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 [小問集合・説明的文章] 

【学校裁量問題選択校では差し替えになります。】 

問一 (1)…きそく (2)…おうぼ 

   (3)…あらた(めて) (4)…おど(る) 

問二 (1)…設置 (2)…運賃 (3)…盛(りつける) 

   (4)…勢(い) 

問三 (1)…七 (2)…揚州に下る 

問四 エ 

問五 (1)…和歌 

   (2)…登場人物の思いが凝縮している(もの) 

   (3)…(例)(『源氏物語』は、)平安時代に書かれ、

作者は紫式部(です。) 

  【解説】                    

問三 (1) 漢詩の形式は訓読文で判断する。この漢詩は一

句に七文字で四行からなっているので、七言絶句で

ある。一句に五文字のときは五言、八行からなって

いるときは律詩となる。 

   (2) 一二点は一から二に返って読む。ここでは｢揚

州→下｣となる。送りがなはひらがなで書く。 

問四 被修飾語は修飾語よりあとにある。被修飾語を探

すときは、修飾語と各文節をじかにつなげて読み、

日本語として結びつきの強いものを選ぶ。 

問五 (1) この文章の話題は｢和歌｣である。｢三十一文字

の言葉｣とあるので、この字数で成立するものは

何かと考える。 

   (2) ｢結晶｣は、ここでは努力や愛情が積み重ねられ

てできるもののことである。したがって、｢結晶｣

＝｢凝縮｣と考えられる。また、｢心｣は｢思い｣を

たとえている。 

   (3) 文学史は近年では出題されていなかった。三大

随筆、三大和歌集などの成立した時代、文種

(ジャンル)、作者名は整理しておく必要がある。

｢源氏物語｣は平安時代の中期に紫式部によって

著された長編物語である。 

 

 [小問集合] 

【学校裁量問題選択校ではです。】 

問一 開幕 

問二 (1)…(誤)易→(正)益 (完全解答) 

   (2)…(誤)強→(正)協 (完全解答) 

問三 (1)…エ 

   (2)…(例) 海岸の砂地に自生し、耐寒性が強い 

   (3)…(例) (また、ハマナスの花は、)良い香りが

するので香水に使われたり、花びらの色

が美しいので見て楽しむために庭木とし

て栽培されたりしています。 

  【解説】                    

問一 ｢除雪｣は｢雪を除く｣という意味なので、前の字が

述語を表し、あとの字が｢～を・に｣などの対象を表

す関係である。これと同じなのがＣ｢開幕｣である。

Ａ｢存在｣は似た意味の漢字が組み合わさったもの、

Ｂ｢宝庫｣は前の字があとの字を修飾するもの、Ｄ｢往

復｣は反対の意味の漢字が組み合わさったものである。 

問二 漢字は読みとともに意味を一緒に覚えることで、

同音異字・同訓異字などに対応できるようになる。

(1)｢利易｣の｢易｣は｢やさしい・かえる｣の意味なので、

｢もうけ・ふやす｣を意味する｢益｣にする。(2)｢強力｣

は｢つよい｣の意味なので、｢力を合わせる｣の意味で

ある｢協力｣にする。 

問三 (1) 山田さんは｢みなさんは知っていますか｣｢学校

の近くでも咲いているかも知れませんよ｣｢どの

ような印象を持ちましたか｣など、関心をもたせ

たり、質問したりしている。アは｢重要な言葉を

繰り返して話す｣、イは｢様々な比喩を用いて話

す｣、ウは｢自分の意見を中心に話す｣が不適。 

   (2) 直前に｢生命力が強い｣とあるので、生命力に関

係するＡの項目は｢生育地｣と｢性質｣である。 

   (3) ｢利用の仕方｣を問われていることに着目する。

Ａでは利用について、「特徴」の項目で述べられ

ている。一つは｢芳香｣であり、もう一つが｢観賞

用｣である。小学生に伝わりやすくするためには、

この二つの言葉を話し言葉(平易な言葉)にして

まとめる。 

     ｢良い香りがするので香水に使われる｣、｢花び

らの色が美しいので見て楽しむために庭木として

栽培される｣の二点をまとめているものが正答と

なる。いずれか一方を欠いたものは三点減点。文

末は問わない。 

 

 [文学的文章] 

【学校裁量問題選択校ではです。】 

問一 客足が途絶えることがない 

問二 想像してい 

問三 イ 

問四 (例) 私は、世の中では、仕事を適当にやっていれ

ば適当にやっていけると思いかけていたが、仕

事が人から認められるためには、地道な仕事を

常に淡々とこなすことが大切だと考えるように

なった。 

  【解説】                    

問一 ｢宣伝しているわけでもなさそうなのに、店には客

足が途絶えること｣がなく、｢素朴なパン｣｢地味なパ

ン｣が売られていくのを見て、｢上等なのかもしれな

い｣と思ったのである。 

問二 ｢もう一度自分で焼く気にはなれなかった｣のは、

教室の体験で｢私｣が｢へとへと｣になるほど疲れてい

て、自分が思っている以上にパンを作る作業が厳し

かったからである。これを表す一文を探す。 

問三 ｢私｣はパン作りの大変さを実感している。それな

のに、教室の終わりの試食で参加者は｢楽しかったで

す、おいしかったです｣という感想しか述べていない

ことから判断する。 

問四 パン教室に参加する前の｢私｣の仕事に対する考え

方をおさえる。そのうえで、宣伝をしなくても客足

が途絶えないパン屋さんの主人の仕事ぶりを見て

｢私｣が感じたことを読みとる。 
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   ｢私は、世の中では、仕事を適当にやっていれば適

当にやっていけると思っていた｣、｢仕事が人から認

められるためには、地道な仕事を常に淡々とこなす

ことが大切だと考えるようになった｣の二点を用いて

まとめているものが、正答となる。一方が欠けてい

るものは、三点減点。文末は問わない。 

 

 [古典] 

問一 汝が朝夕～似たるか 

問二 ①…(例)腹に付けている ②…(例)立てている 

問三 ウ 

  【解説】                    

問一 ｢いひて｣の主語は戴嵩である。戴嵩が牛飼ふ小童

に絵を見せてから感想を尋ねているので、最初がど

こからかがわかる。終わりは直前にある｢と｣の前ま

でである。 

問二 小童は｢牛の戦ふ時は、尾を立てずして腹に尾を付く

るもの｣と言っている。戴嵩の絵は｢角を振り尾を立

てて｣いたから｢あやまりなり｣なのである。 

問三 絵をかくのが上手と言われている戴嵩が小童に自

分の絵の間違いを指摘されると、それを素直に受け

入れて、絵を破り捨てていることから判断する。 

  【口語訳】                   

   昔、唐の国の画家に戴嵩という人がいた。牛を描

くことを最も得意としていて、上手だった。ある

時、角を振り、尾を立てて、牛たちが戦う様子を

描いた。一段とすばらしい絵ができたと思って、

人々に見せ回った。その後牛飼いをしている子ど

もが、牛の放牧に出てきたのでこの絵を見せ、｢お

まえが朝夕飼っている牛に、よく似ているか。｣と

言って尋ねたところ、牛飼いの子どもは、これを

見て笑う。｢どうして(笑うのか)。｣というと、(子

どもは)｢牛が戦う時は、尾は立てないで腹に付け

ているものだよ。この絵は(牛が)尾を立てている

ので、間違っているよ。｣と言った。戴嵩ははっと

気が付いて、なるほどと感心して、その絵を破っ

てしまった。 

   ほんとうに名人というものは、何事によらず、

戴嵩のようでありたいものだ。戴嵩ほどの、牛を

描く名人であっても、ほんとうの牛に扱い慣れて

いないから、誤りもあるかもしれない(と思って)、

朝夕慣れている牛飼いの子どもに見せたのは、名

人の戴嵩だからこそ(できたこと)であるよ。 

 

 [説明的文章]【学校裁量問題】 

問一 １…なご(ませ) 2…価値 ３…がいねん 

問二 イ 

問三 (例) 欧米の住宅の窓は｢内と外｣をつなぐものであ

るが、日本の住宅の窓は｢内と外｣を仕切るもの

である。 

問四 内側優先の発想 

問五 (例) 一時的に｢外｣に対する意識が出てきて強く

なった｢見せたい｣気持ちを大事にして、｢見せ

ること｣や｢見られること｣を自然に想像する習

慣を身に付けるようにするべきである。 

  【解説】                    

問二 ～段落では欧米の窓の状況について述べてい

る。段落ではそれについての筆者の思いを述べて

いる。 

   アは｢段落では～対立する内容を述べている｣、

ウは｢段落では～具体例を述べている｣、エは｢段

落では～疑問に対する答えを述べている｣が不適。 

問三 設問の｢欧米との違い｣に注目する。欧米では、段

落で｢インドアとアウトドアは、窓を通してつながって

いるという意識が当たり前にある｣と述べている。それ

に対し、日本では、段落で｢窓は仕切りにはなってい

て～『内と外』をつないではいない｣と述べている。 

   ｢欧米の住宅の窓は『内と外』をつなぐものである

が｣、｢日本の住宅の窓は『内と外』を仕切るもので

ある｣の二点を指定語句を用いてまとめているものが、

正答となる。欧米の窓に関する記述がなければ、三

点減点。日本に関するものがなければ、全体が不可。

文末は問わない。 

問四 日本の家屋の窓が少ないのは｢見られる｣というこ

とを意識していなかったからではないかと筆者は考

えている。つまり、外に対する意識が薄く、内に対

する意識が強かったということになる。 

問五 段落ではクリスマスのイルミネーションを例に

｢その時だけ『外』に対する意識｣が日本でも強く出

てきていることを述べている。段落では｢欧米では

～自然に想像する習慣が昔からすでに出来上がって

いる｣とあり、筆者は日本でも同様の習慣を普段の生

活から持ってほしいと考えているのである。 

   ｢一時的に『外』に対する意識が出てきて強くなっ

た『見せたい』気持ちを大事にすること｣、｢『見せる

こと』や『見られること』を自然に想像する習慣を身

に付けるようにするべきである｣の二点をまとめてい

るものが、正答となる。一方がなければ、三点減点。

文末は問わない。 

 

 

 

 

《平成29年度公立入試 配点・正答率》 

問題番号 配点 正答率 問題番号 配点 正答率

(1) 1 97.8 (2) 3 32.9

(2) 1 97.7
 問三 

(3) 5 18.5

(3) 1 96.5 問一 3 70.4
問一

(4) 1 93.1 問二 3 56.0

(1) 1 67.5 問三 3 79.2

(2) 1 70.2

 

問四 6 5.1

(3) 1 87.9  問一 2 58.2
問二

(4) 1 62.0  ① 2 68.2

(1) 1 57.6  
問二 

② 2 69.9
問三

(2) 1 77.3  問三 3 57.6

問四 2 74.5 １ 1 99.0

(1) 3 81.2 ２ 1 96.2

(2) 3 18.5

問一 

３ 1 96.3



問五

(3) 3 24.8 問二 3 90.0

問一 2 56.5 問三 5 12.8

(1) 1 64.7 問四 4 48.8
問二

(2) 1 87.5

 

裁
量
問
題 

問五 6 7.5


問三 (1) 3 90.3    

       

  標準問題合格者平均点 35.4 点 

  裁量問題合格者平均点 40.1 点 
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宗 [正負の数の計算，平方根，式の計算，２次方程式，

角度，１次関数，立体の体積] 

【学校裁量問題選択校では差し替えになります。】 

問１ (１) 13  (２) －23  (３) 5  

問２ 4a2＋a－13  問３ x＝3，x＝－8 

問４ 103度  問５ 10  問６ 6倍 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ (２) 9＋8×(－4)＝9－32 

            ＝－23 

   (３) ( 15 )2÷3＝15÷3 

           ＝5 

問２ a2－5a－1＋3(a2＋2a－4) 

  ＝a2－5a－1＋3a2＋6a－12 

  ＝4a2＋a－13 

問３ (x－3)(x＋8)＝0 

       x＝3，x＝－8 

問４ ∠x＝62°＋41°＝103° 

問５ xが1増加するとき，yは3増加するので 

    7＋3＝10 

問６ 三角柱Pの体積は 
 

   4×3×  ×6＝36(cm3) 
 

  三角錐Qの体積は 
 

     ×4×3×  ×3＝6(cm3) 
 

  三角柱Pの体積を三角錐Qの体積で割って 

   36÷6＝6(倍) 

 

就 [１次方程式の応用，作図，資料の散らばりと代表値，

１次関数] 

【学校裁量問題選択校では宗になります。】 

問１ (比例式) 500：200＝820：x  ア．328 

問２ (右図) 

問３ 0.25 

問４ ア．3  イ．600 

   ウ．2 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ 500：200＝820：x 

      5：2＝820：x 

       5x＝1640 

        x＝328 

問２ ∠ABCの二等分線を作図し，辺ADとの交点をPと

する。 

問３ 10÷40＝0.25 

問４ 美香さんが自転車で進んだ速さは 

   800÷4＝200 より，分速200m 

  真央さんが徒歩で進んだ速さは 

   800÷8＝100 より，分速100m 

  よって，200÷100＝2(倍) 

州 [場合の数，確率] 

【学校裁量問題選択校では就になります。】 
 

問１ ア．25  イ．4  ウ．21  エ．   
 

   オ．1  カ．   
 

問２ (解答例)  

    和が偶数となる確率は  ，和が奇数となる確

率は  なので，和が偶数となる確率は，和が奇 
 

数となる確率より小さいから。 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ 5枚のカードの中から1枚のカードを取り出し，数

字を調べてからもとにもどして，もう一度1枚のカ

ードを取り出して調べるときの組み合わせは下の樹

形図より，25通り。 
 
 
 
 
 

  積が奇数となるのは，● 印のついた4通り。 

  積が偶数となるのは，21通りなので，確率は    
  また，(積が偶数の確率)＋(積が奇数の確率)＝1 より  
   (積が偶数の確率)＝1－  ＝    
 

修 [関数 y＝ax2] 

【学校裁量問題選択校では州になります。】 

問１ a＝4  問２ 8 

問３ (解答例) 

A(－2，4a)，B(3，9a)，C(2，4a)より 
 

    △ABC＝4×5a×  ＝10a 
 

   AD：DB＝2：3 より，AB：DB＝5：3 

   △ABCの面積：△BCDの面積＝5：3 なので  
    △BCD＝  △ABC＝  ×10a＝6a  
   したがって，6a＝10 より，a＝    
――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ 16＝a×(－2)2
 より，a＝4 

問２ 2×(1＋3)＝8 

問３ 

 

 

 

 

 

 
 

  上の図で，△ABCの底辺を線分AB，△BCDの底辺

を線分DBとすると，高さが等しいので，△ABCと

△BCDの面積の比は，底辺の比 AB：DB と等しく

なる。 
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愁 [相似，合同の証明] 

【学校裁量問題選択校では修になります。】 

問１ 8cm 

問２ (解答例)  

   △ABDと△ACEにおいて 

    AB＝AC(仮定) … ① 

    AD＝AE(仮定) … ② 

    ∠BAC＝∠DAE(△ABC，△ADEは，底角の大

きさが等しい二等辺三角形) 

    ∠BAD＝180°－∠BAC 

    ∠CAE＝180°－∠DAE 

    よって，∠BAD＝∠CAE … ③ 

   ①，②，③より，2組の辺とその間の角がそれぞ

れ等しいので，△ABD≡△ACE 

   よって，BD＝CE 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ △ABC∽△ADE より，AC：AD＝BC：DE 

  線分ACの長さをxcmとすると 

   x：(14－x)＝4：3 

        3x＝4(14－x) 

        7x＝56 

        x＝8(cm) 

問２  

 

 

 

 

  上の図で，AB＝AC，AD＝AE，∠ACB＝∠ADE よ

り，△ABCと△ADEは頂角，底角が等しい二等辺三

角形である。 

   ∠BAC＝∠DAE(△ABC，△ADEは，底角の大き

さが等しい二等辺三角形) 

   ∠BAD＝180°－∠BAC 

   ∠CAE＝180°－∠DAE 

   よって，∠BAD＝∠CAE 

  これを利用して，△ABD≡△ACE を証明し，BD＝

CE を導く。 

 

愁 [数・式の利用，数の性質，三平方の定理，２次方程式

の応用，立体の表面積と体積，円周角と中心角，平面図形

の基本] 

【学校裁量問題】 

問１ (１) 16個  (２) y＝6x－2 
 

問２ ア．    イ．49 
 

   (解答の続き) 

   a，bは自然数で，a＞b なので 

     a＋b＝49 

     a－b＝1 

   これを解いて，a＝25，b＝24 
 

  

問３ (１)   倍  
 

   (２) (解答例) 

     (式) x2＝(x－1)2＋(x－2)2 

     (計算) x2＝x2－2x＋1＋x2－4x＋4 

         x2－6x＋5＝0 

        (x－1)(x－5)＝0 

           x＝1，x＝5 

         x＞2 より，x＝5 

   (３)  2 πcm 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ (１) 頂点が4個，各辺には頂点以外に辺の長さよ

り1少ない個数の点ができるので 

(3－1)×6＝12(個) 

    よって，4＋12＝16(個) 

   (２) 頂点が4個，各辺に (x－1)×6＝6(x－1)(個) 

    よって，y＝4＋6(x－1)＝6x－2 

問２ 1辺の長さがacmの正三角形 

の高さをhcmとすると 

    2： 3 ＝a：h 
 

        h＝   (cm) 
 

   1辺の長さがacmの正三角形の面積は 
 

    a×   ×  ＝  a2(cm2) 
 

   同様に，1辺の長さがbcmの正三角形の面積は 
 

    b×   ×  ＝  b2(cm2) 
  

   2つの正三角形の面積の差が    cm2なので 
  

       a2－  b2＝     
 

         a2－b2＝49 

      (a＋b)(a－b)＝49 

   a，b(a＞b)が異なる自然数なので，a＋b，a－b

も異なる自然数である。 

   よって，a＋b＝49，a－b＝1 

   これを連立方程式として解いて，a＝25，b＝24 

問３ (１) 半円の半径をrcmとする。 

    立体P         立体Q 

 

 

 

 

 

 

    立体P(円錐を2つ合わせた立体)の体積は 
 

       ×πr2×r×2＝  πr3(cm3) 
 

    立体Q(球)の体積は 
 

       πr3(cm3) 
 

    立体Pの体積を立体Qの体積で割って 
 

       πr3÷  πr3＝  (倍) 
 

 3     
4 

 3 a    
2

1  
2

 3 a    
2

1  
2

 3    
4 

 3 b    
2

1  
2

 3    
4 

49 3       
4 

49 3       
4 

 3   
4

 3   
4

60° 

hcm 
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A 

B 

C 

E 

D 

1  
3

2    
3 

4  
3

2  
3

4  
3

1    
2 

A B 

C 

O rcm 

rcm 

A B 

C 

O rcm 
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   (２) 線分ABの長さをxcmとすると 

     線分AC … x－1(cm) 

     線分BC … x－2(cm) 

    △ABCは ∠ACB＝90° の直角三角形なので，三

平方の定理より，AB2＝AC2＋BC2
 が成り立つ。 

    (式) x2＝(x－1)2＋(x－2)2 

   (３) 図1 

 

 

 

 

    上の図1で 

     ∠CAB＋∠CBA＝90° 
 

     ∠DAB＋∠DBA＝  ∠CAB＋  ∠CBA 
  

             ＝  (∠CAB＋∠CBA) 
 

             ＝45° 

    △DABの角より 

     ∠ADB＝180°－45°＝135° 

    ∠ADBの大きさは一定なので，点Dは図2のよ

うに点Eを中心とする円の弧AB上を移動する。 

    図2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    上の図2で 

     ∠x＝135°×2＝270° 

     ∠AEB＝360°－270°＝90° 

    △EABは，∠AEB＝90°，EA＝EB の直角二等

辺三角形なので，1：1： 2  の比より 

     EA：AB＝1： 2 ＝EA：4 

             EA＝2 2 (cm) 

    よって，点Dがえがいてできる線(弧AB)の長

さは 
 

     2π×2 2 ×  ＝ 2 π(cm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135° 

《平成29年度公立入試 配点・正答率》 

問題番号 配点 正答率 問題番号 配点 正答率

(1) 2 89.0 問 1 3 80.6

(2) 2 82.7 問 2 3 65.9問 1

(3) 2 84.2
修 

問 3 4 8.4

問 2 3 69.3 問 1 3 72.4

問 3 3 59.3
愁 

問 2 5 8.9

問 4 3 87.9  

問 5 3 87.3 (1) 2 69.4

宗

問 6 3 27.8
問 1 

(2) 3 47.3

問 1 4 70.4 問 2  5 8.7

問 2 3 58.2 (1) ３ 30.2

問 3 3 64.1 (2) 4 30.7
就

問 4 4 69.0

愁 

問 3 

(3) 4 3.3

問 1 4 36.5  
州

問 2 3 26.0  

        

標準問題合格者平均点 32.5 点 
  

学校裁量問題合格者平均点 33.4 点 
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宗 [小問集合] 

問１ (１) 東  (２) ロンドン，カイロ 

   (３) 記号…Ｂ，緯線の名…赤道 

問２ ヨーロッパ(州) 

問３ (１) ａ 奈良  ｂ 平 

   (２) Ⅰ群…ウ，Ⅱ群…カ 

問４ (１) ａ…５，ｂ…３  (２) ａ…与，ｂ…野 

   (３) (古)イ→ア→ウ(新)  (４) 大統領 

問５ (１) 親(潮) 

   (２) Ａ 記号…③，県の名…兵庫(県) 

     Ｂ 記号…④，県の名…福岡(県) 

   (３) 長崎(市) 

問６ (１) フランシスコ＝ザビエル[ザビエル] 

   (２) 函館(市)  (３) ＧＨＱ 

問７ (１) デフレーション[デフレ] 

   (２) 累進課税  (３) 京都 

  【解説】                    

問１ (１) 正距方位図法の地図では中心から見て，上が

北，下が南，右が東，左が西を指す。したがっ

て，Ｘの都市は，略地図１で，中心(東京)から

見て右に位置しているので東が正解。 

   (３) 緯度０度の緯線(赤道)は，アフリカのギニア

湾岸，東南アジアのスマトラ島の中央部，南ア

メリカ大陸のアマゾン川河口付近を通過するの

で，Ｂを選ぶ。 

問２ 表１の｢アルプス山脈｣，｢ＥＵ｣から，   には

ヨーロッパ(州)が当てはまると判断する。 

問３ (２) ｢運慶らによってつくられた像｣であることか

ら，Ⅰ群のウの金剛力士像と，Ⅱ群のカをそれ

ぞれ選ぶ。 

問４ (１) 2016年から，選挙権は満18歳以上の男女に認

められたので，舞さんの家族の中では，舞さん

以外の５人が該当する。また，参議院議員の被

選挙権は満30歳以上の男女に認められているの

で，父の勝，母の良子，長男の拓海の３人が該

当する。 

   (３) アのアメリカ独立宣言が出されたのは1776年，

イのモンテスキューの｢法の精神｣が発表された

のは1748年，ウの日本国憲法が公布されたのは

1946年。したがって，イ→ア→ウが正解。 

問５ (１)    は，暖流である黒潮と寒流である親潮

がぶつかる潮目(潮境)を示している。 

   (２) Ａは｢明石市｣，｢神戸市｣から③の兵庫県，Ｂ

は｢八幡製鉄所｣，｢北九州市｣から④の福岡県。 

問６ (１) ｢1549年に鹿児島に上陸｣，｢日本にキリスト教

を伝えた｣からフランシスコ＝ザビエル。 

問７ (１) ｢物価が下がり続ける状態｣からデフレーショ

ン(デフレ)。 

   (２) ｢所得が多くなるほど税率が段階的に高くな

る｣から累進課税。 

 

就 [飛鳥時代～現代の日本と世界] 

問１ イ 

問２ エ 

問３ (１) 足利義満，(２) ア 

問４ (例) 武器をもつこと 

問５ イ，エ 

問６ (１) 沖縄(県)，(２) ア 

問７ (古) ウ→エ→イ (新)  

  【解説】                    

問１ 白村江の戦い：663年，日本が百済の復興を助ける

ために朝鮮半島に大軍を送ったが，唐と新羅の連合

軍に敗れた戦い。 

問２ アは江戸時代初めの1615年，イは飛鳥時代初めの

603年，ウは1221年におきた承久の乱後，エは平安時

代初めの802年ごろ。したがって，エを選ぶ。 

問３ (１) 南北朝の統一を果たした室町幕府の将軍であ

ることから足利義満と判断する。 

   (２) 堺は現在の大阪府にあるので，略地図のアを

選ぶ。 

問４ ｢武器(刀や鉄砲など)をもつこと｣という内容を書

くことが記述のポイント。文の前後とのつながりに

注意する。 

問５ アは平安時代中期の国風文化，イは江戸時代前期

の元禄文化，ウは奈良時代の天平文化，エは江戸時

代後期の化政文化，オは鎌倉時代の鎌倉文化につい

て述べている。Ｂの時期は，安土桃山～明治時代を

示しているのでイとエを選ぶ。 

問６ (１) 琉球王国は現在の沖縄県にあった。 

   (２) 琉球王国は摩藩(現在の鹿児島県)に攻めら

れて服属したが，江戸幕府は琉球を異国と位置

づけた。そのため，国際的には独立国で，明や

清に朝貢し，貿易も行っていた。摩藩は役人

を琉球に派遣し，間接的に中国との貿易を行っ

て利益を得た。 

問７ アのベルリンの壁が取り壊され，東西ドイツが統

一されたのは1989～90年。イのベトナム戦争が終結

し，南北ベトナムが統一されたのは1975～76年。ウ

のソビエト社会主義共和国連邦が成立したのは1922

年，エの中華人民共和国が成立したのは1949年。し

たがって，アを除いた，ウ→エ→イが正解。 

 

州 [国民生活と政治・経済] 

問１ (１) ア 

   (２) ａ…平等，ｂ…アイヌ文化振興(法) 

問２ 条例 

問３ Ａ…公的扶助 

   Ｂ…公衆衛生 
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問４ (例) 一定期間内であれば，理由にかかわりなく，

契約を取り消すことができる。 

   ※別解例 一定期間内であれば，理由にかかわり

なく，契約を取り消すことを業者に要求

できる。 

問５ エ 

  【解説】                    

問１ (１) アは社会権の中の教育を受ける権利(正解)，

イは自由権の中の精神(活動)の自由，ウは自由

権の中の(生命・)身体の自由，エは自由権の中

の経済活動の自由。 

   (２) ｢アイヌの人々｣，｢わが国の多様な文化の発

展｣から，アイヌ文化振興(法)と判断する。 

問２ ｢地方公共団体独自の法(地方公共団体だけに適用

されるきまり)｣から，条例と判断する。 

問３ 日本の社会保障制度は，日本国憲法第25条に基づ

いて整備されている。 

問４ ｢一定期間内であれば，契約を取り消すことができ

る｣という内容を書くことが記述のポイント。 

問５ Ａは，従業者数300人以上の企業と従業者数299人

以下の企業がほぼ同じ割合(50％前後)であることか

ら出荷額。Ｂは，従業者数299人以下の企業が約70％

を占めていることから従業者数。Ｃは，従業者数299

人以下の企業が圧倒的に高い割合を占めていること

から事業所数。 

 

修 [世界の諸地域，日本の諸地域] 

掘 

問１ ａ…ウ，ｂ…キ 

問２ ａ…う，ｂ…い，ｃ…え，ｄ…あ 

問３ ウ 

窟 

問１ 記号…ア，都市の名…盛岡(市) 

問２ (１) ウ 

   (２) 記号…イ 

     内容…(例)製品を輸送しやすい 

問３ ａ…択捉(島)，ｂ…ロシア連邦[ロシア] 

  【解説】                    

掘 

問１  ａ は国土が海に面していない国なので，内陸

国であるウのモンゴルを選ぶ。また， ｂ はサウ

ジアラビアと韓国に共通する地理的な特色なので，

キの｢国土が半島に位置している｣を選ぶ(サウジア

ラビアはアラビア半島，韓国は朝鮮半島)。 

問２ ａは，国民総所得，一人当たりの国民総所得が最

も高いことからうの日本。ｂは，国民総所得，一人

当たりの国民総所得が最も低く，第１次産業従事者

の割合が最も高いことからいのベトナム。ｃは，第

１次産業従事者一人当たりの農地面積が最も広いこ

とからえのアルゼンチン。ｄは，国民総所得，一人

当たりの国民総所得が２番目に高く，第１次産業従

事者一人当たりの農地面積も２番目に広いことから

あのドイツ。 

問３ ア 輸出総額の世界合計は，2013年の1,846百億ド

ルが，2003年の703百億ドルの３倍以上にはなっ

ていないので誤り。 

   イ Ｘの国の輸出総額に占める繊維品と衣類の割

合の合計は，2013年の10.6％が2003年の21.4％

の約半分に減っているので誤り。 

   ウ Ｘの国の輸出総額に占める石油製品の割合は，

2013年では2003年より約15％増加していて，Ｘ

の国の石油製品の輸出額は，2013年では2003年

の約20倍となっているので正しい。 

   エ Ｘの国の機械類の輸出額は，2003年の約0.6

百億ドルが2013年の約2.6百億ドルへ増加して

いるので誤り。 

窟 

問１ アは年平均気温が最も低いことから①の盛岡市，

イは冬の降水量が最も多いことから②の富山市，ウ

は年平均気温が最も高いことから③の名古屋市。 

問２ (１) 地形図上の長さの実際の距離は，｢地図上の長

さ×縮尺の分母｣の計算で求める。 

     8.4cm×25,000＝210,000cm＝2,100m 

   (２) アの は田，ウの は官公署を示す地図記号。

また，   に当てはまる内容は，｢製品を輸

送しやすい｣，｢製品の輸送に便利｣などと書くこ

ことがポイント。文の前後とのつながりに注意

する。 

問３ 北方領土以外の領土問題として，韓国による竹島

(島根県)の不法占拠がある。また，尖閣諸島は，中

国が領有権を主張しているが，日本が固有の領土と

して実効的に支配している。 

 

《平成29年度公立入試 配点・正答率》 

問題番号 配点 正答率 問題番号 配点 正答率

(1) 1 86.8 問１ 1 47.0

(2) 1 77.0 問２ 2 46.4問１

(3) 1 72.1 問３ 2 39.7

問２ 1 83.2 問４ 2 66.9

ａ 1 77.1 問５ ２ 57.3
(1)

ｂ 1 85.6 問６ 2 62.1問３

(2) 1 85.2

就 

問７ 2 21.0

(1) 1 69.9 (1) 2 46.0

(2) 1 74.1
問１ 

(2) 2 39.2

(3) 1 73.0 問２ 2 67.0
問４

(4) 1 66.6 Ａ 1 58.9

(1) 1 84.5
問３ 

Ｂ 1 51.2

Ａ 1 78.9 問４ 3 44.7
(2)

Ｂ 1 60.0

州 

問５ 2 45.5
問５

(3) 1 69.6 問１ 2 40.5

(1) 1 89.4 問２ 2 25.1

(2) 1 88.7

Ａ 

問３ 2 40.9問６

(3) 1 73.5 問１ 1 50.3

(1) 1 91.2 (1) 1 80.2

(2) 1 65.3 記号 1 92.8

宗

問７

(3) 1 70.6

問 

２ (2) 
内容 2 56.5

修 

Ｂ 

問３ 2 86.3
 

合格者平均点 37.1 点 
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宗 [小問集合] 

問１ (１) ①水素  (２) ②等速直線運動 

   (３) ③反射  (４) ④還元  (５) ⑤栄養 

   (６) ⑥気団  (７) ⑦放射線 

問２ 台風   

問３ ア，オ 

問４ ①歯 ②つめ   

問５ ①Na＋ ②OH－ 

問６ Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊ 

問７ 11.5℃  問８ 30km 

  【解説】                    

問３ 赤色リトマス紙を青色に変えるのはアルカリ性の

性質。アンモニア水と石けん水はアルカリ性，レモ

ン汁と食酢は酸性である。 

問８ ｢距離＝速さ×時間｣に数値を代入して求める。 

   Ａ駅からＢ駅までにかかる時間は，午前８時42分

－午前８時30分＝12分。ただし，12分を時間に直す

ことに注意する。12分＝ 時間＝ 時間 
 

   距離＝150km/h× 時間＝30km 

 

就 [身のまわりの物質] 

問１ ①イ ②エ 

問２ (例)印まで水を加え，その水の体積をメスシリン

ダーではかる。 

問３ 物質Ｐ…0.91g/cm3 物質Ｑ…0.82g/cm3 

問４ (１) イ 

   (２) 物質Ｐ…エ 物質Ｑ…カ 

  【解説】                    

問３ 物質Ｐの質量は，ビーカー全体の質量140gから

ビーカーの質量40gを引いて100gである。また，体

積は液体100cm3の状態から10cm3変化(図より増加)

しているので110cm3である。よって， 

   密度[g/cm3]＝質量[g]÷体積[cm3] 

         ＝100g÷110cm3＝0.909…g/cm3 

   同様に，物質Ｑの質量は112g－40g＝72g，体積は

液体100cm3の状態から12cm3変化(図より減少)して

いるので88cm3である。よって， 

   密度＝72g÷88cm3＝0.818…g/cm3 

問４ (１) 物質Ｐは液体から固体になったとき体積が大

きくなっていることから，密度は｢液体＞固体｣

である。よって，固体の物質Ｐは液体の物質Ｐ

に浮く。また，物質Ｑは液体から固体になった

とき体積が小さくなっていることから，密度は

｢液体＜固体｣である。よって，固体の物質Ｑは

液体の物質Ｑに沈む。 

   (２) 実験文の２行目から，物質Ｐ，Ｑは水または

混合物であるロウのいずれかである。液体から

固体に変化したとき，物質Ｐは体積が大きくな

ることから水であり，物質Ｑは体積が小さくな

ることからロウである。固体から液体にすべて

変化するのがＰは10分後，Ｑは８分後なのでそ

れ以降に温度が上昇するものを選ぶ。水の融点

は０℃なので，物質Ｐの温度変化を表したグラ

フはエである。実験の[５]から，物質Ｑは８分

後にすべて液体になっていることから，カが正

答である。 

 

州 [地球と宇宙] 

問１ (１) (例)直接見ては 

   (２) (例) 

 

 

   (３) ①イ ②ア ③イ 

問２ (１) ①イ ②イ ③ア 

   (２) ①４ ②４ ③152,000,000 

  【解説】                    

問１ (３) 日食は，太陽，月，地球が，この順に一直線

上に並び，太陽の全体，または一部が月にかく

れて見えなくなる現象である。表のスケッチし

たときの太陽(○)と月(●)の位置関係は次の通

りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ① 午前６時35分のとき，月が太陽より高い位

置に見えることから，地平線からのぼった時

刻は月の方が早いことがわかる。 

    ② スケッチから，時間が進むにつれて太陽が

月を追い越していくようすがわかる。 

    ③ 月の見かけの動きは太陽より遅いので，翌

日に月が南中する時刻は，遅くなる。 

問２ (１) 金環日食は，月(●)が太陽(○)を

おおいきれず，右の図のように，太

陽が丸い輪のように見える日食で

ある。 

   (２) ① 20cm÷５cm＝４倍 

     ② ２m÷0.5m＝４倍 

     ③ 問題文より，太陽の直径が140万km，月

の直径が3,500kmなので，太陽の直径は月

の直径の400倍(1,400,000km÷3,500km)

である。これより，地球から太陽の中心ま

12 
60 

１ 
５ 

１ 
５ 

６時35分

７時20分

７時49分 

８時20分

９時15分



平成 29 年度 

での距離は，地球から月の中心までの距離

(38万km)の400倍なので， 

      380,000km×400倍＝152,000,000km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修 [電流と磁界] 

問１ 150Ω 

問２ ①ア ②イ   

問３ ①30 ②イ 

問４ (１) 290mA  (２) ①100 ②ア 

  【解説】                    

問１ 抵抗[Ω]＝電圧[V]÷電流[A] 

       ＝３V÷0.02A＝150Ω 

問３ ① 明るさが同じになったときの消費電力は， 

    電力[W]＝電圧[V]×電流[A]より 

     ＬＥＤの消費電力…３V×0.02A＝0.06W 

     豆電球の消費電力…５V×0.36A＝1.80W 

    よって，1.80W÷0.06W＝30倍 

   ② 同じ明るさのとき，豆電球の方が消費電力が

大きいので，変換効率は豆電球の方が低い。 

問４ (１) 回路に３Vの電圧を加えると，豆電球とＬＥ

Ｄのそれぞれに３Vの電圧が加わるので，実験

文よりＬＥＤには20mA，豆電球には270mAの

電流が流れる。よって，電流計が示す電流の強

さは20mA＋270mA＝290mAである。 

   (２) ｢５Vの電圧を加えたときの豆電球の明るさ

と同じ｣なので，ＬＥＤには３Vの電圧が加わり，

20mAの電流が流れている。並列回路では並列

部分に加わる電圧の大きさは等しくなるので，

下の図の  の部分に加わる電圧も５Vになる

はずである。そのためにはＬＥＤに２Vの電圧

が加わる抵抗を直列に接続すればよい。ＬＥＤ

と抵抗は直列に接続しているので，流れる電流

はいずれも20mA(0.02A)である。よって， 

     抵抗＝２V÷0.02A＝100Ω 

 

 

 

 

 

 

 

 

愁 [植物の世界] 

問１ (１) Ｃ  (２) Ｘ…シダ Ｙ…仮根 Ｚ…道管 

問２ (１) ①エ ②オ ③ウ 

   (２) 葉の表…0.2g 葉の裏…0.3g 
  【解説】                    

問２ (１) 実験[１]では何も塗っていないので｢葉の表

＋葉の裏＋茎｣から出た水の量がわかる。実験

[２]では葉の表にワセリンを塗ったので｢葉の

裏＋茎｣から出た水の量がわかる。実験[３]では

葉の両面にワセリンを塗っているので｢茎(葉以

外)｣から出た水の量がわかる。これより， 

    ①実験[１]－実験[２] 

    ＝｢葉の表＋葉の裏＋茎｣－｢葉の裏＋茎｣＝｢葉の表｣ 

    よって，葉の表から水が出たことがわかる。 

    ②実験[２]－実験[３] 

    ＝｢葉の裏＋茎｣－｢茎｣＝｢葉の裏｣ 

    よって，葉の裏から水が出たことがわかる。 

   (２) 図３から，15分あたりの出た水の量は 

    実験[１]…238.6g－238.0g＝0.6g 

    実験[２]…242.4g－242.0g＝0.4g 

    実験[３]…250.05g－249.95g＝0.1g 

    これより， 

    葉の表から出た水の量＝実験[１]－実験[２] 

              ＝0.6g－0.4g＝0.2g 

    葉の裏から出た水の量＝実験[２]－実験[３] 

              ＝0.4g－0.1g＝0.3g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《平成29年度公立入試 配点・正答率》 

問題番号 配点 正答率 問題番号 配点 正答率

(1) ① 1 91.6 ① 

(2) ② 1 90.6 ② 

(3) ③ 1 90.5

問１ (3) 

③ 

2 13.8

(4) ④ 1 75.5 ① 

(5) ⑤ 1 35.8 ② 

(6) ⑥ 1 62.0

(1) 

③ 

2 34.2

問１

(7) ⑦ 1 55.8 ① 

問２ 1 86.6 ② 

問３ 1 56.9

州 

問２ 

(2) 

③ 

3 10.2

① 問１ 2 43.0
問４

② 
2 43.7

① 

① 
問２ 

② 
2 67.0

問５
② 

2 79.5
① 

問６ 1 31.7
問３ 

② 
2 15.9

問７ 2 49.7 (1) 2 33.3

宗

問８ 2 51.2 ① 

① 

修 

問４ 
(2) 

② 
3 3.6

問１
② 

2 61.7
(1) 2 58.4

問２ 2 5.5 Ｘ 1 79.2

物質Ｐ 1 12.9 Ｙ 1 42.3
問３

物質Ｑ 1 11.3

問１ 
(2) 

Ｚ 1 83.4

(1) 2 46.5 ① 

物質Ｐ ② 

就

問４
(2)

物質Ｑ
2 15.9

(1) 

③ 

2 28.5

(1) 2 94.8 葉の表 
州 問１

(2) 2 30.3

愁 

問２ 

(2) 
葉の裏 

3 20.7
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宗 [リスニング問題] 

問１ No.1 ア  No.2 ウ  No.3 ウ 

問２ No.1 エ  No.2 イ  No.3 ウ 

問３ No.1 エ  No.2 イ  No.3 ア 

  【放送台本】                  

問１ No.1の問題 

Ａ： Kaori, what did you do last Sunday? 

Ｂ： I made a cake with my mother.  How about you, 

Tom? 

Ａ： I played tennis with my brother. 

Question： What did Kaori do last Sunday? 

問１ No.2の問題 

Ａ： I’ll get up early for the school trip tomorrow, Mom. 

Ｂ： What time will you get up, Ken?  Around six? 

Ａ： Maybe that’s too late.  I’m going to leave at six 

thirty, so I’ll get up at five thirty. 

Ｂ： I see. 

Question： What time is Ken going to leave the house? 

問１ No.3の問題 

Ａ： I’ve lost my watch.  I’ve looked for it around the 

house, but I can’t find it.  Did you see it, Mom? 

Ｂ： Your watch?  Did you look around the TV, Bob?  

You always put it by the TV. 

Ａ： No, it’s not there. When I was watching TV on the 

sofa last night, I put it on the table. 

Ｂ： Oh, Bob, your watch is under it.  You should 

always put it in the same place. 

Question： Where is Bob’s watch? 

問２ No.1の問題 

 Kenta： Cathy, I’d like to go to a shoe store to buy new 

shoes.  Will you come with me? 

 Cathy： Sure.  What kind of shoes do you want to 

buy, Kenta? 

 Kenta： (チャイム音) 

問２ No.2の問題 

 Kenta： Cathy, how shall we go to the park? 

 Cathy： There’s a bus, but we have to wait for thirty 

minutes.  It takes twenty minutes to walk 

there.  How do you want to go there, Kenta? 

 Kenta： (チャイム音) 

問２ No.3の問題 

 Kenta： It’s almost noon.  Shall we have lunch 

around here? 

 Cathy： Good idea!  A new pizza restaurant opened 

in that building last month.  I hear its pizza 

is so good.  Have you eaten at the 

restaurant? 

 Kenta： (チャイム音) 

問３の問題 

  Welcome to our school, Chie!  I’m Kevin Jones.  I’ll 

tell you about our school.   

  Our school starts at eight every morning, so go to 

the classroom of your first subject for the day.  I hear, 

in Japan, you go to the same classroom every day and 

take almost all your classes there.  But in America, 

each teacher has a classroom for their subject and the 

students change classrooms.  At first many Japanese 

students are surprised at this difference. 

  When you’re taking classes, teachers will ask 

students many questions.  For example, “What do 

you think about it?” or “Why do you think so?”  Then 

you have to think a lot and answer these questions.  

And listen to the answers of other students.  You can 

learn a lot from others’ ideas and they also learn from 

your ideas.  So don’t be afraid of making mistakes, 

and talk a lot with other students to get different 

ideas. 

  I hope you’ll enjoy your time and learn a lot through 

the experience here. 

Questions 

No.1： Where do the students go first at this school 

every morning? 

No.2：What does Chie have to do when teachers ask 

her questions in class? 

No.3：What should Chie do to get different ideas from 

other students? 

 

就 [小問集合] 

【学校裁量問題選択校では差し替えになります。】 

問１ (１) from  (２) See 

問２ (１) morning  (２) clock 

問３ (１) hand  (２) piano  (３) six 

   (４) cleanなど 

問４ (１) is studying math  (２) did you eat 

   (３) is the most popular  (４) a girl who plays 
  【解説】                    

問１ (１) play｢(スポーツ)をする，(楽器)を演奏する｣

from｢～出身の｣，some｢いくつかの～｣，of｢～の｣ 

   (２) 《See you.》｢またね，じゃあね｣ 

問２ (１) ｢太陽は   に登る｣という文。evening｢夕

方，晩｣，morning｢朝，午前｣，night｢夜｣，noon

｢正午｣ 

   (２) ｢わたしたちは時間を知りたいとき，   を

見る｣という文。bed｢ベッド｣，table｢テーブル｣，

clock｢(置き，壁掛け)時計｣，chair｢いす｣ 

問３ (１) ｢もしあなたが答えを知っていたら手を上げな

さい｣｢わかりました｣という会話。 

   (２) ｢あなたはギターをひくのが好きですか｣｢いい
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え。しかしわたしはピアノをひくのが好きです｣

という会話。 

   (３) ｢(今日は)火曜日です。あなたは何時間の授業

がありますか｣｢６時間あります｣という会話。 

   (４) ｢あなたは週末に朝食のあとで何をしますか｣

｢わたしは自分の部屋を掃除します｣という会話。 

問４ (１) 現在進行形《is[am / are]＋動詞の～ing形》

｢～している(ところだ)｣の文を作る。 

   (２) what｢何(を)｣などの疑問詞の後ろは疑問文の

語順(ここでは《did＋主語＋動詞の原形 …?》)

で続ける。 

   (３) ｢いちばん～な(名詞)｣は《the＋最上級(～est / 

most ～)＋名詞》で表す。 

   (４) 《先行詞＋主格関係代名詞(who / which / 

that)＋動詞 …》｢(動詞)する(先行詞)｣ 

 

州 [文章読解] 

【学校裁量問題選択校では就になります。】 

掘問１ ア   

 問２ (１) startedなど  (２) meetなど 

 問３ (例) She decided to study foreign languages. 

窟問１ (１) エ  (２) イ 

 問２ Ａ…Culture Tour[Nature Tour] 

    Ｂ…(例) I like history 
  【掘全文訳】                  

 わたしの家族とわたしは先週温泉のホテルに泊まりま

した。わたしたちがそこに着いたとき，そこに多くの外

国人の観光客がいたのでわたしは驚きました。それから

わたしは英語で彼らに話しているホテルの従業員を何人

か見ました。わたしは彼らの１人に｢あなたはいつも英語

で外国人の観光客と話すのですか｣とたずねました。彼女

は｢はい。わたしたちは以前は英語を使いませんでしたが，

毎年より多くの外国人の観光客がわたしたちのホテルを

訪問します。それでわたしたちは２年前に英語を学び始

めました。今では，わたしたちの何人かは中国語も学ん

でいます｣と答えました。 

 夕食の間，父がわたしに｢育美，2015年には日本にいる

外国人の観光客の数は約２千万人でした。そして政府は

その数が2020年までに４千万人になることを望んでいま

す｣と言いました。そのときわたしは，将来は北海道で外

国人に会う機会がより多くなるだろうと思いました。今，

わたしはより多くの外国人の観光客と話すために外国語

を勉強するつもりです。 
  【窟全文訳】                  

観光バスツアー 

★文化ツアー★(5,600円) 

発着地<9:30>→時計塔→市立博物館→昼食 

 →北海道動物園→発着地<16:00> 

◎あなたはこの町の周辺の歴史を感じたり，特別なお弁

当を食べたりすることができます。 

■実施日：火曜日から金曜日まで 

■特典：北海道動物園で無料の動物バッグ 

                        

★自然ツアー★(3,400円) 

発着地<13:00>→北湖→グリーン公園 

→ビッグヒル(大きな丘)→西海岸→発着地<18:00> 

◎あなたは湖でボートに乗ったり，西海岸で美しい海を

見たりして楽しむことができます。 

■実施日：木曜日から日曜日 

■特典：ビッグヒルの店で10％割引 

  【解説】                    

掘問１ 選択肢はすべて文と文をつなぐ接続詞で，空欄

を含む１文は｢わたしたちがそこに着いた   ，

そこに多くの外国人の観光客がいたのでわたしは

驚きました｣という意味になることから，when｢～

のとき｣が入ると判断する。なお，becauseは｢～

だから，なので｣，beforeは｢～の前に｣，ifは｢もし

～なら｣という意味である。 

 問２ (１) 主語weの直後にあること，文末にtwo years 

ago｢２年前に｣があることから動詞の過去形

が入ることがわかる。また直前の文に｢以前は

英語を使いませんでした｣とあることから，｢２

年前に英語を学び始めました｣という意味にな

るようにstartedまたはbeganを補う。《start 

～ing[to＋動詞の原形] / begin ～ing[to＋動

詞の原形]》｢～し始める｣ 

    (２) 《chance(s) to＋動詞の原形》で｢～する機

会｣という意味になる(不定詞形容詞的用法)。

よって空欄を含む１文が｢そのときわたしは，

将来は北海道で外国人   機会がより多く

なるだろうと思いました｣という意味になるの

で，meet｢～に会う｣やsee｢～に会う，～を見

る｣を補充する。 

 問３ ｢育美は温泉での経験のあとで何をすることを決

心しましたか｣という質問。本文下から１～２行目

より，外国語を勉強することである。疑問詞の疑

問文には，ふつう《主語＋動詞 ….》の形で答える。

主語は疑問文の主語(Ikumi)を人称代名詞の主格

(she，it，theyなど)にする。動詞は疑問文と同じ

もの(《decide to＋動詞の原形》｢～することを決心

する｣)を使い，時制も疑問文に合わせる(過去形に

する)。 

窟問１ (１) ｢もしあなたがビッグヒルを訪れたいのなら，

あなたは   に参加するべきだ｣という文。

ビッグヒルに行くことができるのは自然ツアー

で，木曜から日曜まで実施している。 

    (２) ｢もしあなたが文化ツアーに参加したら，あ

なたは   ｣という文。本文と一致するイ｢特

別なお弁当を食べるでしょう｣を選ぶ。なお，

ア｢美しい海を見ることができる｣とウ｢3,400
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円払うでしょう｣は自然ツアーについての記述

である。エ｢市立博物館で特典を得ることがで

きます｣は，市立博物館ではなく北海道動物園

である。 

 問２ ｢あなたはどちらのツアーに参加したいですか。

そしてなぜですか｣という質問に対して，｢わたし

は Ａ に参加したい，なぜなら Ｂ だからで

す｣と答えている。ＡにはCulture TourかNature 

Tourのどちらかが入る。Ｂは接続詞becauseの後

ろなので，《主語＋動詞 ….》の形で答える。模範

解答は｢わたしは歴史が好きだ｣という意味である。

I like ～｢わたしは～が好きだ｣以外にもI can＋動

詞の原形 …｢わたしは～できる｣，I want to＋動

詞の原形 …｢わたしは～したい｣等を使って様々な

答え方ができるので，確実に書ける表現を使うこ

とが重要である。 

 

修 [会話文] 

【学校裁量問題選択校では州になります。】 

問１ エ  問２ ア  問３ ウ 

問４ (例) That’s interesting. 

問５ イ，オ(順不同)  問６ (例) was good 
  【長文全訳】                  

   優子： 冬休みがもうすぐ始まります。あなたはア

メリカに戻るのですか，スミス先生。 

スミス先生： わたしは初めて日本で正月を過ごします。

だから日本の正月についてわたしに教えて

ください。 

   優子： 日本では，わたしたちはふつう正月の前日

に家族といっしょにテレビを見たり，夕食

を食べたり，くつろいだりして楽しみます。

わたしたちはその日を大みそかと呼びます。 

スミス先生： それはわたしの国ではとても違っています

ね。アメリカでは，多くの家族がその夜に

パーティーをして，秒読みとともに元日を

迎えます。ニューヨークの秒読みは特に有

名です。 

   優子： わたしはテレビでそれを見たことがありま

す。わたしはニューヨークのビルの頂上に

大きなボールがあったことを覚えています。 

スミス先生： ああ，それはアメリカではボール・ドロッ

プ(ボールの落下)として知られています。

そのボールはその年の最後の瞬間に旗ざお

に沿って落下し始めます。それが落下し終

わるとき，わたしたちは｢新年おめでとう｣

と言います。 

   優子： わたしたちの町では，わたしたちは元日が

来る直前に寺の鐘を聞くことができます。

わたしたちはそれを除夜の鐘と呼びます。 

スミス先生： 新年の前日は日本人にとっても特別なので

すね。では，あなたがたはどうやって元日を

過ごしますか。わたしたちはふつう外出す

るかわりに家でテレビのスポーツを見ます。 

   優子： その日に，多くの日本人は何かを祈るため

に神社や寺に行きます。 

スミス先生： (解答例)それはおもしろいですね。あなた

は来年は何を祈るつもりですか。 

   優子： わたしは１年間の家族の健康を祈ります。

そして家に帰ったあとで，わたしたちはいっ

しょに雑煮を食べるでしょう。 

スミス先生： 何を食べるのですか。 

   優子： 雑煮です。それはわたしたちがふつう元日

に食べる伝統的な日本のスープです。わた

しの母はいくらかのもち，肉，野菜でそれ

を料理します。 

スミス先生： わたしはそれを食べてみたいです。それを

作ることは難しいですか。 

   優子： いいえ，それほど難しくありません。わた

しの家でわたしの友だちと雑煮を料理して

食べましょう。わたしの母が雑煮の作り方

をあなたに見せてくれるでしょう。 

スミス先生： ああ，どうもありがとうございます。わた

しはそれを楽しみにしています。 

  【解説】                    

問１ (1)は直前の文で初めて日本で正月を過ごすと言っ

ていることから，日本の正月について知りたがって

いると判断する。(2)は優子が自分たちの大みそかに

ついて話していることから，日本について話してい

る。(3)は直前の文にin my country｢わたしの国では｣，

次の文にin New York｢ニューヨークでは｣とあるこ

とからアメリカについて話している。 

問２ 直前にbe動詞isがあること，選択肢がすべて過去

分詞であることから受け身《be動詞＋過去分詞》｢～

される，された｣の文である。主語itがa big ball｢大

きなボール｣を指していること，空欄の直後のasが｢～

として｣という意味の前置詞であることから｢それは

アメリカではボール・ドロップとして知られていま

す｣という意味になるようにknowの過去分詞known

を入れる。 

問３ call it joya-no-kaneで｢それを除夜の鐘と呼ぶ｣と

いう意味であることから，itがthe temple bell｢寺の

鐘｣を指していると判断する。《call＋Ａ＋Ｂ》｢Ａを

Ｂと呼ぶ｣ 

問４ 設問に｢話したことに対して興味・関心がある｣と

あることから，interesting｢おもしろい，興味深い｣

や《be interested in ～》｢～に興味がある｣を使った

文を考える。前に話した内容を指すときにはおもに

that｢それ，そのこと｣を使う。 

問５ ア ｢優子はアメリカで正月を過ごすことを決心し

ている｣，本文中にこのような発言はない。 
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   イ ｢優子の町の人々は元日が来る前に寺の鐘を聞

くことができる｣，本文15～16行目と一致する。 

   ウ ｢ビルの頂上の大きなボールは元日に落ち始め

る｣，本文12～13行目参照。その年の最後の瞬間

とあるので，元日になる前に落ち始める。 

   エ ｢優子はふつう正月に友だちと家でテレビのス

ポーツを見る｣，本文下から13～15行目参照。テ

レビのスポーツを見るのはアメリカの習慣である。 

   オ ｢スミス先生は雑煮を作るために優子の家に行

くつもりである｣，本文下から１～３行目と一致

する。 

問６ 《名詞＋主語＋動詞 …》で｢(主語)が(動詞)する

(名詞)｣という意味になることに注目する。the zouni 

I ate thereが文全体の主語であり，｢わたしがそこで

食べた雑煮は   ｣という意味になる。よって空

欄にはwas good｢おいしかった｣など，動詞から始ま

る語句を補う。 

 

修 [エッセイ]【学校裁量問題】 

掘問１ important for everyone who visits Hokkaido 

to love 

 問２ イ 

 問３ Ａ…ウ，オ Ｂ…イ，カ Ｃ…ア，エ 

 問４ (例) connect with more 問５ イ，エ(順不同) 

窟 (例) Today, more and more students are working 

as volunteers.  I’ll clean the street and grow 

many beautiful flowers there to make our town 

better. 
  【掘長文全訳】                  

北海道を案内することによって人々を幸せにする 

キタミツコ 

 わたしは大学を卒業したあと，10年間外国人のための

観光ガイドとして働いています。 

 わたしは中学生のとき，オーストラリアに家族旅行に

行きました。旅行中，日本語を話す観光ガイドがわたし

たちに多くのおもしろい場所を案内してくれました。彼

女はわたしたちに文化や歴史のような彼女の国について

のおもしろいことをたくさん教えてくれて，そして彼女

はわたしがした質問にすべて答えました。彼女は自分の

国を誇りに思っていて，それをとても愛しているのだと

わたしは感じました。また彼女はとても礼儀正しく親切

なので，彼女がわたしたちを本当に歓迎していて，とて

も熱心に旅行の間わたしたちを幸せにしようとしている

のだとわたしは感じました。わたしは彼女のような観光

ガイドになることに興味をもちました。旅行のあとで，

わたしはより熱心に学校で日本の歴史と英語を勉強しよ

うとしました。 

 今，わたしは世界中からの多くの人々に北海道を案内

しています。わたしの仕事はいつも英語を必要とします，

そしてわたしが自分の仕事に必要なものがもう１つあり

ます。それは｢もてなし｣です。もてなしとは｢親切で礼儀

正しい方法で他の人々を歓迎すること｣を意味します。わ

たしはいつも彼ら(他の人々)がどのように感じているか

を考えることによって他の人々に親切にしようとします。

そして観光ガイドとして，わたしは北海道を訪れる全員

にとってそれを愛することがとても重要だと感じていま

す。わたしは彼らの笑顔を見て｢わたしはまた北海道に来

ます｣ということばを聞くとき，とても幸せです。 

                        

(わたしが)日本にいながら世界的規模の仕事をする 

アミノタクミ 

 わたしはウェブデザイナーのアミノタクミです。わた

しは高校を卒業したあと美術学校でデザインを勉強し，

今はウェブサイトのデザイン会社で働いています。わた

しはたとえば店やレストラン，病院といった多くの種類

の依頼人のために英語で多くのウェブサイトを作ってき

ました。わたしは外国人の依頼人のために日本語でいく

つかのウェブサイトも作ってきました。 

 わたしは英語のウェブサイトを作ることは世界中の人々

とつながるためのとても効果的な方法だと思います。去

年，京都の着物店の経営者がわたしたちに英語のウェブ

サイトを作るように頼みました。わたしたちが新しいウェ

ブサイトを作ってそれをインターネットに載せてから，

より多くの外国の人々がそのウェブサイトを見ています，

そして現在実際に店に来ています。そして外国に住んで

いる人々の中には彼女にＥメールを送って，彼らの国に

着物を送るように彼女に頼む人もいます。彼女は１度も

日本に来たことのない人々が英語のウェブサイトを見る

ことによって着物に興味を持っているのでうれしく感じ

ていると言いました。わたしもそれを聞いてうれしく感

じます。 

 英語を使うことができない日本人でもデザインとコン

ピューターについてたくさん知っていればウェブデザイ

ナーになることができますが，彼らは日本語を理解する

人々にしか情報を送ることができません。その一方でも

しあなたが英語を使うことができれば，あなたはインター

ネットを通して世界中の人々と直接コミュニケーション

をとってお互いにつながることができます。それは，あ

なたが日本にいながら世界的規模の仕事をする機会があ

るということを意味します。わたしはこのような状況は

近い将来多くのほかの仕事でも起こると思います。だか

らあなたの将来をすばらしくするために英語を勉強して

ください。 
  【解説】                    

掘問１ (  )の直前にit’s veryとあり，(  )内にfor，

toがあることから《It ― (for＋人) to＋動詞の原

形 ….》｢(人にとって)～することは―だ｣の文だ

と判断し，(it’s very) important for everyone to 

love (it)までができあがる。また，関係代名詞who

を使ってeveryoneを修飾することで，everyone 
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who visits Hokkaido｢北海道を訪れる全員｣とつ

なげることができる。 

 問２ ここでのitはandの前のa new oneを指している。

oneは名詞の繰り返しを避けるために使う代名詞

で，ここでは直前の文のwebsiteを指している。

よってイ｢着物店のウェブサイト｣が答えとなる。

itの前後にput ～ on the Internet｢インターネッ

トに～をおく(載せる)｣とあることもヒントになる。 

 問３ ア・イ キタミツコさんは自身の記事の２～３

行目で外国人を対象にしていると述べている。

アミノタクミさんは自身の記事の５行目で｢外

国人の依頼人のためにも｣と述べているので，

日本人と外国人の両方を対象としている。 

    ウ キタミツコさんは自身の記事の下から５～

６行目で英語がいつも必要だと述べている。 

    エ アミノタクミさんは自身の記事の下から５

～７行目で英語を使えなくてもこの仕事はで

きると述べている。 

    オ キタミツコさんの記事の３行目以降に海外

での経験について書かれている。アミノタク

ミさんの記事に海外での経験についての記述

はない。 

    カ キタミツコさんの記事の10～11行目，アミ

ノタクミさんの記事の２～３行目で，学校で

勉強したことが述べられている。 

 問４ ｢なぜアミノタクミさんは英語を使うことができ

ることはよりよいことだと思っているのですか｣｢な

ぜなら英語を使うことができる人々はそれを使う

ことができない人々よりも世界中の人々   で

きるからです｣という対話。アミノタクミさんの記

事の下から１～７行目参照。直前にcanがあるの

で動詞の原形から始まる語句が入ること，後ろに

thanがあるので比較級が入ることに注意。模範解

答は｢～ともっと多くつながる｣という意味である。 

 問５ ア ｢キタミツコさんは，彼女がオーストラリア

で会った観光ガイドが彼女にもてなしを示し

たと感じた｣，キタミツコさんの記事の８～９

行目，下から４行目と一致する。 

    イ ｢観光ガイドがおもしろい日本のことをたく

さん知っていたので，キタミツコさんは驚い

た｣，キタミツコさんの記事の６～７行目参照。

日本ではなく，彼女の国(オーストラリア)に

ついて知っていたとある。 

    ウ ｢アミノタクミさんは，世界中の人々が英語

のウェブサイトを通してお互いを知り合うこ

とができると思っている｣，アミノタクミさん

の記事の下から４～５行目と一致する。 

    エ ｢アミノタクミさんは美術学校で教えて，

ウェブサイトのデザイン会社のためにウェブ

サイトを作った｣，アミノタクミさんの記事の

２～３行目参照。美術学校で勉強したとあり，

教えたとは書いていない。 

    オ ｢着物店の経営者は外国の人々からのＥメー

ルを受け取った｣，アミノタクミさんの記事の

７～11行目と一致する。 

窟 グラフから読み取れることについては，《比較級 and 

比較級》｢ますます～，だんだん～｣を用いて，more and 

more students ～｢ますます多くの生徒が～｣と表現す

ることができる。このmoreはmanyやmuchの比較級で

｢より多くの｣という意味である。別解としてはmore 

students ～ in 2015 than in 2014｢2014年よりも2015

年の方が多くの生徒が～｣，more than 600 students ～ 

in 2015｢2015年には600人以上の生徒が～｣といった解

答も考えられる。どちらも動詞を過去形にすることに

注意。 

  ボランティアの活動については，《will[be going to]

＋動詞の原形》｢～するつもりだ｣のほかに，《want to

＋動詞の原形》｢～したい｣で表すこともできる。目的に

ついては不定詞の副詞的用法｢～するために｣のほかに，

《because＋主語＋動詞 …》｢～だから，なので｣を使用し

てもよい。 

  模範解答は｢今日，ますます多くの生徒がボランティア

として働いています。わたしはわたしたちの町をよりよ

くするために通りを清掃して，そこに多くの美しい花を

育てるつもりです｣という意味である。 

  最初からテーマを１つに絞るのではなく，日本語で

よいので書く内容の候補をいくつか挙げて，その中で

最も自信を持って書けるものを選ぶことがポイントと

なる。24語以上と指定されているが，採点基準では，

語数が満たなくとも中間点が与えられているので，書

ける部分だけでも書いておくことが非常に大切である。 

 

《平成29年度公立入試 配点・正答率》 
問題番号 配点 正答率 問題番号 配点 正答率

No.1 1 97.0 問１ 1 70.1

No.2 1 80.8 (1) 1 19.0問１

No.3 1 73.3
問２ 

(2) 1  9.3

No.1 2 72.2

掘 

問３ 2 24.4

No.2 2 62.8 (1) 2 57.3問２

No.3 2 36.5
問１ 

(2) 2 76.3

No.1 2 59.3

州 

窟 

問２ 3 53.8

No.2 2 31.2 問１ 2 77.3

宗

問３

No.3 2 35.5 問２ 1 64.6

(1) 1 98.3 問３ 2 73.9
問１

(2) 1 96.5 問４ 2 33.2

(1) 1 87.0 問５ 4 47.7
問２

(2) 1 87.3

修 

問６ 2 16.5

(1) 2 56.3     

(2) 2 92.9 問１ 3 36.0

(3) 2 75.1 問２ 2 84.5
問３

(4) 2 69.9 問３ 3  7.7

(1) 2 81.2 問４ 2  3.7

(2) 2 94.8

掘 

問５ 4 35.9

(3) 2 76.7

修

裁

量

問

題 
窟 6  1.6

就

問４

(4) 2 58.4      

        

  標準問題合格者平均点 34.6 点 

  学校裁量問題合格者平均点 38.9 点 
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