
＜算数解説＞
1 （四則計算，割合と比，消去算，過不足算，平面図形，ニュートン算，速さの三公式と比，立体

図形）

（1） 0.6＋ ×（2.5＋ × ）＝0.6＋ ×2.625＝0.6＋ × ＝0.9

（2） AとB1個ずつの重さの比は3：5であり，AとC1個ずつとB1個が釣り合うのでAとC1個ずつの

重さの比は3：（5－3）＝3：2である。したがって，A1個は10÷2×3＝15（g）である。

（3） 右表において， の部屋数は（5×3＋48－5）÷（7－5）＝29（部屋）で

ある。したがって，部屋の総数は29＋3＝32（部屋），生徒数は5×32＋48＝

208（人）である。

（4） 右図において，○ア＋○ウと○イ＋○ウの差は4×4×3.14÷4－4×4÷2＝

12.56－8＝4.56（cm2）である。

（5） 1分間に並ぶ人数は（6×6×10－320）÷10＝4（人）であり，2日目に窓

口に並んでいた人数は（6×4－4）×8＝160（人）である。

（6） 16％の食塩水のなかの食塩の量は80×0.08＋32＝38.4（g）であり，加

えた水の量は38.4÷0.16－（80＋32）＝128（g） 【別解】 80g：32g＝5：2より（8×5＋100×2）÷（5

＋2）＝ （％），80＋32＝112（g）の食塩水を16％にするには，水を112× ÷16－112＝128（g）

加える。

（7） AとBの速さの比は300：（300－15）＝20：19，BとCの速さの比は300：（300－20）＝15：14で

あり，AとCの速さの比は（20×15）：（14×19）＝150：133であるから，Aが300m走るとCは

（150－133）×2＝34（m）手前にいる。

（8） 1回目の8分割でできた1個の立方体の6面のうち3面が青，3面が赤であり，さらに，この1個ず

つについて2回目の8分割でできる小さい8個の立方体のうち，6個は青・赤・黄の面を備える。し

たがって，青・赤・黄の面を備える立方体は全部で6×8＝48（個）ある。

2 （仕事算，鶴カメ算）
全体の仕事量を20，25，30の最小公倍数300であるとすると，1日の仕事量はAが300÷20＝15，B

が300÷25＝12，Cが300÷30＝10である。
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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） 0.9 （2） 15g （3） 部屋の数　32室　　生徒の人数　208人　 （4） 4.56cm2

（5） 160人　 （6） 128g （7） 34m （8） 48個

2 （1） 12日間　 （2） 10日間　　3 （1） 分速120m （2） 15分後

4 （1） 45 （2） 5 （3） 14 （4） 6

5 （1） ア　8 イ　20 （2） ウ　②　　エ　③　　オ　⑦

＜算数解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》
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（1） {300－（15×8＋12×5）}÷10＝12（日）

（2） A・Bの2人は1日に15＋12＝27の仕事をするので，この2人は（300－10×13）÷（27－10）＝10

（日）働いた。

3 （速さの三公式と比，旅人算）
（1） 全体の半分の距離は180×25÷2＝2250（m）であり，ここまでのAの時間は2250÷200＝11.25

（分）である。したがって，Aの後半の分速は2250÷（25＋5－11.25）＝120（m）である。

（2）（1）より，11.25分後の2人の間の距離は（200－180）×11.25＝225（m）であり，BがAに追いつく

のは11.25＋225÷（180－120）＝15（分後）である。

4 （平面図形，数列，消去算，推理）
（1） 1＋2＋…＋9＝（1＋9）×9÷2＝45

（2）（ア）～（エ）を重ねたとき，右図において，②の位置は見えているマスが二重で

あり，中央は四重である。このとき数の合計は12＋26＋24＋15＝77であり，（オ）

の左右上下の数の和17と（1）の和45の合計17＋45＝62を引くと77－62＝15 した

がって，中央の数は15÷（4－1）＝5である。

（3）（イ）と（エ）を重ねたとき，右図になり，（2）より，左下と右上の数の和は26＋

15－（17＋5×2）＝14である。

（4）（エ）の4つのマス　　　　において，A＋B＋C＝15－5＝10，10－（1＋2）＝7で

あり，（3）より，Aは6以下14－9＝5以上であるから6である。

5 （平均算，推理）
（1） 50点未満の生徒数…右図において，

B：（C＋D）は（69－64.5）：（64.5－46.5）＝1：4であ

り は40÷（1＋4）＝8（人）である。

70点以上の生徒数…右図において，

A：（B＋C）は（75－69）：（69－59）＝3：5であり，

は（40－8）÷（3＋5）×5＝20（人）

（2） ②…70点以上の生徒の平均点が75点であり68点の

生徒がいるので，64.5点を越える生徒の平均

点は75点未満である。

③…50点以上の生徒の平均点が69点，50点以上70

点未満の生徒の平均点が59点であり，64.5点を越える生徒の平均点は69点以上である。

⑦… より，70点以上の生徒は20人，68点の生徒が1人いて，50点以上70点未満の生徒が

20÷5×3＝12（人）で，これらの生徒の得点合計が59×12＝708（点），68点の生徒を除く11

人の平均点が（708－68）÷11より59点未満であるから64.5点を越える生徒は20＋1＝21（人）

以上いる。
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★ワンポイントアドバイス★

1（8）「3色の立方体」，4（2）～（4）「9マス」，5（2）「平均算」で差がつきやすく，簡単

な問題がないかわり，難問も見当たらない。問題文を正確に読み取り，時間配分

に気をつけて解きやすい問題から解いていくことがポイントである。



＜理科解説＞
珈 （電流と回路－いろいろな回路）

問1 乾電池を直列つなぎにすると，豆電球は明るく光るが，光っている時間は短い。乾電池を並

列つなぎにすると，豆電球の明るさは乾電池が1個のときと変わらないが，光っている時間は長

くなる。

問2 電流計は, はかりたい回路に直列つなぎになるようにつなぐ。乾電池の＋極側を電流計の＋

端子につなぎ，－極側を－端子につなぐ。

問3 －端子を500mAにすると，目盛りの右端は500mAとなり，電流の強さは340mAとなる。

問4 ①　前方のスイッチと後方のスイッチの間を2本の導線で結ぶと，どちらかのスイッチを切り

替えるだけで照明をつけたり消したりすることができる。 ②　二階の切り替えスイッチによっ

て，導線のつながりがアとエに切り替われば，アの状態で照明がついている場合，エになると照

明は消え，アの状態で照明が消えているときエにすると照明はつく。

玳 （水溶液の性質－塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の反応）

問1 重そうに塩酸を加えると二酸化炭素が発生する。アルミニウムは塩酸とも水酸化ナトリウム

水溶液とも反応して水素が発生するが，鉄は塩酸とは反応して水素を発生するが水酸化ナトリウ
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珈 問1 下図　　問2 下図　　問3 340（mA） 問4 ①　下図　　②　ア，エ

玳 問1 エ　　問2 ア　　問3 ウ　　問4 エ　　問5 下図

珎 問1 ア　　問2 ア　2 イ　2 ウ　1 エ　2

玻 問1 イ　　問2 イ　　問3 （a） ア　 （b） カ　　問4 カ　　問5 オ，キ

＜理科解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》
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ム水溶液とは反応しない。水酸化ナトリウム水溶液はアルカリ性の水溶液なので，リトマス紙は

青色に変化する。

問2 赤色リトマス紙はアルカリ性の水溶液によって青色に変化するので，石けん水となる。

問3 塩酸は，塩化水素という気体が溶けた水溶液なので，液体を蒸発させると水分と一緒に塩化

水素も空気中に逃げてしまうため何も残らない。水酸化ナトリウム水溶液は，水酸化ナトリウム

という固体が溶けた水溶液なので，液体を蒸発させると固体が残る。塩酸は，においをかぐと鼻

をつくにおいがある。

問4 BTB溶液は中性で緑色を示すので，水酸化ナトリウム水溶液5m褄に対して塩酸10m褄を加える

と完全中和することがわかる。この混ぜた溶液の半分を取り出して液体を蒸発させると0.2gの食

塩ができたことから，水酸化ナトリウム水溶液2.5m褄に塩酸5m褄以上を加えると，0.2gの食塩を

得ることができる。

問5 水酸化ナトリウム水溶液5m褄に対して，塩酸を10m褄加えたときに完全中和となり，食塩は

0.4gできる。これ以上塩酸を加えても，中和反応は起こらないので食塩の量は増えない。

珎 （昆虫・動物－カイコガの成長）

問1 幼虫は素早く逃げたりすることができないため，鳥などに見つかりにくい姿をしている。

問2 ①　2が含まれている部分は脱皮していることから，2の部分で脱皮を促す物質が作られてい

ると考えられる。 ②　2が含まれている部分がさなぎになっていることから，2の部分でさなぎ

になることを促す物質が作られていると考えられる。 ③　2が含まれていても，1も含まれてい

ると脱皮はするがさなぎになっていないことから，1の部分でつくられる物質が2の部分でつくら

れる物質のはたらきを変化させると考えられる。

玻 （気象－台風）

問1 図1より，熱帯低気圧は南半球でも北半球でも発生しており，緯度5～20度の海上で発生して

いることがわかる。

問2 低気圧は，北半球では反時計回りに風が吹き込む。

問3 （a） 台風の進路の東側では，台風を運んでくる風と台風の中心に吹き込む風の向きが同じな

ので，風が強くなる。 （b） 一般的に，台風が西か北を通過する場合は，風向きは東→南→西

と変化する。台風が東か南を通過する場合は，風向きは東→北→西と変化する。

問4 台風は，太平洋高気圧の周りを吹く上空の風に流されて進むため，高気圧が日本をおおって

いる7月は台風は②のように進む。また，9月には高気圧が東に移動するため，台風は①のように

進む。

問5 火砕流は，火山の噴火によって噴出した噴出物が，高速で斜面を下る現象である。津波は，

海底で起きた地震などによって海水が大きく上下に変動し，その揺れが波となって伝わり，海岸

に到達したときに大波となる現象である。
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★ワンポイントアドバイス★

基本的な内容は，ただ暗記するだけにとどまらず，しっかりと理解して応用でき

るようにしておこう。



＜社会解説＞
（地理・日本の歴史－国土と自然・世界地理・古代～現代の政治・社会など）

問1 表は右からピーマン，ねぎ，日本なし。Yは千葉，Zは埼玉。

問2 水戸藩は徳川家康の十一男・頼房を祖とする藩。慶喜は藩政改革を進めた水戸の8代藩主・斉

昭の子で御三卿の一つである一橋家を相続。イは群馬，ウは岩手，エは愛知。

問3 鎮護国家の思想で大仏造立の詔を出したのは743年。浄土教の先駆者である空也は10世紀。

問4 「遠
とお

の
の

朝廷
みか ど

」と呼ばれ九州全土と対馬，壱岐を管轄。大宝律令は文武天皇，中央の貴族が派遣

されたのは国司，戸籍は6年ごとに作成。

問5 905年，醍醐天皇の命で編さんされた初の勅霽和歌集。キリスト教の伝来は1549年，李氏朝鮮

の建国は1392年，白河上皇の院政開始は1086年。

問6 日本の標準時・東経135度は兵庫県明石市を通過。アは山形，イの堺は大阪，エは愛知。

問7 ひな人形や五月人形の出荷額全国一は埼玉。

問8 布を中心に絹，綿，塩，海産物など地方の特産物を納める税で中央政府の財源となった。都

への運搬（運脚）も農民の負担となり窮乏化の大きな要因の一つとなった。

問9 福井県の阯江はメガネフレームの特産地であり全国の9割以上を生産。シジミの生産は島根，

金属洋食器は新潟，茶の生産は静岡。

問10 富本銭は1990年代末に明日香村の遺跡から出土。和同開珎より古い最古の貨幣とみられる。

問11 アダムスの乗船したリーフデ号の漂着（1600年）→スペインの来航禁止（1624年）→島原・天草

の乱（1637年）→オランダ商館の長崎移転（1641年）の順。

問12 利根川と江戸川という水運に恵まれたうえ大消費地の江戸にも近く，周辺で小麦や大豆の生

産もさかん。現在も全国の3割を生産。

問13 当時は人口100万人を擁する世界最大の都市。江戸城を中心に武家地が広がり，町人は隅田

川などに沿った下町に分布。大塩の乱は大坂，東京への改称は1868年，大政奉還は二条城。

問14 （1） 金沢の兼六園は，岡山の後楽園，水戸の偕楽園と並ぶ日本三名園。有田焼は佐賀，加

賀は西廻り航路の中継地，シーボルトの鳴滝塾は長崎。 （2） 金箔の生産量は全国の98％にも

及ぶ。アは群馬や長野の高原野菜，ウは新潟，エは長野。

問15 日本海海戦での勝利で制海権を握り戦いは有利に展開。治安維持法は1925年，遼東半島の割

譲は日清戦争，ポーツマス条約では賠償金が取れず暴動も発生。

問16 ドイツは植民地を失い厳しい軍備制限と多額の賠償金を課せられた。日本は日英同盟を理由

に参戦，米騒動は大戦末期の1918年，ロシア革命は戦争の重圧に耐えかねた民衆の反乱も一因。

問17 大政翼賛会のポスター。アは雑誌「青鞜」の巻頭言，イはイギリスの社会保障，ウは第一次世

界大戦前夜のバルカン半島の情勢。

Ⅰ
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問1 ア　　問2 ア　　問3 ア　　問4 ウ　　問5 イ　　問6 ウ　　問7 エ

問8 ウ　　問9 ア　　問10 エ　　問11 イ　　問12 ア　　問13 ア

問14 （1） エ　 （2） イ　　問15 イ　　問16 エ　　問17 エ　　問18 ウ　

問1 エ　　問2 ウ　　問3 エ　　問4 エ　　問5 エ　　問6 イ　　問7 ウ

問8 ウ　　問9 参議院　　問10 ア　　問11 ウ　　問12 ウ

問13 日米安全保障（条約） 問14 ア　　問15 エ　　問16 エ　　問17 イ

Ⅱ

Ⅰ

＜社会解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



問18 1974年，非核三原則や沖縄返還が評価され受賞。日韓基本条約は1965年，バブル景気は1980

年代後半，日本がアメリカについで第2位になったのは1969年。

（総合－国土と自然・戦後の政治史・憲法・国際社会など）

問1 世界自然遺産にも登録されている屋久島は鹿児島。

問2 北上川河口に発達した都市は石巻。気仙沼は岩手県境に位置する石巻などと並ぶ漁港。

問3 プレート境界に位置するチリでは頻繁に巨大地震が発生。1960年のマグニチュード9.5の巨大

地震では太平洋を渡った津波により三陸で100人以上が死亡。

問4 自動運転技術は世界中で研究開発され急速に発展，しかし実用化にまでは至っていない。

問5 常磐とは常陸
ひたち

（茨城）と磐
いわ

城
き

（福島県東部と宮城県南部）の併称。日光は栃木県北西部。

問6 現在でも47都道府県に7万人以上が避難。居住制限地域は浜通り，汚染水は海に流出し風評被

害も発生，10年という臨時の機関は復興庁。

問7 原子炉を冷却するには大量の水が必要。原発事故は津波による冷却機能の喪失が原因。原発

では二酸化炭素は発生せず，ウランは輸入，福島で発電された電力は主に首都圏で使用。

問8 憲法の施行は1947年5月3日。初の男女普通選挙は1946年，平和条約は1951年。

問9 被選挙権は満30歳以上，任期は6年で3年ごとに半数改選。

問10 1947年，独占禁止法を制定し財閥解体などの経済の民主化を徹底。消費税導入は1989年。

問11 日本国憲法2条の規定。天皇は国事行為を行うのみで国政に関する権能を持たない。

問12 自衛隊は憲法の禁ずる戦力には当たらないとするのが政府の解釈。

問13 サンフランシスコ平和条約締結に基づき日本の安全保障のために結んだ条約。1960年，国論

を二分する中で改定され現在に至っている。

問14 1958年制定の第5共和国憲法で大統領の権限が強化，首相は大統領が任命，内閣は議会に対

し責任を負う。イはロシア，ウはドイツ，エはイギリス。

問15 現在1ドル105円前後で推移。昔は1ドルの品物を買うのに360円が必要だったが現在ではその

3分の1以下で可能。それだけ円の購買力が高まった（円高）。

問16 安い商品が流入すると国内の産業が育たないため関税で価格を調整。

問17 インターネットの発達などにより経済や文化など様々な分野で一体化が進行。

Ⅱ

浦和明の星女子中学校（第2回）

解30年度－15

★ワンポイントアドバイス★

分野をまたいだ問題は時事問題などを題材に出題される傾向が強い。普段から世

の中の動きに関心を持ちながら生活していこう。

問1 a よくあつ　　b 中和　　問2 Ⅰ　ア　　Ⅱ　エ　　問3 イ　　問4 ア

問5 お客様第一，お客様尊重　　問6 イ　　問7 ア　　問8 イ　　問9 自分の責任を

認めて謝る潔さ　　問10 A 非を認め　　B 責任を追及される

問1 a 周遊　　b 唐突　　c しんみょう　　問2 エ　　問3 エ　　問4 ウ

問5 （始め） 正太郎が， （終わり） それでいい　　問6 イ　　問7 ア　　問8 イ

問9 ウ　　問10 イ　　問11 （1）（始め） 近田さんは　 （終わり） はないんだ

（2）「僕」は父親が期待する水泳の実力がなくやめてしまったが，妹がすばらしい水泳の

二
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＜国語解答＞ 《学校からの正答の発表はありません。》



＜国語解説＞
（論説文－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 「食欲を抑える（おさ-える）」のような「抑」は音読みで「ヨク」と読む。 b 「中和」に

は，「かたよらないこと，調和がとれていること」の意味の他にも，化学反応で，たがいの性質

を打ち消し合うのような意味がある。bの場合は，化学反応ではないが，「悪評が少し打ち消され

る」のような意味合いである。

問2 Ⅰ 「もちろん～逆接の接続語」の形である。「もちろん」相手にしてくれない時代もあった

「が」今はそんなことはないはずだ，という展開になっている。 Ⅱ　前部分は，お客様として

扱わないと攻撃されやすいので，客の納得する対応をすることをアドバイスしていたというテレ

ビ番組の内容を紹介している。後部分は，客は「上から目線」でものを言える立場ではないとい

う内容なのでエである。

問3 「一般の人々の意見が～」で始まる段落に，「権力に抑圧されずだれでも平等に意見を言える

ようになり」とあるので，イを選択する。

問4 「万能感」は，「万能感の幻想に酔って～」で始まる段落から考える。「自分の意見は必ず通

る・自分は何でもできる」という幻想と説明している。アとイが近いが，「自分ほど優れた人物

はいないと確信」するという比較は述べられていないのでアだ。

問5 「日本人的感覚」が出て「えっ，こんなことがあるの？　日本ではあり得ない」という気持ち

になったというのだから，アメリカのスーパーのレジの店員とはまったく異なる対応をする感覚

のことだ。「日本の企業は～」で始まる段落にある，「お客様第一，お客様尊重」の感覚が，アメ

リカのスーパーでの出来事を信じられないと感じてしまう「日本人的感覚」だ。

問6 には，日本と対比する欧米社会の考え方が入るので，「相手の気持ちを尊重する」と

いう要素があるものは入らない。「なぜすぐ謝るのかが理解できない」というのは，自分が悪く

なければ，謝らないし，アメリカのスーパーの店員は，自分の権利は相手がお客であっても主張

するということだから，イである。

問7 「胡散臭い」は，何となくあやしく，疑わしいという意味の言葉である。「怪しい・不審だ」

と同じような意味である。

問8 ア 「賞賛され」と「こうした人物と良好な関係を築いたほうが得策」が誤り。 ウ 「後で

本音を漏らしやすくなる」が誤りである。 エ　たとえタテマエであっても謝ったほうが得策と

いう考え方が日本的というのだ。「謝罪する態度に相手を思いやる気持ちがこめられてる」は誤

りである。 イ 「ゆえに，タテマエで～」で始まる段落にあるように，たとえ胡散臭くても謝

罪する人間には日本的な思いやりを持つのだ。謝っている人を前にいつまでも思いやりを持った

態度を示さないのはかえってみっともないという心理なのでイである。

問9 「対照的な表現」を求められている。 線⑤のような態度は，自分が悪いと思わなければ

謝ることをせず，自分は悪くないことを主張し続けるというものだ。見苦しいか大人げないかは

別として，「なぜすぐ謝るのか理解できない」という外国人の感覚に近いものである。これと対
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力を持っていることをねたんでメダルを盗んだりしてしまい自分を情けない人間だと思っ

ている。そんな「僕」の気持ちを理解してくれた母が言ってくれた「自分らしくいればい

い」という言葉が自分の苦しみから救ってくれたので，病気の姉より劣っていることで苦

しんでいる近田さんにも「近田さんがお姉さんになろうとしなくていい」と伝えることで

近田さんのつらさや苦しみから解放してあげたいと願う気持ち。



照的というのだから，ごく日本的な感覚の行為ということになる。2ページの「さらに，日本に

は～」で始まる段落に「自分の責任を認めて謝る潔さ」を評価する美学がある，としている。

問10 A 問9で考えた通り，外国人が謝るのは自分が悪いと思った時である。つまり，「非を認め」

たときである。 B 日本的感覚では，自分が本当に悪いとは思わなくても，たとえタテマエで

も謝罪することで「場」の雰囲気がよくなり，曖昧なまま良好な雰囲気を醸し出すことが重要な

のだが，外国では，自分が謝罪することは，自分が責任を認めるということになり，「責任を追

及される」ことに結びつくのだ。

（物語－論理展開・段落構成，心情・情景，細部の読み取り，指示語の問題，漢字の読み書き，

記述力）

問1 a 「周」を同音の「週」と混同しないように気をつける。 b 「唐」は小学校未習学の漢字。

6年生で習う「砂糖」の「糖」のこめへんを除いた全10画の漢字である。 c 「しんみょう」と

は，ふだんと違っておとなしく素直なことという意味の言葉だ。

問2 嫌いというわけではないが，父親と距離があることは事実である。何の前ぶれもなく，父親

との関係を，しかも正面切って問われてしまうと，「どう答えてよいかわからない」とまどいの

気持ちだからエである。

問3 ア 「僕を正しい道に導こうとしているのだと気づき」が誤り。 ウ 「盗んだことはもう隠

し通せない」が誤りである。イとエで迷うところだが，「同情を示して」いるのではなく「理解

している」。また，「父の味方をしている」とは感じていないので，エを選択する。

問4 ウとエで迷うところであるが，「水泳に限らずどんな道を歩んでも苦しい思いはするもので」

ということをこの段階で考えているわけではないのでウである。

問5 「お父さんだって，お母さんと同じこと～」ということだから，母が話したことの中にあるは

ずだ。しかも，条件は5ページである。すぐ目に付くのは「自分が無理矢理～」で始まる母の言

葉だが，これは，「お母さんは，『正太郎が，好きなことやってくれてたら，それでいい』と思う」

という考えを，改めて父親もそう思っていると伝えている繰り返しであるので，「正太郎が，～

それでいい」までの24字を書き抜く。

問6 ア 「今日の母は，まるで友達みたい～」とあるので，常にそうであるわけではないので誤り。

ウ　母は初めから真琴の試合を見る予定ではなく，さも思いついたようにしていながら正太郎と

話す機会を作っていたのだから「時間を見て行動することが苦手」が誤り。 エ 「真琴より正

太郎の方が内心大事」はまったく見当違いの選択肢である。 イ　ウで考えたように，まるで思

いつきのような行動をしているのは母の気遣いである。叱るわけでもなく，正太郎の気持ちを大

切にしながら父親の心情も伝えているのでイが適切だ。

問7 アとウで迷うところである。「僕」は近田さんの行き先は絶対に祈り穴だと思って言っている

点はどちらもふさわしい。そもそも先生は正太郎に電話してきたとき「～もしかしたら一緒にい

るかと思って～」と言っている。だから，ウの「他に行く当てがあると知っているようだ」は適

切ではないのでアを選ぶことになる。

問8 背景の心情としておさえておきたいのは，母とのドライブの最後の「僕は，本当は～」いで

始まる段落ある。「自分が情けなくて自分から父と距離を置くようになっていた」とわかってい

たのだ。その結果，「いまからでも～」で始まる段落にあるように，今後の父との関係を考えて

いる。その心情をふまえて考えると，「反発心は消えず喜べない」は適当とは言えない。「なんと

答えていいかわからない」というのだから，反発心で答えたくないわけではなく，「とまどい」

の気持ちであるのでイである。

問9 ※段落では，近田さんを呼ぶ声はもちろん，いかにも不気味な周囲の音が，まるでその場に
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居合わせているかのように感じる描写が多用されているのでウである。

問10 線⑦直前には「僕が近田さんを見つけなければ，などというのは，ただ自分が～」と

あり，直後は，「助かるはずなのに助けられないのでは～」という不安が描かれている。このこ

とを示しているのはイの内容だ。

問11 （1）「（ただし，この問題に限り記号は字数に含めません。）」という条件に気をつけよう。

線⑧の後，実際近田さんにかけている言葉は，「近田さんは～ないんだ」までである。「 」

を書き入れないようにする。 （2） 線⑧直後の「母にそれを言ってもらって，すごくうれ

しかった。」ことを近田さんにも伝えたいということなので「それ」が指し示す内容ということ

になるが，全く同じ言葉というものではない。「僕」は，水泳に関して，妹に劣等感を持ちって

いる。それは父との関係にも影響をおよぼしている。近田さんは，いろいろなことができる姉が

自分のせいで病気になったと思い，姉のようになれない自分に失望している。この関係が自分と

重なっているのだ。しかし，昨日母に「自分らしく生きればいい」と言われたことが嬉しく開放

されたような気持ちになれたのだ。「近田さんは姉のようになれない」ことで自分を追いつめて

いるのだから，「近田さんは近田さんのまま，お姉さんのようにならなくてもいい」ことを言っ

てあげることで，自分のように開放された気持ちになってほしいと願っているのである。
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★ワンポイントアドバイス★

漢字は，小学校未習学のものも出題される場合があることを頭に置き，他教科で

出てくる漢字や，ふりがながふってある漢字なども意識して確認しておこう。


