
＜算数解説＞
1 （四則計算，鶴カメ算，平面図形，規則性，平均算，仕事算，割合と比，単位の換算，立体図形）
（1） 77÷33×2.1－660÷33÷25－1.1＝4.9－0.8－1.1＝3

（2） ジャンケンの回数は（57＋48）÷（5＋2）＝15（回）であり，Aが勝った回数は（57－2×15）÷（5－

2）＝9（回）である。

（3） 右図より，斜線部の面積は8×8×3.14÷8－4×4÷2－4×4×

3.14÷4＝4×3.14－8＝4.56（cm2）

（4） ○の日…1 5 9 13 17 21 △の日…1 6 11 16 21

すなわち，4×5＝20（日）ごとに印が重なり，20÷7＝2…6より，重

なる日の曜日は6日ずつ先（1日ずつ後）になり，21日目が土曜日，41

日目が金曜日，81日目が水曜日である。したがって，求める日は

81－（30＋31）＝20（日）より，6月20日である。

（5） 総得点は6.5×40＝260（点）であり，右表より，問題2だけできた人

の人数アは260－（10×15＋5×17）÷5＝5（人）である。

（6） カメとウサギを1つ折る時間の比は3：2である。2日目にカメを折

った延べ時間は20×27＝540（分）であり，1日目にカメとウサギを折っ

た延べ時間は540÷（3－2）×2＝1080（分）ずつで

ある。したがって，1日目の人数は1080÷60×

2＝36（人）

（7）（ア） 図アより，切断される立方体の個数は

1＋3＋3＝7（個）である。

（イ） 図イより，切断される立方体の個数は1＋

3＋3＋5＋9＋7＝28（個）である。

2 （立体図形）
（1） 右図において，高さ16cmまでの体積は（20×20－10×

10）×16＝4800（cm3）であり，この体積が水そうの高さ

16－12＝4（cm）分の容積に等しいので底面積は4800÷4＝

1200（cm2）である。
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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） 3 （2） 9回　 （3） 4.56cm2 （4） 6月20日　 （5） 5人　 （6） 36人

（7）（ア） 7個　 （イ） 28個

2 （1） 1200cm2 （2） 16.4cm 3 （1） ア　5400 イ　4500 （2） ウ　44

4 （1） 10％　 （2） 112 5 （1） 998001 （2） 900 （3）（ア） 900 （イ） 900

＜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） 右図の立体の周囲に，高さ10cmまで水がたまる水量は

（1）より，（1200－20×20）×10＝8000（cm3）であり，残り

の水量は12000×12－8000＝6400（cm3）である。したがっ

て，水面の高さは10＋6400÷（1200－10×20）＝16.4（cm）

である。

3 （速さの三公式と比，グラフ，割合と比）
（1） 右図において，三角形ABC

とADEは相似でAB：ADは1：

（1＋5）＝1：6であり， からQ

までは450×6＝2700（m）である。

したがって， は2700×2＝5400

（m）である。三角形ADEとAFG

も相似でAD：AFは（1＋5）：（1

＋5＋2）＝3：4であり， より，

から までは2700÷3×（4－

3）＝900（m）である。したがっ

て， は5400－900＝4500（m）

である。

（2）（1）より，Pから までとP

からQまでの比は4500：（5400÷2×3）＝5：9であり，Aの時刻は20÷5×9＝36（分）， は，36＋

1＋5＋2＝44（分）である。

4 （濃度，鶴カメ算）
（1） 100g：200g＝1：2であり，予定の濃度は（4×1＋13×2）÷（1＋2）＝10（％）

【別解】 4×1＋13×2＝□×（1＋2）を計算する。

（2） 間違って混ぜた後のA400gの濃度は（4×3＋13×1）÷（3＋1）

6.25（％）であり，右図において，色がついた2つの長方形の面

積は等しく，残す食塩水の量と加える食塩の量の比は（100－

10）：（10－6.25）＝90：3.75＝24：1である。したがって，捨て

た量は400－300÷（24＋1）×24＝112（g）である。

5 （四則計算，数の性質，規則性）
（1）（1000－1）×999＝999000－1000＋1＝998001

（2） 9×9＝81 99×99＝9900－100＋1＝9801 999×999＝998001 9999×9999＝9990000－

10000＋1＝9980001 したがって，9が並ぶ100桁の数をかけ合わせた積の各位の数の和は9×

100＝900

（3）（ア）（2）と同様に，3×3＝9 33×33＝990＋99＝1089 333×333＝99900＋9990＋999＝

110889したがって，各位の数の和は900になる。

（イ）（ア）より，9×2＝18 1089×2＝2178 110889×2＝221778 したがって，各位の数の和

は900になる。

ウ

イ

イ

イア

ア

ア

ア

浦和明の星女子中学校（第1回）

解30年度－2

20cm

20cm
10cm

20cm

10cm

10cm

10cm

ア 

イ 

ウ 

Q地点 
（m） 

450m
1

2

A

B

C

D

E

F

G
1分 

2分 
5分 

（分） 200
P地点 

100％ 
90％ 

10％ 
3.75％ 

6.25％ 

食塩 

300g



＜理科解説＞
珈 （物体の運動－ふりこの性質）

問1 表1，表2から，ふりこはおもりの重さやふれはばを変えても周期は変わらず，表3から支点か

らおもりまでの長さが長くなるとふりこの周期も長くなることがわかる。

問2 （a） おもりの重さの比は50：200＝1：4となるので，支点からおもりまでの距離の比は4：1

となり，重心の位置はおもりBから30÷（4＋1）×4＝24（cm）右側となる。したがって，棒の左端

からは10＋24＝34（cm）となる。 （b） ふりこの周期が13.49秒のとき，実験3よりおもりの位置

は支点から45cmであることがわかる。したがって，2個のおもりの重心を支点から45cmにするに

は，DとEの重心からの距離の比を20：5＝4：1にすればよいので，DとEの重さの比は1：4とな

る。したがって，Eの重さは100÷1×4＝400（g）となる。 （c） おもりFと，おもりDとEの重心

の重さの比は250：500＝1：2となり，これら3個のおもりの重心からの距離の比は2：1となる。

おもりDとEの重心は支点から45cmの位置にあったので，おもりFとの距離は30cmとなり，3個の

おもりの重心はおもりFから30÷（2＋1）×2＝20（cm）なので，支点からの距離は15＋20＝35（cm）

となる。したがって，周期は表3より11.90（秒）となる。

玳 （燃焼－金属の燃焼）

問1 （a） ものが燃えるというのは，ものが激しく酸素と結びつくことである。金属を燃やすと，

結びついた酸素の分だけ重くなる。1班は金属34.48－34＝0.48（g）に対して酸素が34.60－34.48＝

0.12（g）結びついているので0.48：0.12＝4：1となる。他の班の結果も同様である。 （b） 燃や

したもの4.5gに含まれる酸素の重さは4.5÷（1＋4）×1＝0.9（g）となる。

問2 1班から3班の結果より，金属Bは燃やすと金属と酸素が3：2の割合で結びつく。したがって，

4班の金属は0.54g酸素が結びついているので，燃えた金属は0.54÷2×3＝0.81（g）となり，残った

金属は0.96－0.81＝0.15（g）となる。

問3 金属Aは酸素と4：1＝8：2で，金属Bは酸素と3：2の割合で結びつく。酸素が2のとき，結び

つく金属Aと金属Bの重さの比は8：3となる。

問4 実験3で結びついた酸素の重さは37.10－36.36＝0.74（g）である。金属の合計の重さは36.36－34

＝2.36（g）なので，これをすべて金属Aとすると，結びつく酸素の重さは2.36÷4×1＝0.59（g）であ

浦和明の星女子中学校（第1回）

解30年度－3

★ワンポイントアドバイス★

差がつきやすい問題は1（6）「仕事算」，（7）「立体の切断」，2（2）「水深」，4（2）「濃

度」であるが．これらは難問ではなく，よく出題されるタイプの問題である。時

間配分に気をつけて，解ける問題から解いていこう。

珈 問1 ウ，オ　　問2 （a） 34（cm） （b） 400（g） （c） 11.90（秒）

玳 問1 （a） 4：1 （b） 0.9（g） 問2 4（班） 重さ　0.15（g） 問3 8：3

問4 0.36（g）

珎 問1 エ　　問2 ウ　　問3 （a） エ　 （b） 水　　問4 （a） 胚芽　 （b） こふん層

玻 問1 ア　　問2 ウ　　問3 ウ　　問4 オ　　問5 オ

＜理科解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



る。したがって，金属Aを金属Bに（0.74－0.59）÷（ －0.25）＝0.36（g）変えればよい。

珎 （植物－イネの種子）

問1 脱穀はイやオ，もみすりはウ，精米はエのような方法で行うことができる。

問2 白米は，玄米からこふん層と胚芽を取り外したものなので，ウの胚乳の部分となる。

問3 （a） 種子には，たなの条件によらず発芽しないものもあるため，種子を10粒ずつまくことに

よって，たなの条件の違いによる発芽のようすを比べることができる。 （b） ①～③のたなは，

水分量に差があるが種子が水分を得ることができるので，水がない状態のたなを一つ作ることに

よって，水が発芽に必要か調べることができる。

問4 実験2の結果，種子①は胚乳とこふん層があり，物質Xを加えるとでんぷんは糖に変わる。種

子②は胚芽，胚乳，こふん層があり，Xがないときもでんぷんが糖に変化していた。また，実験

3の結果，種子②を一晩水にひたしておいてから取り出したこふん層は，物質Xを加えなくても

でんぷんを糖に変化させていた。したがって，物質Xは胚芽で作られ，こふん層に運ばれると考

えられる。

玻 （地層－地層の調査）

問1 粒が大きい土砂ほど河口近くの浅い所に堆積するので，泥，砂，レキの順に堆積した場合，

浅くなっていったことがわかる。

問2 他の地点の調査の結果から，火山灰を含む層の下は泥の層であることがわかる。

問3 火山灰の層は，A地点では標高－5m～－10m，B地点では標高5m～0m，C地点では標高20m～

15mとなっている。したがって，100mあたり5mずつ高くなっている。

問4 火山灰の層は，B地点では標高5m～0m，F地点でも5m～0mなので水平である。

問5 G地点の火山灰の層の標高は，C地点より5m低くなっているので15m～10mである。また，G

地点の地表面は標高40mなので，火山灰の層は地下の深さ25～20mとなり，オのようになる。

2
3
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★ワンポイントアドバイス★

表や図からわかることを自分でまとめ，答えに結びつける力が必要なので，実験

や観察などには積極的に参加し，結果を考察する習慣をつけよう。

問1 エ　　問2 ア　　問3 エ　　問4 イ　　問5 ウ　　問6 三つ

問7 （1） 扇状地　 （2） B （3） ウ　　問8 ウ　　問9 （1） ラムサール条約

（2） ウ　 （3） ア　　問10 エ

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

問8 イ　　問9 民本（主義） 問10 ア　　問11 イ　　問12 ア　　問13 エ

問14 （1） ア　 （2） イ　 （3） イ　 （4） エ　 （5） エ　 （6） エ　 （7） ア

（8） 世論（調査） （9） ウ　 （10） 四つ

Ⅱ

Ⅰ

＜社会解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



＜社会解説＞
（日本の地理－地形図・国土と自然・産業・エネルギー問題など）

問1 東北新幹線は東北地方に入ると福島から仙台（宮城），盛岡（岩手）を経由して八戸から青森へ。

アは岩手，イは栃木，ウは宮城，エは秋田。

問2 東日本大震災で原子力発電はすべて停止，現在稼働中なのは川内，高浜など数基に過ぎない。

政府は2030年の原子力発電の比率を20～22％と設定し再稼働を推進。

問3 炭鉱都市として発展した夕張市はエネルギー革命の中で衰退。最盛期に7万人いた人口は8千

人台に縮小，2007年の財政再建団体の指定で事実上財政破たんした。

問4 円形のカルデラ湖で周辺には粘性の高いマグマが隆起した昭和新山も存在。フォッサマグナ

は大地溝帯，山体崩壊による津波で大きな被害が発生したのは雲仙，隠岐は島根。

問5 室蘭は日本最大規模の石狩炭田の積出港として発展した「鉄の町」。「紙の町」としてスター

トした苫小牧は石油化学や自動車などの会社も進出，北海道一の工業都市に成長。

問6 人口の多い順に大阪市（269万人）→名古屋市（230万人）→福岡市（154万人）→広島市（119万人）

→仙台市（108万人）。

問7 （1） 河川が山間部から平野部に出ると土砂の運搬力が低減し，大きな礫
れき

などをたい積させる

ことによって形成される地形。 （2） 2万5000分の1の地形図では主曲線（細い実線）は10m間隔。

Aは100m，Bは350m，Cは250m，Dは200m。 （3） 地図記号では電波塔は ，博物館は ，荒

地は 。

問8 北海道有数の畑作，酪農地帯で，方形の規則正しい土地割がされていることで有名な平野。

客土により稲作地帯になったのは石狩平野，実験農場は根釧台地，砂地の農業は鳥取砂丘。

問9 （1） 1971年，イランのラムサールで採択された条約。2016年現在国内の登録地は50か所。

（2） 釧路炭田は函館開港に伴い採炭が始まった北海道最古の炭田。アは原油，イは液化天然ガ

ス。 （3） ホタテはサロマ湖を中心に全国の約半分を生産。北洋漁業は遠洋漁業の一種，内浦

湾はほぼ円形の湾，近畿大学によるマグロの養殖は和歌山など。

問10 北緯40度のラインは秋田の八郎潟付近を通過し，北米ではニューヨーク，東アジアではピョ

ンヤンから北京，ヨーロッパではローマやマドリード付近を通過。

（日本の歴史・政治－古代～現代の政治・文化・外交・国際社会・時事問題など）

問1 東インド艦隊司令官としてフィルモア大統領の開国を促す親書を持って来日。浦賀は天然の

良港で幕府の江戸防衛の拠点として番所も置かれていた。

問2 荒廃した農村の復興を計画した「人返しの法」。アは徳川吉宗，イは松平定信，ウは田沼意次。

問3 743年，公地制の維持を狙って出されたが結果的には荘園の成立を加速。同年には大仏造立の

詔も発令。アは桓武天皇，イは宇多天皇，ウは天武天皇。

問4 源実朝暗殺後の混乱を狙って北条義時追討の院宣を発したが敗れて隠岐に配流。

問5 イエズス会により「坂東の学校」の名でヨーロッパにも紹介。鎌倉時に成立し1439年に再興。

アは平清盛，イは応仁の乱，ザビエルの離日は1551年，桶狭間の戦いは1560年。

問6 1582年には大友宗麟，有馬晴信とともにローマ教皇に使節を派遣（天正遣欧使節）。

問7 江戸後期の脚本家。イとウは元禄文化，エの「富嶽三十六景」は鐚飾北斎。

問8 イギリスの生物学者。社会科学や広く一般思想にも大きな影響を与えた。

問9 天皇主権の立憲君主制の下，デモクラシーを民主主義とせず広く国民のためになる政治とい

う意味で民本主義と翻訳。政党政治と普通選挙を目標とした大正デモクラシーの指導理論。

問10 1973年，第4次中東戦争勃発に当たりアラブ産油国は石油を武器として利用し供給を制限。

価格は4倍に上昇し世界経済は大混乱，日本の高度経済成長も終焉を迎えた。

Ⅱ

Ⅰ
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問11 情熱的な歌風で人気を博した歌人。アは平塚らいてふ，ウは津田梅子，エは饂口一葉。

問12 1972年，佐藤栄作首相の長期政権の後を受けて首相に就任。日本列島改造論でブームを巻き

起こしたがロッキード事件で逮捕。その後もキングメーカーとして存在力を示した。

問13 28年間逮捕・拘禁されていた黒人解放運動の指導者。1993年にはノーベル平和賞を受賞。

問14 （1） 憲法28条では勤労者の団結権，団体交渉権を保障。非正規労働者は増加しているがそ

の割合は3分の1強，生活困難者に対する制度は公的扶助，労働基準法での労働時間は週40時間。

（2） アメリカの貿易赤字の約半分が中国。 （3） 伊勢は三重の大半を，志摩は東部を占める旧

国名。 （4） 北陸新幹線の未開業区間（金沢～新大阪）の全ルートが決定。丸の内の駅舎復元は

2012年，JR貨物はモーダルシフトの効果もあり初の黒字に，北海道新幹線の開業は2016年。

（5） 1991年，クウェートに侵攻したイラクのフセイン大統領に対する多国籍軍の反抗作戦。

（6） エッフェル塔は1889年のパリ万博の際に建設。ナポレオンの即位は19世紀初頭，三国干渉

はフランス・ロシア・ドイツ，フィリピンはアメリカ，インドはイギリスから独立。 （7） 男

女雇用機会均等法（1985年）→東日本大震災復興基本法（2011年）→公職選挙法の改正（2015年）の

順。 （8） 国民の意見を把握できる面もあるが，その結果に影響されるという負の面もある。

（9） 北京（2008年）→ロンドン（2012年）→リオデジャネイロ（2016年）の順。

（10） NPT（核拡散防止条約）では米・ロ・英・仏・中の5か国に核の保有を限定。しかし，保有

がみとめられるインド・パキスタン・イスラエルは加盟しておらず北朝鮮は2003年に脱退。

＜国語解説＞
（論説文－要旨・大意，細部の読み取り，接続語の問題，空欄補充，ことわざ・慣用句，漢字）

問1 a 「加味」と書く。 ア 「未来」， イ 「味覚」， ウ 「三日月」， エ 「見方」， オ 「身内」

なので，イである。 b 「操作」と書く。 ア 「鎖国」， イ 「検査」， ウ 「格差」， エ 「左
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★ワンポイントアドバイス★

選択肢の問題は極めて判断に迷う微妙なものが多い。基本は常に消去法，思い込

みに注意し全選択肢を慎重にチェックしよう。

問1 a イ　　b オ　　c エ　　問2 A 能力差をなくす　　B 見えない選手を見え

る選手と同等にする　　問3 エ　　問4 （1） 新しい知恵　 （2） ①　A ②　C

③　C ④　B 問5 げた　　問6 ゼロ　　問7 Ⅰ　ウ　　Ⅱ　イ　　問8 イ・オ

問9 （1） 音を消す　 （2） ウ　 （3） すいかわり

問1 a ふち　　b とこや　　c のきした　　問2 ア　　問3 ②　ウ　　③　イ

問4 A 本当　　B お見通し　　C 謝る　　問5 A 事実を言っていなくて申し訳ない

B 自分を信じきってくれてうれしい　　問6 自分も流血事件を起こしたとき，血を見れ

ばすぐに加害者と被害者を決めつける周りの人に自分が加害者と見られて苦しんだが，母

だけが自分を信じてくれていた点。 問7 エ　　問8 ①　A ②　B ③　A

④　B 問9 イ　　問10 A 追い出した　　B とことん大事に
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右」， オ 「作業」なので，オである。 c 「徒競走」と書く。 ア 「首都」， イ 「図書館」，

ウ 「渡米」，エ 「信徒」，オ 「途中」なので，エである。

問2 Aには「ハンデ」の「目的」が入る。ハンデの説明としては，「一般にハンデとは，～」で始

まる段落で述べられている。ハンデの定義は「能力差をならす」目的である。 B Bには，「視

覚障害者の競技」においてのハンデとはどのようなものかを入れることになるので，「もし見え

ない選手に～」で始まる段落にあるように，「見えない選手を見える選手と同等にする」ことを

目的とするものになる。

問3 「共に走った仲」を表現したことわざを選ぶ。アは，仲が良くとも，度が過ぎて礼を失するよ

うなことがあってはいけないといういましめだ。イは，頼りにするのなら，勢力のある者のほう

が安心でき利益もあるということのたとえである。ウは，人は関わる相手や環境によって，良く

も悪くもなるというたとえだ。エの，「同じ釜の飯を食う」が，生活を共にしたり，同じ職場で

働いたりして，苦楽を分かち合った親しいあいだがらをたとえたことわざなので「共に」が類似

する。

問4 （1） 後の の方がわかりやすいかもしれない。 線②がある段落の冒頭の「けれど

も」に着目しよう。見えない人の100メートル走には伴走がつく方法が取り入れられている。「け

れども」以降は，この伴走者という要素が加わることで「新しい知恵」が求められている。とし

ている。つまり，同じ100メートル走であっても，「新しい知恵」を加えた100メートル走を「解

いている問題が違う」と表現しているのだ。 （2） ① 「『美しい走り』と言いましたが～」で

始まる段落の，目の見えない人のスタートと走りの説明と合うのでA。 ②　身体の使い方を工

夫したり，はやく走れるようなトレーニングは目が見える見えないにかかわらず選手としての行

動なのでC。 ③ 「これが200メートル走～」で始まる段落の説明を一見するとAと答えたくな

るが，「外にふくらまないように」するのは両者ともであるのでC。 ④　冒頭の段落に，「見え

る人であれば～」という説明があり，それは④の内容だからBである。

問5 「ハンデ」の説明中の（ ）だ。この場合のハンデは「能力が劣る参加者に」与えられるものだ

から，数量・点数などを水増しして，実際よりも多く見せるという意味の「『げた』を履かせる」

という慣用句がふさわしい。

問6 着目点は，「もし見えない選手に伴走を～」で始まる段落にある「同等にすることを」の「同

等」と， がある段落の冒頭が「しかし，そうではありません」で始まっている点である。

「同等にするものではなかった」ということを表す言葉をカタカナで書くことになる。

問7 Ⅰ 「確かに～配慮です。〈しかし〉～『同じ』ではない」のように，後者を強調するための

「確かに＋逆接の接続語」の形である。 Ⅱ　前部分は新しい工夫で出現するボールの動きなど

を説明している。後部分はそれを「新しい球技」とまとめているので「つまり」が入る。

問8 「適当でないもの二つ」という条件に注意する。 ア　 線④直後の例では「得点できな

い」ように工夫して楽しむ要素が述べられているので適当だ。 イ　ルールは観客の要望に合わ

せて作られていることは述べられていないので適当ではない。 ウ・エ 「もちろん，これらの

～」で始まる段落でウとエの内容は確認できるので適当だ。 オ 「何らかの制限を設ける」の

はゲームを楽しくしたり，成立させたりするためのものなので「点を奪い合うような競技をなく

す」ためではないので不適当ということになる。

問9 （1） Aは，「音が重要だということを逆手にとって，あえて」に続く内容だから，その重要

な「音を使わない」のような語が入ることはわかるが，四字という条件が難しいかも知れない。

音をさせないことは「消す」という表現を使う。テレビなどのコントローラーにも「消音」とあ

るものが多いので確認してみよう。 （2） Bは，選択肢の内容を比べて選んでしまうと，エを
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選びたくなる気分になるが，【B】直前の「障害を制限と同一視はしていないけれど」に着目する。

このことからは，「障害をどうとらえるか」の視点がある内容が入るはずであるので，「（同一で

はないけれど）制限のひとつだ」という内容のウが適切である。 （3） 設問は，つまり，目かく

しして遊ぶひらがな五字の遊びということだ。参考解答例の「すいかわり」のほかに「ふくわら

い」などもある。

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

述力）

問1 a 「緑」に似ているが「縁日（えんにち）」の「縁」である。「エン」は音読みで，訓読みでは

「額縁（がくぶち）」の「ふち」や，「へり」という読み方をする。 b 最近では男女と問わず

「美容院」で髪を整える人が増えているが，かつては男性は理容院に分類される「床屋」に行く

人が多かった。美容院と理容院は男女の差ではなく，法律的な違いで分類されている。 c 「一

軒家」の「ケン」は，訓読みで「のき」と読む。

問2 この段階では，「わざわざ来ていただいて，申し訳ありません」と先生たちを迎え入れている

のでエと間違わないようにしよう。よくわからないが，先生の言うことに反発するわけではなく，

「申し訳ありません」という気持ちであるのでアだ。

問3 ② 「悪」がついていること，また，相手にケガをさせている状況から考えると，アを選びた

くなるが，「悪びれる」は多くの場合「悪びれる様子もなく」という言い回しで使われる，「気後

れする，恥ずかしがる，自分をいやしめて服従・妥協しようとする，いくじのない振る舞いをす

るという意味なので，ウである。 ③ 「故意に」とは，「わざと」という意味の言葉だ。

問4 線④直後に「びっくり」する理由が述べられている。これをふまえて掲出文に合うよう

に書くための着目点は，「母親はお見通し～」で始まる段落である。 A 直後は「～ではない」

なので「本当」ではないが，「嘘」ということになる。 B 母親は嘘だと知っていることを

「お見通し」と表現しているのだ。 C 「びっくり」したのは「謝る」ことを断ったからである。

問5 A 「うん」と答えているのは， 線⑤だけではない，その直前の「どうして先生って～」

の母親の発言に対しても「うん」という煮え切らない返事を返している。自分の言っていること

が本当なら，「平等にあつかってほしい」や「本当に腹が立つ」という母親の言葉に，「本当にそ

うだ」という返事をするはずだ。しかし，母親の言う通りだと言い切れないのは，「嘘をついて

いて申し訳ない」思いがあるからだ。 B 実は嘘だとは言えないが，これほどまで自分を信じ

てくれることを「ありがたい」という思いもあるのだ。ただし，AとBは反対にしても成立する。

問6 回想は「僕がケガをさせた……」で始まる段落から 線⑥直前までにある。また，直後の

実感も回想から得た気持ちと回想内容が続いている。「同じ点」をまとめる設問である。出来事

では，「流血事件をおこしてしまったこと」・「血を出させてしまった方が加害者だと決めつけら

れていたこと」がおさえるべきポイントだ。しかし，ただ，どんなことが起きたのかだけでは不

足である。そのような目にあったとき，「ただ母だけは自分を信じてくれた」という大切なポイ

ントを落としてはいけない。

問7 「計算通り～」で始まる段落から考える。弟の帰り道をねらって，謝りに連れて行こうという

「計算」なのだから，エだ。

問8 ① 「あらまあ，わざわざ～」と言っている。重大な事件になっていたら，のんびりと食事な

どしていられないだろう。したがってAである。 ② 「おだやかな気持ちで受け入れようとす

る」が適切ではない。結果的に波多野君の姉が，純がひどいことを言ったと教えてくれている。

つまり，波多野君はおだやかな気持ちで謝罪を受け入れたのではなく，自分にも非があることを

わかっているのである。 ③　謝りに来た自分たちに，本当のことを知らせようと，寒い中防寒
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着を着ることもなく，飛び出してきてくれたのだからAである。 ④ 「自分は悪くないのに謝

罪させられ納得いかない」が適切ではない。悟志は，本当は何があったのかは言わなかったが，

悪いことをしたという反省の気持ちは持っているのだ。

問9 直後の「ほっとしている」に着目する。やっと謝る機会を得てほっとしたということだ。笑

ったり，安どしたりすることを「頬をゆるめる」と表現するのでイである。

問10 A 「祖母にとっては」だから，「自分」とは祖母のことだ。「そんなことがあったなんて～」

で始まる段落に「追い出した」という五字の言葉がある。 B 啓太や悟志にとってはだから，

「自分たち」とは啓太と悟志のことだ。問6で考えたように，どんなときでも母は自分たちを信じ

てくれている。「大事なものは『とことん大事に』する」母だから，大事な自分たちを『とこと

ん大事に」してくれる福の神なのだ。
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★ワンポイントアドバイス★

課題文の内容をまとめた掲出文に言葉を入れる設問形式が多い。抜き出す言葉は

前後の読みだけでは解答できないので，きちんとした読みが求められる。


