前11時58分に発生。よって，A。阪神淡路大震災は，1995年1

月17日午前5時46分に発生。よって，B。東日本大震災は，2011年3月11日午後2時46分に発生。

よって，C。

問4 火山の噴火を正確に予知することは，現在の科学では不可能である。

問5 （a） 大室山の北側に，標高417mのピークがあることに注目して考える。 （b） 写真中央に

見える島は伊豆大島。島内の三原山は活動的な火山で，最近では1986年に大噴火し，島民全員が

島外に避難した。イ－佐渡島，ウ－硫黄島，エ－小笠原諸島の父島。

問6 （a） カヤ（茅，萱）は屋根を葺くのに用いられる草本の総称。チガヤ，スゲ，ススキなど。

（b） 写真は富山県南西部，庄川上流に位置する五
ご

箇
か

山
やま

。南
なん

砺
と

市に属する。合掌造りの集落で有

名で，隣接する岐阜県白川郷とともに世界文化遺産に登録されている。

問7 網で魚を漁獲すると，魚同士がぶつかって傷がついたり，また網にぶつかって傷がついたり

しやすい。釣りの場合は，このような心配がほとんどないので，新鮮さが保たれ，高価で取引き

される。

問8 伊東市は火山が多く山がちで，耕地が少ない。また，火山灰地によって覆われた土地が広が

り，水もちが悪い。そのため，水田率も低くなっている。

［3］（政治－貧困や格差をテーマにした政治，経済など）
問1 （a） 厚生省は，社会福祉，社会保障，公衆衛生の向上，増進を任とした中央省庁で，その長

が厚生大臣。2001年に労働省と統合され，厚生労働省となった。 （b）「健康で文化的な最低限

度の生活を営む」ためには教育が欠かせない。このため，日本国憲法第26条①は，「すべて国民

は，法律の定めるところにより，その能力に応じて，ひとしく教育を受ける権利を有する。」と

し，さらに同条②は，「…。義務教育はこれを無償とする。」と明記している。

問2 （a） 失業者に職業を紹介する施設（公共職業安定所）を設置するのは，日本国憲法第27条が定

める勤労の権利に基づいている。社会福祉に基づく施策ではない。 （b） 保健所は，公衆衛生

の向上にため，都道府県および政令指定都市が各地区に設置する機関。医師・保健師などが配置

され，住民の健康相談，衛生指導，栄養改善にあたり，また社会衛生上の試験や検査，疾病の予

防などにつとめる。1937年創設。

問3 （a） エンゲル係数は，家計の総支出の中で食費の占める割合。一般に所得が低いほどその値

は大きくなる。ドイツの社会統計学者エンゲルが提唱。 （b）「一億総中流」とは，自分が上流

階級でも下層階級でもなく，人並みであるという，日本人の意識のこと。1980年代の安定成長の

時代には，他人との違いを嫌い，横並びを好むといわれる多くの日本人に中流意識が受け入れら

れた。しかし，1990年代はじめのバブル崩壊後は，中流意識は大きく揺らいでいるといわれる。

（c） 経済的な理由で実現できないことが多いのだから，「家庭生活にゆとりがある」とは言えな

い。当然，「支援対象から外す」という行動はふさわしくない。

［4］（総合－お年玉をテーマにした経済，社会など）
問1 お金に関係の深い漢字には，「贈」，「財」，「購」，「買」など貝が使われているものが多い。

問2 図書カードは，額面通りの価格で書籍を購入できる。値引きがされるわけではない。

問3 ビットコインは，ネット上の仮想電子マネー。2009年ナカモトサトシという日本名のハンド

ルネームのハッカーらが開発したといわれる。個人同士が直接取引きでき，銀行や手形交換所を

通す必要も無い。強力な暗号処理がされており，ビットコインでの決済は匿名で行われ，追跡は
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事実上不可能ともいわれる。

問4 現在，一万円に描かれているのは明治時代の啓蒙思想家で，慶應義塾大学の創設者でもある

福沢諭吉。夏目漱石は，一つ前の千円札の肖像に採用されていた。

問5 消費税は，2014年に税率8％に引き上げられ，さらに2019年10月には税率10％に引き上げられ

る予定である。

問6 国立社会保障・人口問題研究所の推計（2010年の国勢調査にもとづく2012年1月推計）によると，

2060年には65歳以上の人口割合は39.9％，15歳～64歳の人口割合は51.0％になると見られている。

問7 日本銀行は，1882年に設立された日本の中央銀行。日本の通貨制度の中心的機関で，発券銀

行，銀行の銀行，政府の銀行としての役割を果たしている。一般の市中銀行と異なり，家計や企

業との取り引きは行わない。

＜国語解説＞
一 （漢字の書き取り）

①　空一面という意味である。天に星々が満ちているのである。 ②　同じ言葉を連続して呼ぶと

いう意味である。連続して勝利することを「連勝」という。 ③　式や行事をとり行うことを意味

する。特に式の場合，「挙式」ともいう。 ④　あらかじめ心の中に持っている考えや計画のこと。

個人としての考えを「私案」，仮に作った案を「試案」ともいう。 ⑤　ここでは，細かい区切り

をつけながら，物事が進行していくこと。時の流れを刻んだものが「時刻」である。

二 （ことばの知識）

①　波線部の言葉は「みずみずしく」となる。野菜や，人の感覚などを表すのに，この言葉は使う。
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仮想通貨であるビットコインの名称を問う問題が出題された。社会の動きを，興

味・関心をもって見ているかどうかが問われたといえる。

一 ①　満天　　②　連呼　　③　挙行　　④　腹案　　⑤　刻（み）

二 ①　みず　　②　いま　　③　まめ　　④　ずう　　⑤　うや

三 問一　A オ　　B イ　　問二　ウ　　問三　ウ　　問四 （例） 描きたい絵はたくさん

あるにもかかわらず，描き出す能力がないので，画材道具を目にしたとき，描いてもらう

感謝とともに，描けないもどかしさがこみ上げてきたから。 問五　オ　　問六　エ

問七　エ　　問八 （例） 絵を描きたい欲求はあっても，描きたい絵を見出せなかったが，

「彼女」を笑顔にできる，「彼女」の思いのこもる絵こそ描きたいという，明確な欲求を持

てるようになった。

四 問一 （例） 個々のメンバーの意思を，群れ全体の行動選択にまとめあげる集約の仕組み。

問二　ウ　　問三　雪だるま現象　　問四　ア　　問五　オ　　問六　ウ　　問七　イ

問八 （例） ほかの人の行動を情報源として優先するため，評価の独立性の維持が難しく

なる。

＜国語解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



②　波線部の言葉は「いまいましい」となる。特に，強く腹立たしいときに，用いられる。

③　波線部の言葉は「まめまめしく」となる。「まめ」自体に，まじめによく働くという意味があ

る。 ④　波線部の言葉は「ずうずうしい」となる。「図々しい」とも表記する。 ⑤　波線部の

言葉は「うやうやしく」となる。「恭しく」とも表記する。

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 波線Aの「応える」は，ひどく負担になるという意味である。身体の芯まで深く影響す

るという意味でもある。ア，イ，ウは，反応があるという意味である。エは「こたえられない」

となり，たまらないほどよいという意味である。オが，身体の芯まで深く影響するという意味で，

波線Aの言葉と同じ意味になる。 B 波線Bの「項垂れた」は，心配・悲しみ・失望などで力

なく頭を前に下げる様子を意味する。アは，悔しさから見上げている様子であり，「項垂れる」

を使う場面としてふさわしくない。ウは「顔がすっかり項垂れた」とあるが，意味が成り立たな

い。エも「力強く項垂れた」とあり，おかしい。オも，勝利の場面であり，「項垂れる」を使う

場面としてふさわしくない。イが正解になる。容疑者は，逃げ切れないと失望して，力なく頭を

下げたのである。

問二　傍線部①直前の内容をおさえて，解答を考える。傍線部直前には「彼女の夢の中の絵にでき

るだけ忠実に沿う」「今のところ，それはうまくいっているらしい」と書かれている。ウには

「彼女の夢の中の絵に近づいた」「彼女に認められた」とあり，正解になる。アは，「元の絵を上

回るほどの出来映え」がおかしい。イは「納得せざるを得ないほど」という表現がおかしい。

「彼女」は納得したくない訳ではない。エは「賞を取りに行くからには」とあるが，賞を取るこ

とが一番の目的になっていることがおかしい。オも同様に，賞を取ることが一番の目的になって

いる。

問三　傍線部②の直前に着目する。「子細に記憶し続けることは難しい」「すでにふた月近くが経と

うとしていた」「記憶はとうに霧散……なんとかその像をよみがえらそう」とある。つまり､絵の

記憶は薄れている。その記憶をなんとか思い出そうと，もがいているのである。解答は「薄れゆ

く断片的な記憶」「もう一度組み立て直すために苦心」とある，ウになる。

問四　傍線③の場面をふまえて，記述すべき内容をおさえていく。奈緒は描きたい絵があるのだ。

だが，描く能力がないとわかっている。だから奈緒は画材道具に視線をやったあと，古賀に対し

て感謝の言葉を言うときに，寂しそうに沈んだ。そこには，感謝の気持ちとともに，奈緒を沈ん

だ状態にした気持ちがある。その気持ちとは，描けないつらさや，もどかしさだと考えられる。

記述の際には，「描きたい絵はあるのに，描く能力がない」という奈緒がおかれた状況と，「描け

ないつらさや悲しさ」という奈緒の気持ちを中心にする。

問五　そわそわした気持ちになった理由は，傍線部④直前の「期待」に関係する。その期待とは，

「薄れてしまった彼女の記憶を……完璧に修復」できたかもしれないという期待である。「絵を再

現してほしいという彼女の願いをついに叶えることができた……胸の高ぶり」とある，オが正解

になる。アは，「彼女から優しいねぎらいの言葉」とあり，期待の方向性がまちがっている。イ

は，そもそも，期待について述べていない。ウは，期待の内容が正確でない。エは，期待につい

て述べた選択肢ではない。

問六　傍線部⑤の「ああ……」の後，奈緒は謝罪している。その謝罪の内容は，夢で見た絵のオリ

ジナルが見つかったということである。そして，奈緒は古賀の時間を奪ってしまったことも謝罪

している。以上の状況をおさえて，選択肢の内容を比較する。解答は，「夢で見た絵のオリジナ

ルが現実に存在すると判明」「古賀に無駄な努力をさせてしまった」「申し訳なさで胸がいっぱい」

とある，エになる。アは「イメージを再現する作業がすでに他の作家によって完成」とあり，ま
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ちがっている。イは「……素晴らしさに目を奪われている」とあるが，申し訳なさを表す選択肢

になっていない。ウは，古賀に苦労をさせてしまった申し訳なさを意味していない。オは「もう

その努力をしなくていいのだとは言い出せず」とあり，申し訳なさが明確ではない。

問七　傍線部⑥前後の古賀の様子から解答を考えることができる。奈緒は古賀の絵を「完璧」と評

価しながら，謝罪した。謝罪された古賀は，賞を狙えるかもしれないと期待した自分の心の変化

を確認したが，失望したり，怒りを感じたり，嫉妬を感じたりはしていなかった。そして，傍線

部⑥以降にあるように，古賀は賞を目指せる楽しさとは別の部分に，絵を描く楽しさを見出して

いたことに気づく。また，奈緒に絵を評価してもらったことで，救われた気持ちになっているこ

とに気づく。以上の流れから判断すると，解答はエになる。謝罪された後の古賀の気持ちからわ

かるように，古賀には作品で争おうとする野心はなかった。また，奈緒の「完璧」という言葉な

どで，古賀は救われた気持ちになっているのだ。アは，奈緒に責任があるかどうかの話になって

いるのがおかしい。イは「賞を取れるはずもなく……満足すべきだと悟った」とあるが，その内

容がおかしい。古賀は「とても救われた」のである。楽しかったのである。やむを得ず，それで

満足したという意味を持つ，イは正解にならない。ウ，オは，奈緒の言葉でとても救われたとい

う内容にあたる言葉がない。

問八　傍線部⑦には，「わたしは彼女の絵を描きたい」とある。つまり，傍線部③より前にあった，

描きたい絵がない状態から，描きたい絵がある状態に変化したのである。そして，描きたい絵と

は，彼女（奈緒）の笑顔につながる，彼女の頭の中にある絵である。記述の際には，描きたい絵が

ない状態から，描きたい絵が見つかった状態への変化を中心に書く。また，彼女（奈緒）の頭の中

にある絵を描きたいと，描きたいものを具体的に表現する。

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

問一　傍線部②以降，「つまるところ……」で始まる段落内に，「集団意思決定」について書かれて

いる。「集団意思決定とは……」以下の内容である。その部分を指定字数にあわせてまとめる。

問二　傍線部②の「投票」とは，つまり，意見表明である。ヒト以外の動物に関するものであるた

め，身体姿勢や運動パターンなど，言語以外で行われるものである。「言語を必要としない意見

表明」とある，ウが正解になる。イの「群れ全体の行動選択」は，投票の結果で決められた行動

になる。

問三　傍線部④以降，「優れているとか美味しいとかいう……」で始まる段落内に「雪だるま式」

「雪だるま現象」という表現がある。「雪だるま式」とは，物ごとが運用されることによってどん

どんふくれあがること。つまり，「人気が人気を呼ぶ」という表現とも意味が共通する。ただし，

設問の「六字」という指示にあわせて，「雪だるま現象」を解答として選ぶ。

問四　A～Dの四つの条件にすべてあう選択肢を選ぶ必要がある。空欄Aに関して。それまでミツ

バチの具体例をふまえた説明が続いていたが，空欄A以降は，ミツバチの決定が理に適っている

かどうかが話題になっている。話を次に展開していくときに用いる言葉があてはまる。空欄Bに

関して。いくつもの候補を調べて比較する必要があるのに，せいぜい一つか二つなのである。逆

接の言葉が当てはまる。空欄Cに関して。候補地が少ないうえに，脳も小さいと，不利な条件が

並んでいる。同じようなことがらをつけ加えるときに用いる言葉があてはまる。空欄Dに関して。

不利な条件があるにも関わらず，選ぶ候補地は良いものなのである。逆接の言葉があてはまる。

以上の条件にあてはまる選択肢は，A「では」，B「しかし」，C「しかも」，D「しかし」となる，

アである。

問五　直後の「個体のレベルでは見られない優れた知性」が，解答の手がかりになる。「三人よれ

ば文殊の知恵」とある，オが正解になる。
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問六　傍線部④以降に書かれているように，人気が人気を呼ぶように，初めの人気で先入観を持つ

と，その後，正確な判断ができなくなり，質の悪い結果になることもあるのだ。同様の選択肢は，

ウである。先入観が入ることで，評価の質が保てなくなるのである。イは，傍線部④以降に説明

された文脈の内容とはあわない。

問七　傍線部⑤以降の，「まず，行為者である……」で始まる段落と，「しかし，集合知が生じるた

めには……」で始まる段落に書かれた内容を手がかりに考える。ミツバチは8の字ダンスで帰還

したほかのハチたちに同調する一方で，候補地の評価は自分の目だけを信じて行うのである。

「先に候補地を訪れたハチによる宣伝に同調」「候補地の評価に関しては一切同調することがな

い」とある，イが正解になる。

問八　傍線部④以降に，人間が株式市場で失敗する例が書かれている。その辺りの表現を活用して，

解答を作成することができる。「ほかの人の行動を情報源として用いる」＋「評価の独立性が難し

い」という内容を中心にする。
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★ワンポイントアドバイス★

字数の多い選択肢が並ぶ。また，使われている言葉が難解な選択肢もある。聖光

学院の選択式問題には難度の高いものが多い。このことを意識して，注意深く取

り組みたい。


