
＜算数解説＞
1 （四則計算，平均算，消去算，相当算，割合と比，平面図形，立体図形，仕事算，規則性，数の性質）
（1）（2 －1 ）÷6－（ － ）× ＝ － ＝

（2） 3人の身長をそれぞれA～Cで表すと，A＋B＋C＝152×3＝456（cm），A－B＋A－C＝A×2－B

－C＝14.7（cm）である。したがって，A＋B＋C＋A×2－B－C＝A×3であり，これが456＋14.7＝

470.7（cm）であるから，Aは470.7÷3＝156.9（cm）

（3） 160÷（1－ ）÷（1－ ）÷（1－ ）＝160×3× × ＝1000（枚）

（4） 右図において，太線部分の側面積が増えるので，くり抜いた直方体

の正方形である底面の1辺は216÷9÷（4＋2）＝4（cm）である。

（5） 図2の展開図の中段に並ぶ3つの正方形は左から

順に，図1の見取り図の右面・後面・左面であり，

左面の下に6の目を記入する。

（6） 右下図において，小さい正六角形の面積はひし

形アの面積の6＋3＝9（倍）であり，大きい正六角形

の面積はひし形アの面積の9＋3＝12（倍）である。

したがって，これらの面積比は9：12＝3：4である。

（7） ①　Aは5＋1＝6（日目）ごとに休み，Bは3＋1＝4（日目）ごとに休むので，

6，4の最小公倍数である12日目，すなわち，4月12日に同時に休む。

②　全体の仕事量を70，50の最小公倍数である350にすると，A1日の仕事量

は350÷70＝5，B1日の仕事量は350÷50＝7であり，①より，12日間の仕

5
4

5
3

1
5

2
5

2
3

1
6

1
9

5
18

100
9

11
25

9
20

1
12

9
12
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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） （2） 156.9cm （3） 1000枚　 （4） 4cm （5） 解説参照　 （6） 3：4

（7） ①　4月12日　　②　5月7日

2 （1） 4800cm2 （2） 6000cm3 （3） 10

3 （1）（10円玉） 112枚　 （100円玉） 28枚　 （2）（10円玉） 108枚　 （100円玉） 72枚

（3） 4400円

4 （1） 45分間　 （2） 27分間　 （3） 100m

5 （1） ①　366 ②　3294 （2）（左端） 40個　 （真ん中） 0個　 （右端） 41個

1
6

＜算数解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》
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事量の合計は5×5×（12÷6）＋7×3×（12÷4）＝50＋63＝113である。したがって，350÷113＝3

…11であり，12×3＋1＝37（日目），すなわち，37－30＝7（日）より5月7日に終了する。

2 （立体図形，グラフ，単位の換算）
（1） 水深が30cm以上になる21分から後のグラフについて計算すると，水ソウの底面積は6000×

（45－21）÷（60－30）＝4800（cm2）になる。…底面積＝体積÷高さ

（2） 水深が30cmになる21分までの水量と，さらに水深が60－30＝30（cm）増す45分までの水量との

差は6000×（45－21×2）＝18000（cm3）であり，これが重りA・Bの体積の合計に相当する。したが

って，Aの体積は18000÷（1＋2）＝6000（cm3）…A・Bの体積比は15：30＝1：2

（3）（1）・（2）より，水深が15cmになったときの水量は4800×15－6000×2＝60000（cm3）であり，

は60000÷6000＝10（分）である。

3 （鶴カメ算，消去算，割合と比）
（1） 10円玉…（100×140－3920）÷（100－10）＝112（枚） 100円玉…140－112＝28（枚）

（2） 10円玉が3枚，100円玉が2枚で10×3＋100×2＝230（円）であり，8280÷230＝36（倍）であるか

ら，10円玉3×36＝108（枚），10円玉2×36＝72（枚）である。

（3） 赤い袋の10円玉・100円玉がそれぞれ珈枚と珈枚，白い袋の10円玉・100円玉がそれぞれ③枚

と①枚であるとする。（1）・（2）より，珈＋③が112＋108＝220（枚），珈＋①が28＋72＝100（枚）で

あり，③－①＝②が220－100＝120（枚），①が120÷2＝60（枚）であるから，珈は100－60＝40（枚）

である。したがって，赤い袋のなかの合計金額は（10＋100）×40＝4400（円）

4 （速さの三公式と比，鶴カメ算，単位の換算）
（1） A・Bの時間は10÷10＝1（時間）であり，Bが時速12kmで走った時間は（10－4×1）÷（12－4）＝

（時間）すなわち45分である。

（2） A・Cが10－1＝9（km）を走った時間は9÷10＝ （時間）であり，Cが時速8kmで走った時間は

（12× －9）÷（12－8）＝ （時間）すなわち27分である。

（3） 時速12kmのCが9kmまで進んだとき，（1）より，時速4kmで進むBまでの距離は1－4×（1－ ）
＝0.6（km）である。したがって，BとCの速さの比が12：4＝3

：1であり，右図より，CがBに追いついたのはゴールから1－

0.6÷（3－1）×3＝0.1（km）すなわち100mの位置である。

5 （数の性質，規則性）
（1） ①　1～243の中央の数は（243＋1）÷2＝122であり，これに最初から41番目の数41と最後から

41番目の数243－40＝203を加えると122＋41＋203＝366になる。

②　初から5番目の数5と最後から5番目の数243－4＝239を加えると5＋239＝244であり，中央の

位置に重なる27個の整数の和は244×27÷2＝122×27＝3294である。

（2） 3つ折り1回（1～9）…1から順に右端・中央・左端・左端・中央・右端・右端・…と並ぶ。

3つ折り2回（1～27）…1から順に左端・中央・右端・右端・中央・左端・左端・…と並ぶ。

したがって，3つ折り4回のとき，1から順に左端・中央・右端・右端・中央・左端・左端・…と

並び，3の倍数は3（右）・6（左）・9（右）・12（左）・…・243（右）と続くので，左端の個数は243÷

6＝40…3より40個，中央は0個，右端は40＋1＝41（個）である。
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＜理科解説＞
珈 （光の性質－光の反射）

問1 鏡に対して垂直な線を法線といい，入射光と法線の作る角度を入射角，法線と反射光の作る

角度を反射角という。入射角と反射角はいつも等しくなり，図2のAからOに当てた光は，反射し

てEを通る。

問2 鏡の右端と左端にうつる像を，入射角と反射角は等しいという性質を利用して線であらわす。

星子さんが①に立った時，ろうそくは線の内側にあり，鏡にうつるが，②に立つと線の外側にな

りうつらない。

問3 鏡の右端と左端に法線をかき，入射角と反射角が等しくなるように光の進み方を作図する。

③，④から見た鏡の右端と左端にうつる像を線で表すと，③からは2本，④からは4本のろうそく

が鏡にうつっているのが見える。

問4 問2と同様に見える範囲を線であわらし，ろうそくの数をそれぞれの位置で調べると，⑤から

⑧の位置まで7本見えていることがわかる。

玳 （水溶液の性質，物質との反応－水溶液の性質）

問1 実験とその結果から，Aはアンモニア水，Bは炭酸水，Cはうすい塩酸，Dは石灰水，Eはうす

い水酸化ナトリウム水溶液，Fは食塩水と考えられる。

問2 アルミニウムは塩酸や水酸化ナトリウム水溶液に入れると，水素を出してとける。塩酸には，

アルミニウムの他に亜鉛や鉄も反応し，水素を出してとける。

問3 酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液を混ぜると，お互いの性質を打ち消しあう。この反応を

中和といい，塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜると中和反応により食塩ができる。

問4 過不足なく中和反応がおこり，水溶液が中性になることを完全中和という。実験とその結果

より，塩酸と水酸化ナトリウム水溶液は5：8で完全中和になることがわかる。したがって，塩酸

3m褄に水酸化ナトリウム水溶液7m褄を加えると，水溶液はアルカリ性となりBTB液は青色を示す。

問5 塩酸の量は合計で10＋2.5＝12.5（m褄）だったので，完全中和する水酸化ナトリウム水溶液の量

は12.5÷5×8＝20（m褄）となる。

浦和明の星女子中学校（第1回）
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★ワンポイントアドバイス★

最後の問題を除くと，特に難しい問題はないが，差がつきやすい問題は1（2）「消去

算」，2「水深のグラフ」，3（3）「消去算」である。時間配分に気をつけて解ける問

題から解くのが定石であり，問題文を正確に読み取ることが先決。

珈 問1 E 問2 ①　○　　②　×　　問3 ③　2 ④　4 問4 ア

玳 問1 ウ　　問2 C 水素　　E 水素　　問3 F 問4 エ　　問5 20

珎 問1 ウ，カ　　問2 ①，③，⑥　　問3 a A エ　　D エ　　b エ

c ①　うすい塩酸　　②　5

玻 問1 ア，カ　　問2 エ　　問3 3 問4 35 問5 40

＜理科解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



珎 （人体－消化）

問1 図1は小腸や大腸などがあるので（う），図2は肺や心臓があるので（あ）であると考えられる。

問2 食物が通る臓器は，①小腸，③大腸，⑥食道である。肝臓は，消化液をつくる臓器であるが，

食物は通らない，

問3 a Aの試験管は，でんぷん溶液にだ液を加えたので，だ液に含まれる消化酵素のはたらきに

よって，でんぷんは糖に分解されていると考えられる。したがって，ヨウ素液の色は変化しない。

Dの試験管は，タンパク質と水だけなので，これもヨウ素液の色は変化しない。 b EとFの試

験管にでんぷんが残っているので，だ液の酵素は酸性の溶液の中でははたらかないことがわかる。

c 塩酸によって，分解されている可能性もあるので，花ガツオに塩酸5m褄を加えたものと比較

する必要がある。

玻 （星と星座－北の空の星座）

問1 Aの星座はカシオペア座で，5月の20時ごろは，地平線近くに見える。Bは北斗七星という星

の集まりで，おおぐま座の一部である。北斗七星は5月の20時ごろ，高い位置に見ることができ

る。

問2 北の空の星は，北極星を中心に反時計回りに回っているように見える。24時間で360度回転す

るので，6時間では90度回転して見える。

問3 北極星を見つけるとき，カシオペア座や北斗七星から見つけることができる。北斗七星の図

の一番上の辺をそのまま5倍伸ばした所に北極星がある。また，カシオペア座の上下の辺を左に

延長し，交わった点から，カシオペア座の中心の星までの線を5倍延長した所に北極星がある。

問4 北極星の高さは，その土地の緯度と等しく，北緯35度の場所では，35度の高さに北極星が見

られる。

問5 円周が43200kmなので，緯度の1度が43200÷360＝120（km）となる。したがって，600km離れ

ている弘前市とさいたま市の緯度の違いは600÷120＝5（度）となり，北極星の高さは35＋5＝40

（度）となる。

浦和明の星女子中学校（第1回）
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★ワンポイントアドバイス★

反射する光の進み方を作図するとき，マス目を利用したり法線を引くなどして入

射角と反射角が等しくなるように作図できるようにしておこう。

問1 ウ　　問2 ア　　問3 （1） ウ　 （2） ア　　問4 イ　　問5 エ　　問6 ア

問7 （1） ア　 （2） イ　　問8 （1） エ　 （2） ア　　問9 （1） ア　 （2） ウ

問10 イ　　問11 ア　　問12 イ　　問13 ウ　　問14 琉球　　問15 イ　　問16 エ

問17 ア　　問18 ア　　問19 ウ　　問20 イ　　問21 ウ　　問22 イ　　問23 ウ

問24 エ　　問25 ウ　　問26 エ　　問27 エ

＜社会解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



＜社会解説＞
（総合－国土と自然・産業・原始～現代の政治・外交・時事問題など）

問1 西日本の中心である大阪は近年その地位を低下させ人口では神奈川に抜かれて3位に転落。しか

し，人口密度では神奈川を大きく引き離して2位をキープしている。

問2 前方後円墳の出現は3世紀後半から4世紀で，4世紀末から5世紀にかけて巨大化。大和王権は畿

内を中心とする豪族の連合体で，埼玉県の稲荷山古墳出土鉄剣の銘文などから，5世紀後半には九

州から関東までを勢力範囲としていたと考えられている。

問3 （1） 平治の乱で権力を掌握した平清盛は大輪田泊を修築して宋との貿易を独占。空海は遣唐留

学生，白村江で大敗したのは中大兄皇子，勘合貿易は足利義満。 （2） 中国からはウナギやエビ，

ワカメ，イカなどを輸入。イはアメリカ，ウはロシア，エはオーストラリア。

問4 大和王権は朝鮮半島での失地回復を目指して新羅征討軍を派遣。そのとき筑紫の国造磐井が反

乱，これを鎮圧するのに1年以上を要したといわれる。

問5 東京近辺を通る東経140度の経線はオーストラリアの大鑽井盆地を通過。フォッサマグナの西縁

は糸魚川・静岡構造線，冬の季節風は北西，本州の占める割合は約60％。

問6 刑
おさか

部
べ

親王と藤原不比等を中心に制定，太政官の下に8省が置かれた（二官八省）。浄土教の信仰は

11世紀中ごろ，私有地は墾田永年私財法，ひらがなは10世紀以降。

問7 （1） やませは初夏から夏にかけオホーツク海気団から吹く北東風。霧や雨を伴い冷害を引き起

こすため飢餓風などと呼ばれた。 （2） 青森は日本を代表する果物であるリンゴの50％以上を生

産。アは秋田，ウは岩手，エは山形。

問8 （1） 執権は鎌倉幕府の政所と侍所の長官を兼ねた最高職で将軍の補佐役。平清盛は武士として

初めて太政大臣に就任。 （2） 桓武天皇は律令制の立て直しを狙って長岡京に遷都。しかし，遷

都の責任者・藤原種継が暗殺されるなどしたため長岡京を諦め平安京へ再遷都。イは聖武天皇，ウ

は白河上皇，エは後鳥羽上皇と後醍醐天皇。

問9 （1） 面積は岩手，福島，長野の順。ぶりは島根や石川，最上川は山形，小千谷は新潟。

（2） 金色堂には清衡，基衡，秀衡3代のミイラが安置。砂金や馬は奥州の特産，北野天神絵巻は菅

原道真，奥州藤原氏を滅ぼしたのは源頼朝。

問10 桓武天皇の子孫である桓武平氏や清和天皇の子孫である清和源氏の下に系列化。平将門は下総

を拠点に関東一円を支配。

問11 北条時宗は異国警固番役を設置するなど元の侵攻に備えた。二度の元寇は文永，弘安の役，蒙

古襲来絵巻は竹崎季長，幕府の命令を無視したのは悪党と呼ばれた新興領主。

問12 織田信長は石山本願寺と10年余りにわたって対立（石山合戦），朝廷の仲裁で本願寺が退去した

跡地に豊臣秀吉が大阪城を築城。

問13 姶
あい

良
ら

カルデラの噴出物。保水力が乏しく土砂災害もひんぱんに発生。渥美半島は愛知，有明海

は福岡，佐賀，長崎，熊本，水島コンビナートは岡山。

問14 15世紀初めに建国，薩摩藩に征服された後も中国との朝貢関係を維持。

問15 岩倉使節団の出発は1871年。高札（五榜の掲示）の廃止は1873年，民霽議院設立の建白書は1874

年，徴兵令は1873年。

問16 冷涼な十勝平野は水田には向かず豆類やジャガイモ，てん菜などの畑作が中心。

問17 1792年，漂流民・大黒屋光太夫らを伴って来航。フェートン号は長崎，札幌農学校の開設は明

治，日露和親条約では択捉以南は日本，得撫以北はロシア，樺太は雑居と決定。

問18 日英通商航海条約の締結は日清戦争開戦の10日ほど前。日清戦争では巨額の賠償金を獲得，南

満州鉄道は日露戦争，二十一か条の要求は第一次世界大戦。

浦和明の星女子中学校（第1回）
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問19 韓国統監府は1905年の第2次日韓協約後に設置，併合後は朝鮮総督府に改編。

問20 2016年5月，民進党の蔡英文氏が就任。1971年，国連では中国が代表権を認められ台湾は追放，

翌年日本とも断交して現在に至っている。

問21 1945年8月8日，ソ連は日本に宣戦布告し翌日150万の兵力で侵攻。満州国は溥儀を執政として

建国，満州事変のきっかけは柳条湖事件，リットンは満州国を日本の傀儡
かいらい

政権と断定。

問22 日本の難民認定の基準は厳しく，年間の受け入れは100人にも満たず批判されている。

問23 旧憲法では地方自治の規定はなく知事は天皇の任命。日本国憲法では8章で地方自治を規定し

首長や議員の直接選挙を明記。天皇は退位せず，戦前も二院制，首相は間接選挙。

問24 佐藤首相は非核三原則が評価されて受賞。計画されているのは普天間基地の辺野古への移設，

最高裁判所で主張は認められず，沖縄では唯一の地上戦が展開。

問25 1956年，日ソ共同宣言で国交は回復したが平和条約は未締結。1991年，ソ連は崩壊し11の共和

国で独立国家共同体を設立，ロシアは大統領制，ロシア，中国はTPPには不参加。

問26 南鳥島は東京都小笠原支庁に属する島。与那国島からは晴れた日に台湾が望める。

問27 沿岸から12カイリが領海でその外側12カイリが接続水域。基本的には公海と同じ自由航行だが

沿岸国が取り締まりなど一定の権限を有する。その外側に広がるのが排他的経済水域。

＜国語解説＞
（論説文－心情・情景，細部の読み取り，接続語の問題，空欄補充，漢字の読み書き）

問1 a 「育」は全8画の漢字。音読み4「イク」の「育」は，訓読み「そだ（てる）」のほかに「は

ぐ（くむ）」がる。 b 「操」は全16画の漢字。14画目は「品」の中に入りこまないように書く。

c 「揮」は全12画の漢字。11画目は6画目よりやや長く書く。

問2 線①前から，近代科学では自然が単なる“モノ”互成り下がり，人間は，「倫理的な制

約」もすべて取り払えるようになったということを述べていることがわかる。「具体例として」

という設問なので，人間が科学技術を使って，自然を思うままに取り扱っている内容になってい

る選択肢を選ぶことになる。アとウで迷うところである。が，アの「機械が開発されるようにな
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選択肢の問題は極めて判断に迷う微妙なものが多い。正しいものを選ぶのか，誤

りを見つけるのかを含め慎重に対応していこう。

問1 a はぐく　　B 操作　　c 発揮　　問2 ウ　　問3 X ウ　　Y ア

問4 イ　　問5 ア　　問6 罪　　問7 Ⅰ　用途　　Ⅱ　相対　　問8 ウ

問9 いのちの織物　　問10 A 男女平等［男女同権］ B 弱さ　　C 無数の生きもの

たちのおかげ　　D 無関係　　問11 （1） たま　 （2） イ　 （3） ウ　 （4） エ

問1 a くちょう　　b 弁明　　c 意図　　問2 頭　　問3 わざとらしく　　問4 イ

問5 ウ　　問6 Ⅰ　理不尽　　Ⅱ　正義　　問7 イ　　問8 エ

問9 （例） 以前のことを許さないのではなく温かく見守ってやろう

二
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ったこと」では設問に対応しないので，ウである。

問3 X 前部分は，「らしさ」を言われるのは，社会に受け入れられているイメージに反するから

だろうという内容で，後部分は，いまでは不公平や差別が少なくなっているということだが，そ

の後に「しかし」とつなげて，完全に差別がなくなったわけではないことが述べられている。こ

こまでの内容から考えて，「『もちろん』差別は少なくなったかもしれないが～」ということにな

る。 Y 前部分は，単に人間だけでなく家畜の健康にも良い，という内容で，後部分は，地球

全体にとって良いということというのだから，前部分をまとめているとして「つまり」を入れる

ことになる。

問4 「ヴァンダナはそこで……」で始まる段落以前には「自然と人間」について述べていて，以降

は，付け加えられた視点として「男と女」で述べている。以前の話題で強いとされているのは

「人間」で，弱いとされているのは「自然」という二元論だ。これと密接して，同じような二元

論で，強い「男性」と弱い「女性」と説明しているのでイである。

問5 「大漁」の中で読み取るべき箇所は，海のなかでは鰯がとむらいをするという点だ。このよう

に，人間にとっての大漁は，鰯にとっては多くの仲間が死んでしまったという視点で見ているこ

とを「視点をずらして」いるといっている。したがってアを選択する。

問6 「すまない」とは「申し訳ない」という意味の言葉である。掲出文では，人間の暮らしが多く

の犠牲によって成り立っていることが「申し訳ない」ということになるので「『罪』の意識」が

あるということになる。

問7 「とすれば……」で始まる段落が着目点だ。 Ⅰ 「よい悪い」のような上下を示すのではな

く，「別々の『用途』をもっている」としている。 Ⅱ　このことから言えることは，用途によ

って使うのだから，強い弱いは「相対」的なものだということである。

問8 ア 「一寸の虫にも五分の魂」は，どんな弱小なものにも，それ相応の意地や考えがあって，

ばかにしてはいけないということのたとえである。 イ 「ペンは剣よりも強し」は，思想や文

学の力は武力よりも大きな力をもつという意味である。 エ 「雌雄を決する」は，戦って，勝

敗を決める。決着をつけるという意味だ。メス・オスという語があるので間違えないようにしよ

う。 ウ 「柔よく剛を制す」が，しなやかなものは，かたくて強いものの鋭い矛先を巧みにそ

らして，結局は勝利を得るということから，柔弱なものが，かえって剛強なものに勝つという意

味なので，この場合に合う。

問9 線⑤では，直後にある「すべては相互につながり合い，依存し合っている」ということ

だ。この「すべて」とは，人間もふくめた生物ということになる。私たちが依存していることを

述べているのは，「同じように……」で始まる段落だ。 線⑤も比ゆ表現だが，「同じように

……」で始まる段落にも比ゆ表現で「いのちの織物」とある。

問10 A 直前に「～知事に女性が選ばれたし……」だ。直後は，その考え方が「当たり前になっ

ている」である。女性が知事に選ばれても当たり前という考え方は「男女平等」である。同じペ

ージに「男女同権」という四字の言葉もあるのでどちらでも正答になると考えられる。 B 直

前の「一人の力だけでは生きていけない」に着目する。本文の「それは，自分が……」で始まる

段落の「いただきます」「ごちそうさま」を説明している部分に「『弱さ』の自覚」とあるのでB

は「弱さ」である。 C 「私たち人間が植物や動物といった」の後に入る部分である。問9でも

考えたように，私たちは生物の多様性に依存しているということだから，意味としてはこの部分

でも解答になるが，Cに入るには字数も，表記的にも合わない。そこで「ぼくたちが……」で始

まる段落にある「無数の……」からの13字である。 D A～Cまでで考えてきた道筋で考える

と，「無関係」なものはないということになる。
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問11 （1）「弾丸」はふつうに読めば「だんがん」である。しかし，リズムを大切にする詩では，

4音ではリズム感を失う。ここでは，「弾丸は枝ごと」「提げている」というリズムがテンポがよ

い。そして，「7音」「5音」で読むとなおさらリズミカルである。「鉄砲のたま」とできるので

「弾丸」は「たま」と読むのがふさわしい。 （2） 詩の内容では「ぼく」が打つ木の実の「たま」

でびっくりして怒って逃げるかもしれないが，本物の狩人に撃ち殺されることはないからうれし

いということになる。つまり，先回りして危険を知らせに「すたこら」と歩いているのだから，

イである。 （3）（2）で考えたように，鳥は「そのとき」は怒ると考えている。それなのに「う

れしい」というのは，おどろいた鳥が逃げていけば撃たれない，つまり，「守ってあげられた」

からである。 （4） これまでの文章，挙げてある詩で筆者が言いたいことは，弱い者や他者へ

の視線の大切さであるので，エである。

（物語－心情・情景，細部の読み取り，空欄補充，ことばの意味，慣用句，漢字の読み書き，記

述力）

問1 a 「口」は訓読み「くち」だが，音読みは「人口」の「コウ」と，「口調」の「ク」がある。

b 「弁」は全5画の漢字。4画目はやや左にはらい，5画目はとめる。 c 「図」は全7画の漢字。

3・4画目の向きに注意する。

問2 「かぶりを振る」とは，イヤイヤをするような動作であるので，振るのは「頭」である。

問3 「芝居がかった」とは，わざとらしいという意味の言葉である。したがって，「むっとした顔

で……」で始まる段落にある「わざとらしく」が同じような意味の表現だ。

問4 ③「目を三角にする」は，一般的には「目を三角にして怒る」と言われることが多い，「怒り」

を表す表現だ。④の「目を丸くする」は「驚き」を意味する慣用句なので，イを選択する。

問5 「何でだろう……」で始まる段落に着目する。何でだろうと思うものの，「彼女の気持ちが少

し分かる」として，自分の立場に置き換えて想像している。この想像は，自分が悠太より勝って

いても劣っていても良いつき合い方ができないかもしれないというものだ。このような内容を述

べているのはウである。

問6 入れる言葉の条件に注意して探そう。 Ⅰ 〈中略Ⅰ〉以降〈中略Ⅱ〉以前という条件だ。「僕」

は「思った」や「察した」のような記述でわかるように，ハキハキとものを言うタイプではない

が，その，「思ったこと」や「察した」内容を見ると，相手を思いやる気持ちを持つ人物である

ことがわかる。渋谷亜矢が言う「ビリになったら謝る」のような，「道理にあわないこと，無理

無体なこと」，つまり「理不尽」なことは許せない思いをもつ少年である。 Ⅱ 「自分で考える」

という条件を読み落とし，文章中から探す作業などをしてしまわないように注意しよう。道理に

合わないことをきらい，正しい筋道を大切にすることは「正義」だ。

問7 「お守り」をめぐって大さわぎになっている場面だ。渋谷亜矢が「苛めてないでしょ……」と

さらに言いつのろうとしていた時に発した高城かれんの「ないよ」という一言だが，そこには

「切実さ」があふれていたし，続くかれんの言葉に村田花は「体を硬直させたまま」というほど

「重み」が感じられたのだ。アやウのような声の質の印象ということではない。また，エは「第

三者」が誤りである。

問8 「ふさわしくないもの」という条件に注意する。 線⑧直後からのかれんの告白から，実

はかれんは苛められていたのではなく苛めていた立場であることがわかる。「涙を流していた」

のは，苛めていた自分の反省や心の傷，そして，その体験をもとに亜矢にもやめてほしいという

願いがからみあった複雑なものであると考えられる。ア・イ・ウはすべてこの複雑な思いにふさ

わしい内容であるが，エの「～やっと気づき」が誤りだ。この段階で気づいたわけではない。

問9 「もし，いじめっ子だったら」，「変わる，……」で始まる段落にあるように，「許してはいけ
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ない」と考える「僕」だ。しかし，これが結論ではないことが， 線⑨の「一方で」という

言葉でわかる。別の考え方にも目が向いたということになる。磯憲の話に耳を貸す気持ちになっ

ているということでもある。「許せない」から「見守る」という態度もあるという変化を明らか

にすることがポイントになる。
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語いを豊かにすることを意識して学習しよう。


