
＜算数解説＞
1 （四則計算，相当算，規則性，仕事算，鶴カメ算，単位の換算，速さの三公式と比，通過算，平面

図形）

（1）（3.5－0.8×4）÷1.2－ ÷5＝ － ＝

（2） 全体の（1－ ）×（1－ ）＝ が48個であり，全体は48÷4×15＝180（個）である。

（3） 4月20日は木曜日であり，5月同日は30÷7＝4…2より，土曜日，6月同日は曜日が3日ずれて火

曜日，7月同日は2日ずれて木曜日，8月同日は3日ずれて日曜日である。

（4） 90分は1.5時間であり，Aだけで給水したのは{（1600＋1500）×1.5－3400}÷1500＝125÷150＝

（時間）すなわち50分である。

（5） 列車は82－42＝40（秒）で2700－1300＝1400（m）進み，80秒で1400×2＝2800（m）進むので

2700mより2800m長い5500mのトンネルを通過するには1分22秒＋80秒＝2分42秒かかる。

【別解】 列車の秒速は1400÷40＝35（m）であり，列車の長さは35×42－1300＝170（m）であるか

ら，5500mのトンネルを通過するには（170＋5500）÷35＝162（秒）すなわち2分42秒かかる。

（6） 図1において，斜線部分の面積は6×6－（4×4÷2＋4×4×3.14÷4）＝36－20.56＝15.44（cm2）で

ある。

（7） 図2において，弧の長さの合計は3×2×3.14÷360×{（360－60×2）×2＋360－60×4}＝10×

3.14＝31.4（cm）である。
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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） （2） 180個　 （3） 8月　 （4） 50分間　 （5） 2分42秒　 （6） 15.44cm2

（7） 31.4cm （8） 56cm2

2 （1） 100cm2 （2） 1200cm3 3 （1） 10g （2） 24％　 （3） 14％

4 （1） 14分後　 （2） 17分30秒後

5 （1）（1番目） （2番目） （3番目） （4番目） （2）
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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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（8） 図3において，底面積×2が2×3×2＝12（cm2），前後の面の面積が4×

3×2＝24（cm2），左右の面の面積が4×2×2＝16（cm2），内側の面の面積が

2×2＝4（cm2）であり，合計12＋24＋16＋4＝56（cm2）である。

2 （立体図形）
（1） 水中部分に1個のおもりが沈んだとき，5×5×10＝250（cm3）の体積が水面の高さ2.5cmに相当

するので水ソウの底面積は250÷2.5＝100（cm2）である。

（2）（1）より，水面の高さがさらに1.5cm増えたとき，積み重ねてある2つのおもりの水中部分の高

さは10＋100×1.5÷（5×5）＝16（cm）であり，水の体積は（100－5×5）×16＝1200（cm3）

3 （割合と比，概数）
（1） 40×0.05＋80×0.1＝10（g）…Aには5％の食塩水が160g，Bには10％の食塩水が320gあり，Cに

は10÷（40＋80）×100＝ （％）の食塩水が120gある。

（2） {（200－40）×0.05＋40}÷200×100＝48÷2＝24（％） 【別解】 5％と100％の食塩水をそれぞ

れ160：40＝4：1で混ぜると（5×4＋100×1）÷（4＋1）＝24（％）

（3） 全体の食塩の量は200×0.05＋400×0.1＋40＝10＋40×2＝90（g）であり，90÷3＝30（g）である。

（2）より，Aのなかの食塩の量は48gであり，AからCへ24％の食塩水を200÷48×（48－30）＝75（g）

移す。一方，（1）より，Bのなかの食塩の量は320×0.1＝32（g）であり，BからCへ10％の食塩水を

320÷32×（32－30）＝20（g）移す。したがって，75：20：120＝15：4：24であり，Cの濃度は，

（24×15＋10×4＋ ×24）÷（15＋4＋24）より，約14％になる。

4 （速さの三公式と比，旅人算，鶴カメ算，単位の換算）
（1） Aの速さとBが走る速さと歩く速さ，これらの比は8：10：3である。コース1周の長さの半分

を8にすると，2人が出会った時間は8÷8＝1であり，Bが走った時間は（8－3×1）÷（10－3）＝5÷

7＝ である。したがって，Bが走った時間と最初から出会うまでの時間の比は ：1＝5：7で

あり，2人は10÷5×7＝14（分後）に出会った。

（2）（1）より，1周の長さを8×14×2＝224にすると，4.5分後の2人の間は224－（8＋10）×4.5＝143

であり，4.5＋143÷（8＋3）＝17.5（分後）すなわち17分30秒後に出会う。

5 （数の性質，規則性）
（1） 分母が12，20の最大公約数の4，分子が5，3の最小公倍数15の倍数であり， ， ， ，

と続く。

（2）（1）より，分子が15×4＝60の倍数になる場合は除去されるので，分子として15の倍数が132個，

並ぶとき，132÷4＝33（個）は除去されて132－33＝99（個）が残る。したがって，100番目の仮分数

は ＝ である。1995
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図3

★ワンポイントアドバイス★

簡単な問題もないかわり，それほど難しい問題も見当たらない。問題文を正確に

読み取り，時間配分に気をつけて，自分にとって解きやすい問題から解いていく

ことがポイントである。特に，1の各問題でまず，着実に得点しよう。



＜理科解説＞
珈 （熱の性質－熱量と温度変化）

問1 表1から，ヒーターの目盛りが4のとき，温度が20°Cから40°C上がって60°Cになるのに1400秒

かかっているのがわかる。したがって，700秒では20°C上がって40°Cとなると考えられる。

問2 表2より，水の重さが20g増えるごとに60°Cになるまでの時問は40秒ずつ増えている。したが

って，水の重さが0gのとき，かかる時問は120－40＝80（秒）と考えられる。

問3 表3より，水の重さが60gで目盛りを20にして，20°Cから60°Cになるまで200秒かかっているこ

とがわかる。表1より，目盛りと時問は逆比の関係になっているので，400秒かかると目盛りは10

であったと考えられる。

問4 表2より，水の重さが200gで目盛りを20にして20°Cから60°Cになるまでに120＋40×9＝480秒

かかることがわかる。表3より，上昇させた温度と時問は比例するので，70°Cになるまでにかか

る時問は ＝600（秒）かかる。また，目盛りと時問は逆比になっているので，20×

600÷15＝800（秒）となる。

玳 （気体の性質－気体の発生）

問1 石灰石に塩酸を加えると二酸化炭素が発生する。二酸化炭素は水に溶ける気体であるが，水

上置換法で集めることができる。また，空気よりも重いため，下方置換法で集めることもでき

る。

問2 卵のからや貝がら，大理石には炭酸カルシウムが含まれているため，石灰石のかわりに用い

ることができる。

問3 炭酸カルシウム1gをすべて反応させたとき，二酸化炭素は220m褄発生するので，炭酸カルシ

ウムが2.5gのとき二酸化炭素は2.5÷1×220＝550（mL）発生する。

問4 気体が418m褄発生したので，炭酸カルシウムは418÷220×1＝1.9（g）含まれていることがわか

る。したがって，石灰石に含まれる炭酸カルシウムの割合は1.9÷2×100＝95（％）となる。

問5 石灰石Aがすべて反応した時，二酸化炭素は418m褄発生する。塩酸の濃さをうすくすると，

反応する速さは遅くなるが，最終的に発生する二酸化炭素の量は変わらない。

珎 （動物－水中の生物）

問1 ①をスライドガラス，②をカバーガラスといい，見たい資料をのせた図2の状態をプレパラー

トという。

問2 顕微鏡を使うときの順番は，カ→イ→エ→ア→オ→ウとなる。レンズは，顕微鏡を明るい水

平な台に置いてから，最初は低倍率のものから使い，接眼レンズ，対物レンズの順にとりつけ

る。

480×（70－20）
（60－20）
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珈 問1 40（°C） 問2 80（秒後） 問3 10 問4 800（秒後）

玳 問1 二酸化炭素　　問2 ア，エ，キ　　問3 550（mL） 問4 95（％） 問5 カ

珎 問1 ①　スライドガラス　　②　カバーガラス　　問2 （2番目） イ　 （4番目） ア

問3 イ　　問4 ア　　問5 ウ

玻 問1 8（km/秒） 問2 10（時）16（分）26（秒） 問3 216（km）

問4 a ア　　b ア，ウ　　c ア

＜理科解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



問3 顕微鏡で見える像は，上下左右が反対になっているので，図3の微生物を視野の中心にもって

いくには，イの方向にステージを動かせばよい。

問4 ゾウリムシはミズケムシに食べられるので，ゾウリムシの数は減少するが，ゾウリムシの数

が減ると，ミズケムシのエサがなくなるため，ミズケムシも遅れて減少していく。

問5 ゾウリムシの数が増えるとミズケムシの数も増えるが，ミズケムシの数が増えるとゾウリム

シの数は減っていく。ゾウリムシの数が減るとミズケムシの数も減り，このように自然界では，

長い時問をかけて一定の数のバランスを保っている。

玻 （大地の活動－地震）

問1 図2より，小さなゆれの伝わる速さは80÷10＝8（km/秒）となる。

問2 大きなゆれの伝わる速さは40÷10＝4（km/秒）となるので，200km離れた地点に伝わるのにか

かる時問は200÷4＝50（秒）となる。したがって，ゆれが始まる時問は10時15分36秒＋50秒＝10時

16分26秒となる。

問3 図2より，震源地から40km離れるごとに初期微動継続時問は5秒ずつ長くなっている。初期微

動継続時問が27秒のとき，この地点の震源からの距離は27÷5×40＝216（km）となる。

問4 a 砂の地盤が地震の振動により，液状になる現象を液状化現象という。三角州や埋め立て地

でおこりやすい。 b 実験の①と②の結果から，小石を混ぜると液状化現象はおきにくいこと

がわかる。また，①と③の結果から，乾いていると液状化現象は起きにくいことがわかる。

c ②の結果から，小石を混ぜておくと液状化現象が起こりにくいことがわかる。

＜社会解説＞
（地理・日本の歴史－国土と自然・世界地理・原始～近代の政治・文化など）

問1 東京の南1200kmに点在する島々。独自の進化を遂げた動植物の宝庫で世界自然遺産に登録。

問2 聖武天皇の鎮護国家の思想で建立。本尊は「奈良の大仏」で知られる毘
び

盧
る

遮
しゃ

那
な

仏
ぶつ

。

問3 北緯35度はロサンゼルス，シーアン（唐の長安），アフリカの最北端を通過。東経139度はオー

ストラリアのほぼ中央部を通過。

Ⅰ
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★ワンポイントアドバイス★

実験器具の使い方や，注意点，名称などは必ず覚えておこう。

問1 小笠原　　問2 東大寺　　問3 ウ　　問4 イ　　問5 イ　　問6 イ　　問7 ウ

問8 エ　　問9 （1） イ　 （2） 玉川上水　 （3） A→B→C （4） エ　　問10 ウ

問11 （1） ウ　 （2）（例） 低コストで運営できる　　問12 ウ　　問13 ウ

問14 ウ　　問15 関東ローム　　問16 防風　　問17 ウ・エ　　問18 イ

問19 ウ　　問20 ウ　　問21 イ

問1 ア　　問2 エ　　問3 イ　　問4 温室　　問5 エ　　問6 エ　　問7 エ

問8 四つ　　問9 ア　　問10 共和

Ⅱ

Ⅰ

＜社会解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



問4 関東から東北にかけて丘陵や山地の片岸を指す言葉で，「まま」など各地で様々な名称が存在。

段丘上をハケ上，低地をハケ下などともいう。

問5 エ（1914年）→ア（1918年）→イ（1923年）→ウ（1925年）の順。

問6 藤原定家が選者となったのは新古今和歌集。古今和歌集は紀貫之ら。

問7 鎌倉を攻め幕府を滅ぼした清和源氏の名門。のちに足利尊氏と対立し敗れた。

問8 全国の石高の15％以上を占め幕府の経済的基盤となっていた直轄領は勘定奉行が管理。寺社

奉行は寺社や寺社領の人民，僧侶，神官を支配。

問9 （1） 高さの変動がないよう基礎を強固にしてあるが，関東大震災で24.5000mを24.4140mに，

東日本大震災で再び24.3900mに変更。 （2） 17世紀中ごろ玉川兄弟により完成。多摩川の羽村

から導水し新宿を経て江戸市中に給水。 （3） Aは78m，Bは70m，Cは61m前後。 （4） 武蔵

国分寺跡の北側に複数の寺院（ ）。国分寺駅の南北にあるのは交番，西国分寺駅周辺には高架

道路，果樹園（ ）は各地に散在。

問10 板付遺跡は福岡市博多区にある縄文晩期から弥生前期の遺跡。環濠や水田跡も出土。

問11 （1） 1985年に開通した練馬区と新潟県長岡市を結ぶ高速道路。 （2） 目的地へのアクセス

が向上，地域の生活の便や経済の活性化も期待できる。設備は簡易で人件費も省略できるので運

営会社にとっても負担は少ない。

問12 イギリス発祥の運動で，地域住民が資金を出し合い開発から自然環境や歴史的な遺産を守る

運動。狭山丘陵北麓周辺は「トトロの森」として保護活動が行われている。

問13 インバウンドの増加で不足する宿泊設備を補うために民泊をはじめ様々な規制緩和を検討。

2016年の訪日客は2400万人で国別では中国，韓国，台湾，香港，アメリカの順。

問14 禁中並公家諸法度は武家諸法度と同じく2代秀忠のときに発布。

問15 関東地方に広く分布する赤褐色の火山灰土。箱根や富士，浅間山などの噴出物。

問16 冬の乾燥した季節風を防ぐために屋敷の周辺に植樹。屋敷林とか屋敷森と呼ばれる。

問17 1997年のアジア通貨危機，2008年のリーマンショックで世界経済は不況に突入。2000年の中

国の生産は約200万台，2015年は約2460万台。

問18 茶は寒さに弱いため暖かく適度な降水のある地で栽培。Bはみかん，Cはカカオ豆。

問19 1870年創刊，自由民権運動の盛り上がりとともに全国紙に成長。横浜開港は日米修好通商条

約締結後，鉄道の開通は1872年，関税自主権は1911年。

問20 南蛮貿易はスペインやポルトガルが中国の生糸を持ち込み日本の銀や刀剣などと交換。

問21 生産，輸出ともにブラジルに次いで世界2位。アはフィリピン，ウはタイ，エはインド。

（時事問題－国土と自然・世界地理・国際社会など）

問1 AIIB（アジアインフラ投資銀行）は途上国の産業の育成や発展のための資金供給を目的に設立。

日本とアメリカは不参加。国際復興開発銀行（IBRD）は世界銀行とも呼ばれる。

問2 1948年発足のGATTが発展的に解消して設立された世界貿易機関。輸出が多ければ黒字，関

税をかけると価格が上昇，牛肉やオレンジの輸入自由化を要求。

問3 兵庫県に属する島。明石海峡大橋は神戸・鳴門ルートの北半分。佐渡島は江戸幕府の直轄地，

対馬海流は黒潮から分かれた暖流，JAXAのロケット基地は種子島。

問4 太陽放射は通過させ地表からの赤外線を吸収するため大気温度が上昇。パリ協定は世界全体

で産業革命前に比べて気温上昇を2度未満に抑えることを目標とし法的拘束力も持つ。

問5 オバマ大統領は原爆を投下したアメリカの大統領として初めて広島を訪問。

問6 イングランド，ウェールズ，スコットランド，北アイルランドからなる連合王国。面積は日

本の約3分の2，人口は約半分。

Ⅱ
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問7 任期や選挙を気にせず長期的な視点で問題に取り組むことが期待されている。予算の先議権

は衆議院，選挙は比例代表と選挙区選挙（1名～6名），不信任案は衆議院のみ。

問8 北からコロンビア，ペルー，チリ，アルゼンチン。ガーナはアフリカ，スリランカはアジア。

問9 マケドニア生まれでインドのコルカタで奉仕活動。1979年にはノーベル平和賞も受賞。

問10 社会の現状に不満を持つ層にアピール，民主党のクリントン元国務長官を破って当選。

＜国語解説＞
（説明文－論理展開・段落構成，細部の読み取り，接続語の問題，空欄補充，ことばの意味，漢

字の読み書き）

問1 a 「迷」は全9画の漢字。1・2画目の終点は3画目につけない。 b 「端」は，全14画の漢字。

音読みは「先端」の「タン」。訓読みに「山の端」の「は・はし」のほかに，「道端」の「ばた」

という読みもある。「端」は小学校未習学の漢字である。 c 「克」は全7画の漢字。小学校未習

学の漢字である。「克服（こくふく）」の他に「克己心（こっきしん）」などが，よく目にする熟語

である。

問2 「告知」とは，通知と同じような意味で告げて知らせることである。「デパート……」で始ま

る段落に「ニュースアナウンス」とある。これも，ニュースを知らせるということだから，「告

知」は「アナウンス」である。

一
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★ワンポイントアドバイス★

時事問題に対しては日々の生活がカギを握る。世の中の動きに関心を持ちニュー

スなどを必ず見る習慣をつけておこう。

問1 a 迷子　　b みちばた　　c こくふく　　問2 アナウンス　　問3 ウ

問4 C 問5 ア　　問6 ウ　　問7 ウ　　問8 イ　　問9 Ⅰ　エ　　Ⅱ　ア

Ⅲ　オ　　問10 ①　技術　　②　人とちがって　　③　欠点や癖　　④　自分の弱み

⑤　読む対象の捉え方　　⑥　人間性

問1 a 吸（う） b 加減　　c 居心地　　問2 X エ　　Y ウ　　Z エ

問3 強がってる　　問4 エ　　問5 母親に，ありのままの自分を丸ごと愛されていない

と感じている　　問6 ア　　問7 ア　　問8 ウ　　問9 エ　　問10 いつも近くにい

る存在であるが，たがいに本心を言い合うことなどカッコ悪いことだと決めつけ，心の距

離をとり，相手の心にふみこんだり，自分を出すことはさけていた。桃子が二人に母親の

グチを言いだしたことをきっかけに，由香もあかりに桃子への共感を話したが，母親のい

ないあかりは自分だけはふたりと違うという受け取り方しかできずかみ合うことはできな

かった。進路を決めた桃子が，自分の気持ちを素直に話し出したことで，三人ともが，こ

れまでのつき合い方に無理や不満を感じていたことを知り，そのつき合い方を後悔しなが

らも，そのようないきさつを乗り越えたからこそおたがいがかけがえのない人たちなのだ

と確信できる関係になっていった。

二

一

＜国語解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



問3 直後の「日本という国がなくなっても，人類がいなくなっても，機械が壊れていなければ告

げ続ける」という内容が着目点である。だれもいないところで時刻を知らせる音声だけが流れて

いたら不気味だということになるのでウである。

問4 入れる文の冒頭が「しかし」であることと，内容は「聞き流してもいいのが基本」と述べら

れていることに着目する。つまり，入る直前には，告知はあるが，必要がないと判断する人は聞

かなくてもよいという内容があるはずである。それをふまえると，「迷子の告知」は，告知する

が，迷子に心当たりがなければ聞き流すのは当然なのでCに入れることになる。

問5 Dの直前，直後を確認すると，「伝える意識がなくても読まねばならない義務感だけで成立す

る」とあり，ニュースアナウンスの技術が「言葉を置く技術」としている。イは，「思わず聞い

てしまう」が，「聞き流してもよい基本」と異なる。ウも同様に，「聞き手の誰もが納得」が異な

る。エは「感情をこめて丁寧に」が「伝える意識がなくても」と異なる。アの「感情や意図をこ

めず」は「義務感だけで成立する」ということに合い，告知の大切さは「聞き手に誤解がない」

ことだから，アである。

問6 線④冒頭の「そのイメージ」とは，朗読の際に必要な作るべきイメージということだ。

「いまいる空間」のことを直後の「体語とすっぽり入りこむ」と表現し直していて，それを具体

的に説明しているのが「『道端に……』」で始まる段落から，「どの形容詞……」で始まる段落ま

での長い説明という展開の文章だ。この長い具体例の中に，「具体的にどんな花か」，「頬に感じ

ているか」，「サラサラという水の音が聞こえるようなら」などの表現がある。これはウで述べて

いる「五感を刺激するほど現実的なものとして感じ取る」ということになる。

問7 問6とあわせて考える。 線⑤中の「言葉をいじる」結果「思い入れたっぷり」になって

しまうとしている。筆者も「思い入れたっぷり」はごめんだとは述べているが，だからといって，

客観的な読みを朗読だとは思っていない。むしろ，「そもそも……」で始まる段落に「読み手の

感動や感性を伝えなくて，なんのための朗読か」とまで言っている。してはいけないことが，問

6で考えた，イメージを作らず，おもに形容詞や副詞といった，様子を表す語を際立たせて感情

を表そうとすることだと述べているのでウである。

問8 問6・問7のまとめのような部分である。「イメージがあるから思い入れる」ことが勘違いだと

しているのだ。むしろ，「イメージが貧困だから思い入れる」のだと主張している。

問9 Ⅰ　前部分も注意すべき点が述べられていて，後部分も「注意が必要です」だから，並列の

エが入る。 Ⅱ　前部分に「個性として認知されている」とあり，後部分は，改めて「個性とは

何でしょう」と問題提示している。これは話題が転換しているのでアが入ることになる。 Ⅲ

前部分は筆者の思う「個性」が説明され，その中の特に重要な「本質」でとめている。後部分の

「人となりや性質……」は「本質」を具体的に説明しているのでオを入れる。

問10 ①　勉強だけでなく，声優になるための練習をするということだから「技術」を上達させる

と明子さんは言っている。 ② 「では，個性とは……」で始まる段落から考える。星子さんは

「キャラクターみたいな声」を個性的と発言していることに対して，明子さんは否定しているの

だ。この考え方は筆者の考え方である。筆者は「人とちがって」いれば個性的だということでは

ないとしている。 ③ 「私は以前，……」で始まる段落に「『欠点や癖を認めさせたとき……」

という以前の個性についての考え方を述べている。そして，今は，隠素ための鎧を投げ捨てたと

きはじめて個性が出ると思っていると述べている。③直後は「……隠したい，……」だから，隠

したいのは「欠点や癖」ということになる。 ④　③との関連で考えよう。隠したい「欠点や癖」

は「自分の弱み」である。 ⑤ 「『読む対象の捉え方』そのものが個性ということです」と筆者

は主張している。 ⑥ 「個性的ということは……」で始まる段落に，結局，朗読者の「人間性」
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が個性ということだという筆者の考えを明子さんは受け取っているのだ。

（物語－心情・情景，細部の読み取り，ことばの意味，漢字の書き取り，記述力）

問1 a 「吸」は全6画の漢字。6画目は5画目の上から書く。 b 「減」は全12画の漢字。6画目は

やや右上に書く。また「口」の下に書かないように気をつける。 c 「住居」の「居」は音読み

で「キョ」だが，訓読みでは「い（る）」である。全8画の漢字である。

問2 X 「ふいに」は漢字表記で「不意に」である。「おもいがけない・だしぬけに」のような意

味であるのでエだ。 Y 「おもむろに」は，落ち着いて事を始めるさま，しずかに，ゆるやか

にという意味であるのでウを選ぶ。 Z 「拍子ぬけ」とは，張り合いがぬけること，意気込ん

でいたことが無駄になりがっかりすることなどの意味なのでエがふさわしいが，文章中の場合，

アの「調子がくるう」も当てはまりそうで難しい。しかし，思っていたことがちがってという状

況だから，がっかりということでエを選択する。

問3 線①の発言は，本心ではなく投げやりな言い方である。 線⑤～線⑥の間という条件

である。「うつむきかげんで……」で始まる段落にある「このあいだみたい」の「このあいだ」

が 線①の発言を指し示しているので「強がってる」だ。

問4 「空手を頑張ってる桃子が好きだよっていってほしいんでしょ？……」という発言にはげしく

反応していると読み取れる。泣いているみたいに震えて反論しているということは，まさに本心

を突かれたということだ。自分の気持ちが通じないというイライラのアとウは誤りだ。また，こ

とばで言っていることは本当ではないが，冗談を言っているわけではないのでイも誤りとなる。

問5 「あかりたちは普段……」で始まる段落の「私ね…………バイオリンやめたら……」からの発

言が着目点である。この発言から，由香はバイオリンが心から好きで打ちこんでいるわけではな

く，やめたら大変だという思いもかかえていることがわかる。桃子は空手は好きでやっているが，

母親は「空手を頑張っている桃子」を評価しているわけではないこともわかる。習い事に関して

「やめたら嫌われる」・「やっているのに認められない」と立場はちがうが，共通していること

は母親に気を使って自分の思う通りにはならないということだ。

問6 桃子のことを引き合いに出して自分の気持ちを言いだした由香である。自分も桃子と同じ悩

みを持っているということで，ここはあかりにも共感してもらいたい気持ちになっていたが，

「おかあさんがいるだけでうらやましい」という返事に力を弱めたということなので，アとエで

迷うところである。直前，直後を確認すると，言ったあかりも「ひどいなと思った」で，聞いた

由香は「ごめんね」である。そして，「ごめんね」は母親がいてごめんねに聞こえたと展開して

いる。アとエの前半で比較すると，「バイオリンへの思い」は単に母親への気持ちを言うための

例なので，これを理解してほしいというのは入っていない。また，後半で比較すると，直後に謝

っていることから「何を言ったらいいのかととまどう」のではない。自分の思いを吐き出してい

たら，相手に母親がいないことを言われハッとし，思わず謝罪の言葉が出てきたということでア

を選択する。

問7 イ 「由香の優しさにはげまされ」ている心情は読み取れない。また，「感謝」の気持ちも読

み取ることはできない。 ウ 「境遇がちがう自分とはわかりあえない」とあきらめているのは

由香ではない。 エ　いつも三人で過ごしてはきていたが，「いっしょには頑張れない」とある

ので「また三人で頑張りたい」が誤りだ。 ア 「まるで親友みたい」ということは形の上でそ

う見えるということだ。「いっしょには頑張れない」がこの場面での心情なので，自分は異なっ

ていることに「落ち込んだ」が，せめて行動を共にする形ばかりの親友のようにふるまったとい

うことでアを選ぶ。

問8 ウとエで迷うところである。直前の「だから，受験して……」の発言と，直後の「そうする
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ことに……」の桃子の発言からは，エを選択したくなるが，「うつむきかげんで……」からの桃

子の様子を表す「強がっていない」，「素直に自分の気持ちを……」，「真面目に，真剣に……」な

どを読み取ると，「いつもと全然違う桃子」であることがわかる。これに「ドキドキ」したとい

う点と，そもそも〈悪友〉などと言い合って本心をさらけ出さなかったことがだんだん苦しくな

ってきている物語の流れから考えると，ウがふさわしい。

問9 ア 「一緒にいたいとは誰も望んでいなかった」が誤りである。 ウ 「相手に誤解を与えて

いたことに気づき」が誤りだ。 イとエで迷うところである。イの「傷つけて」は当てはまる箇

所もあるが， 線⑦前後の思いを読み取ると，近くにいたにもかかわらず，本心を茶化して

過ごしていたことは結局「みんな苦し」かったのだとわかったという思いだ。したがって，エが

ふさわしい。

問10 「文章全体をふまえて」ということなので，まずは，たがいが自分の本心もさらけ出さず，

したがって，相手の心の中にも踏み込まない関係で過ごしていたことから始まる。関係の変化の

第一歩は，桃子が母親との関係が良くないことを話し始めたことだ。強がって話してはいるが本

心をもらし始めたきっかけと言える。これに対して，由香も共感を覚える心情をあかりに話した。

ここで二人が，自分の心情を見せ始めたが，あかりは，共通していないことを意識する受け止め

方しかできなかった。桃子が受験することを決意し，そうなった理由を率直に話し始めたことに

感動したあかりも，これまでの自分たちのつき合い方を後悔するような気持ちになる。それは他

の二人も同じで，無理して本心を話さなかった自分たちのつき合い方は苦しかったことに気づく

ことになる。しかし，このことがあったからこそたがいがかけがえのない人たちであることを実

感する関係になっていくというプロセスだ。
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★ワンポイントアドバイス★

小学校未習学の漢字も出題されることをふまえ，日常生活でも意識的に漢字やこ

とばの意味に気を配ろう。


