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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)…ちょめい (2)…きし 

   (3)…ふる(い) (4)…いこ(い) 

問二 (1)…複雑 (2)…推進 (3)…飛(ばされる) 

   (4)…棒 

問三 (1)…忄 (2)…オ 

問四 かろ 

問五 (1)…①汗をかくこと ②外温の上昇に合わせて

自分の体温を上げ (完全解答) 

   (2)…(例) ほとんど尿を出さない(ようにして防

いでいる。) 

   (3)…(例) 尿が濃く 
  【解説】                    
問一・問二 基本的な漢字の読み書きの問題であるが、

正答率表を見てわかるとおり、正答率は決して高く

ない。配点は高くはないが、ここで失点することは

禁物である。 

問三 (1) 部首と部首の名称はしっかり整理しておく。｢忄

(りっしんべん)｣は二度目の出題である。このほ

か、｢彳(ぎょうにんべん)｣、｢灬(れんが・れっ

か)｣などが出題されたことがある。 

   (2) 行書の特徴は点画の連続・点画の省略・筆順の

変化・点画の形の変化などがある。楷書で書い

たときとの違いを見分けられるようにする。そ

のためにも、普段から正確に書く習慣をつけて

おく必要がある。 

問四 形容詞の活用形は｢かろ[未然形]／かっ・く・(う)[連

用形]／い[終止形]／い[連体形]／けれ[仮定形]｣であ

る。 

問五 (1) 体温調節については最後の段落で述べられてい

る。この段落からふつうの哺乳動物とラクダの

体温調節の違いを読みとる。 

   (2) この文章では、外に水分を出す手段として汗と

尿を挙げている。ラクダはどちらもほとんど出

さないと述べている。 

   (3) ｢ラクダは平気なのです｣の直前の｢が｣は逆接の

働きをする接続助詞であることに注目する。ふ

つうの動物にとってよくないことが、ラクダに

とっては平気なのである。 

 

 [小問集合] 

【学校裁量問題選択校ではです。】 

問一 (1)…(誤)任→(正)認 (完全解答) 

   (2)…(誤)租→(正)祖 (完全解答) 

問二 意味…③ 読み…にゅうわ (完全解答) 

問三 (1)…ウ 

   (2)…(例) 私は、街並みに着目しました。この項

目は、Ｘ市を訪れる観光客の期待に応え

られなかったのだと考えられます。観光

客を増やすためには、傷んだところを直

すなど歴史のある建物を守っていく取り

組みが大切だと思います。 
  【解説】                    
問一 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)｢確任｣の｢任｣は｢役目につく・まかせる・ゆだね

る｣の意味なので、｢みとめる・見きわめる｣を意味す

る｢認｣にする。(2)｢租父｣の｢租｣は｢税金・みつぐ｣

の意味なので、｢おや・はじめ・もと｣の意味である｢祖｣

にする。 

問二 漢和辞典や国語辞典に関する問題は、平成28年度

にも出題されている。したがって、普段から辞典を

引く習慣をつけておく必要がある。また、一つの漢

字に複数の意味を持つものが多くあるので、熟語に

よってどの意味で用いられているのかを整理する必

要もある。｢柔｣には｢ジュウ・ニュウ｣の二通りの音

読みがある。また、｢柔和な顔立ち｣などのように例

文を作ってみると熟語の意味は分かりやすくなる。

なお、｢柔和｣の読みは、過去の入試問題で複数回出

題されている。 

問三 (1) 傍線部の文末が｢思ったからです｣と理由を述べ

ているので、前の一文の内容の理由になってい

なければならないのに、そうなっていないこと

に注目する。 

   (2) 条件１の｢期待度と満足度の差が最も大きい項

目｣を(Ｂ)スライド１から選ぶ。条件２の｢期待

度と満足度の差が大きいこと｣が原因を(Ｂ)スラ

イド２の項目から考える。条件３にしたがって、

今後の取り組みを｢川崎さんの発表原稿｣をもと

にして記述する。 

     条件１～３に従って適切に表現されているも

のが正答の条件である。条件１～３のいずれか

を欠いた場合は、各三点減点となる。 

 

 [文学的文章] 

【学校裁量問題選択校ではです。】 

問一 ①…四人がかりで綱をかけ ②…やわらかな風合

いの和紙にくっきりと黒い線が浮かび上が 

(完全解答) 

問二 (例) 印刷機のハンドルを回す亀乃介の目が輝いて

いる(ように映っていたから。) 

問三 イ 

問四 (例) エッチングを創ってみたいという気持ちを正

直に口に出すことが、作品づくりにつながるこ

と。 
  【解説】                    
問一 空欄を含む文が｢繊細な版画が生み出される｣とあ

るので、亀乃介が目を見張ったのは｢繊細な版画が生

み出される｣工程を見たからである。したがって、ど

ちらも設問部分より前に解答があると考えることが

できる。①は直前に｢人夫｣とあるので、人夫がどの

ように印刷機を設置したのかを読みとる。②はどの

ような風景版画が完成したのかを、指定字数をもと

に書き抜く。 

問二 設問の｢印刷機を操作していた亀乃介の様子｣に注

目する。亀乃介の様子はこの前で｢ゆっくり、ゆっく

り、ていねいに回した｣とある。また、このあとでハ

ンドルを回しているときの亀乃介の様子を、リーチ

が｢君の目は輝いていたじゃないか｣と言っている。

これらのうち、解答用紙の｢ように映っていたから｣

につながりがよいのはどちらかを判断する。 
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問三 このあとで｢やってみたい、描いてみたい、創って

みたいという思いに、一生懸命ふたをしてきた｣とあ

る。このことを日本人は美徳と考えるかもしれないが、

｢それは大きな間違い｣だとリーチに言われたから｢平

手打ちされたような気持ちなった｣のである。 

問四 ここでの｢欲望｣は亀乃介の｢欲望｣である。亀乃介

は｢エッチングを創ってみたい｣と言っている。また、

｢創造｣によって生み出されるものを考えてまとめる。 

   ｢エッチングを創ってみたいという気持ちを正直に

口に出すことが、作品づくりにつながる｣が適切にま

とめられているものを正答とする。文末表現が稚拙

なものは減点となる。 

 

 [古典] 

問一 ア 

問二 ①…(例)鼻声である ②…(例)声を出そう 

問三 エ 
  【解説】                    
問一 すぐ前の｢狐｣の直後に｢が｣を補うことができる。 

問二 狐は烏に｢すこし事足り給はぬ事とては、御声の鼻

声にこそ侍れ｣と述べている。狐の話を聞いて烏は｢さ

らば声を出ださん｣と述べている。 

問三 この作品の作者が述べたいことは、最後の｢人の讃

めん時は、謹んでなほ謙るべし｣である。 
  【口語訳】                   
   ある時、狐が、餌を求めることができなくて、あ

ちらこちらとさまよっていた時に、烏が、肉をくわ

えて木の上にいた。狐は心に(思うことに)、自分が

この肉を取りたいと思って、烏のいた木の下に近寄っ

て、｢なんとあなたのそのお姿はたくさんの鳥の中で

も特に優れて美しくいらっしゃいます。そうである

と言っても、少し不十分でいらっしゃることは、お

声が鼻声であることでございます。しかし、世間の

人々は『お声もとりわけよくていらっしゃいます』

と申しております。願わくば、(お声を)一声聞きた

いものでございます｣と言ったところ、烏はこのこと

を本当(にほめられて)のことだと思って、｢それなら

ば声を出しましょう｣と言って口を大きく開くと(そ

のまま)、とうとう肉を落としてしまった。狐は、こ

の肉を取って逃げ去った。 

   この話のとおり、人がどんなにほめるといっても、

けっして本当のことだと思ってはいけない。もしこ

の(うその)ほめことばを少しでも信じるならば、お

ごり高ぶる心が出てくることに疑いはない。人がほ

めるようなときには、慎重になっていっそう謙虚に

なるべきである。 

 

 [説明的文章]【学校裁量問題】 

問一 １…かんこつだったい 2…ふんいき 

   ３…白(ける) 

問二 ウ 

問三 (例) サッカーボールの形を球形と認識する脳の働

きに個人差は見られないが、テレビ中継されて

いるサッカーの試合が好きか嫌いかという脳の

反応には大きな個人差が見られる。 

問四 生きる上で重要な 

問五 (例) (ある事象に対する感情の反応に個人差が生

じることにより、)さまざまな人々が異なる選

択をすることになるので、人間という生物種全

体として、環境の変化や予想のできない事態に

適応できる。 
  【解説】                    
問二 直前の段落で｢自分がどんなに心を動かされたから

といって、他人に～感激を無理矢理に押しつけたり

するのは大人の態度ではない｣とあるので、これを逆

説的に考える。 

問三 段落では｢丸いもの｣などの｢視覚や聴覚などの情

報処理においては、脳の働きの個人差は比較的少な

い｣と述べれ、段落では｢ある事象に対する感情の

反応においては、個人によるばらつきが大きくなる｣

と述べている。｢丸いもの｣を｢サッカーボールの形｣、

｢ある事象｣を｢テレビ中継されているサッカーの試

合｣に置きかえてまとめる。 

   ①サッカーボールの形を球形などと認識する脳の

働きに個人差は見られないこと、②テレビ中継され

ているサッカーの試合に対する感情における脳の反

応には大きな個人差が見られること、の二点をまと

め、指定語句を使い、一文で適切に表現されている

ものを正答とする。①、②の一方がなければ、三点

減点。 

問四 ｢感情｣についての説明を・段落でしている。

段落では｢生きる上で避けることのできない～適応

戦略である｣と述べれ、段落では｢生きる上で重要

な～認知プロセスを支えている｣と述べている。これ

らのうち、設問の三十字にしたがい、空欄の直後の｢る

働き｣につながるように書き抜く。 

問五 ｢自他の差異に対して許容的である｣とは、自分と

異なることを認めるということである。その結果、｢全

体が同じ選択肢を選んで｣脆弱になることはないので、

｢環境の変化や予想できない事態｣にも対応できると

いうことである。 

   ｢さまざまな人々が異なる選択をすることになるの

で、人間という生物種全体として、環境の変化や予想

できない事態に適応できる｣ことが、指定語句を使い、

適切に表現されているものを正答とする。文末は問わ

ない。 

 

 

 

 

《平成30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 87.3 (1) 3 73.1

(2) 1 72.0
 問三 

(2) 8 16.4

(3) 1 77.0 問一 3 68.5
問一

(4) 1 56.5 問二 4 23.4

(1) 1 56.3 問三 3 80.8

(2) 1 64.6

 

問四 5 3.7

(3) 1 80.5 問一 2 90.5
問二

(4) 1 77.9 ① 2 49.8

(1) 1 88.8
問二 

② 2 49.0
問三

(2) 1 44.0

 

問三 3 75.1

問四 2 13.3 １ 1 55.3

(1) 3 66.9 ２ 1 94.0

(2) 3 52.9

問一 

３ 1 61.1



問五

(3) 3 58.2 問二 3 82.8

(1) 1 81.0 問三 5 18.0
問一

(2) 1 49.9 問四 4 27.1

問二 2 21.2

 

裁
量
問
題 

問五 6 5.1

     

 標準問題合格者平均点 31.7 点 

  裁量問題合格者平均点 36.7 点 
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宗 [正負の数の計算，平方根，式の計算，１次関数，連

立方程式，三平方の定理，立体の表面積] 

【学校裁量問題選択校では差し替えになります。】 

問１ (１) －27  (２) 13  (３) 4 2  

問２ 18  問３ a＝2，b＝－1 

問４ x＝1，y＝6  問５  41 cm 

問６ 16πcm2 

――【解説】―――――――――――――――――――  
問１ (２) －7＋4÷  ＝－7＋20 

            ＝13 

   (３) 6 2 － 8 ＝6 2 －2 2  

           ＝4 2  

問２ 2×(－3)2＝2×9 

        ＝18 

問３ xの値が1増加するとyの値が2増加するので 

   a＝2 

  また，グラフとy軸との交点が(0，－1)なので 

   b＝－1 
 

問４           とする。 
 

  ①＋② 

   4x＝4 より，x＝1 

  ①に x＝1 を代入して 

   1＋y＝7 より，y＝6 

問５ △ABCで三平方の定理より 

   AB2＝42＋52＝41 

  AB＞0 より，AB＝ 41 (cm) 

問６ 球の表面積を求める公式より 

   4π×22
＝16π(cm2) 

 

就 [因数分解，確率，平面図形の基本・作図，１次方程

式の応用] 

【学校裁量問題選択校では宗になります。】 

問１ (x－6)(x＋2)   

問２ ア．4  イ．9  ウ．   

問３ (右図) 

問４ ア．x－3 

   イ．2x＋(x－3)＝18 

   ウ．7 

  ※ アは 18－2x，イは 18－2x＝x－3 でも可。 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問２ 2つのさいころA，Bを同時に投げたときの目の出

方は，6×6＝36(通り) 

  a－b＝2 となる場合は，次の4通り。 

   (a，b) → (3，1)，(4，2)，(5，3)，(6，4) 

 

 

  また，a－b＝1 となる場合は5通りあるので，a－b

の値が2以下の自然数となる場合は 

   4＋5＝9(通り) 

  したがって，求める確率は，  ＝    
問３ 点Pと線分ABの距離がもっとも短くなるとき， 

△ABPの面積がもっとも小さくなる。 

  (作図の手順) 

  ① 点Oを通る線分ABの垂線を作図する。 

  ② ①の垂線と円Oの交点のうち，線分ABに近い方

の交点をPとする。 

問４ おうぎ形CEFの半径CFを，xを使った式で表すと 

   CF＝CD－DF＝x－3(cm) 

  また，線分BCの長さを，xを使った式で表すと 

   BC＝BE＋CE＝2x＋(x－3)(cm) 

  (式) 2x＋(x－3)＝18 

          3x＝21 

          x＝7 

  よって，半円の半径は7cm 

 

州 [資料の散らばりと代表値] 

【学校裁量問題選択校では就になります。】 

問１ 0.15 

問２ (解答例) 

   中央値が入っている階級は，農家Aが360g以上

380g未満，農家Bが380g以上400g未満であり，農家

Bの方が，中央値が大きい。 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ 18÷120＝0.15 

問２ 農家A，農家Bの資料の中央値が入っている階級を

比較する。 

 

修 [２次方程式，１次関数，関数 y＝ax2] 

【学校裁量問題選択校では州になります。】 
 

問１ 0≦y≦32  問２ a＝   

問３ (解答例) 

   B(4，16)，C(0，16)，P( t ，t 2)より，△BCPの

面積は 

   4×(16－ t 2)×  ＝14  
         16－ t 2＝7 

           t 2＝9 

           t ＝±3 

  －2＜ t ＜4 より，t ＝3  
――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ x＝0 のとき 

  yは最小値 y＝0 

   x＝4 のとき 

  yは最大値 y＝32 

  よって，yの変域は 

   0≦y≦32 

1   
4 

1    
5 

x＋y＝7 … ① 

3x－y＝－3 … ② 

A B 

O 

P 

1    
4 

9    
36 

1    
2 

1  
2

x 

y 

O －2 4 

32 

8 



平成 30 年度 

問２ A(－2，4a)，B(4，16a) 

  2点A，Bを通る直線の傾きが1なので  
        ＝1  
       12a＝6  
        a＝    
問３ 

 

 

 

 

 

 
 

  上のグラフで，△BPCの底辺を線分BCとすると，

点B(C)とPのy座標の差が高さになる。△BPCの面

積が14なので 

   4×(16－ t 

2)×  ＝14  
 

愁 [円周角と中心角，相似，中点連結定理] 

【学校裁量問題選択校では修になります。】 

問１ 4cm 

問２ (解答例)  

  △CDEと△OFEにおいて 

   ∠CED＝∠OEF(対頂角) … ①  
   ∠OBC＝  ∠AOC(円周角の定理)   
   ∠AOF＝  ∠AOC(線分OFが∠AOCの2等分線)  
   よって，∠OBC＝∠AOF …  ② 

   したがって，BC//OF … ③ 

   ③より，∠ECD＝∠EOF(錯角) …  ④ 

  ①，④より，2組の角がそれぞれ等しいので 

   △CDE∽△OFE 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ BD＝DC，BO＝OA(半径) より，△ABCで中点

連結定理より 

   AC＝2OD＝2×2＝4(cm) 

問２ ∠OBC＝∠AOF …  ②  を三段論法で導く。 

  ②より，同位角が等しいので，BC//OF … ③ 

  ③より，錯角が等しいので，∠ECD＝∠EOF …  ④ 

  これを利用して，△CDE∽△OFE  を証明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

愁 [式の計算，連立方程式の応用，１次関数，相似，三平

方の定理] 

【学校裁量問題】 

問１ (１) 30n－37  

   (２) (解答例) 
 

    (方程式)           
 

    ②を整理して，x－2y＝－5 … ②´ 

    ①を②´に代入して 

     ( y＋2)－2y＝－5 より，y＝7 

    ①に y＝7 を代入して 

     x＝7＋2＝9 

問２ (１) Q(0，－2) 

   (２) (解答例) 

    △BOAの面積は，5×4×  ＝10 
 

    点Pが点Oの位置にあるときの点Qを点Cとし，点

Pが点Aの位置にあるときの点Qを点Dとすると，

△BOA∽△BCD より 

     △BOAの面積：△BCDの面積＝52：72  
    よって，△BCD＝   
 

    したがって，求める面積は 
 

       －10＝   
  

問３ (１) 4cm  (２)    cm 
 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ (１) 各階を移動している時間の合計は 

     1階からn階まで上昇する間 … 8(n－1) (秒) 

     n階から1階まで下降する間 … 8(n－1) (秒) 

    よって，1階からn階まで上昇し，n階から1階ま

で下降するときにかかる時間の合計は 

     8(n－1)＋8(n－1)＝16n－16 (秒) … ア 

    各階で停止している時間の合計は 

     1階からn階まで各階で停止する時間と，n階

から1階まで各階で停止する時間の合計 

 … 7(n－2)＋7(n－2) (秒) 

     n階で停止 … 7秒 

    よって，1階からn階まで各階で停止し，n階で7

秒停止し，n階から1階まで各階で停止するとき

にかかる時間の合計は 

     7(n－2)＋7＋7(n－2)＝14n－21 (秒) … イ 

    ア，イより，Aが上昇し始めてから，1階に戻る

までの時間は 

     (16n－16)＋(14n－21)＝30n－37 (秒) 
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   (２) 階を1つ上昇，または下降するときの時間は，

Bの方がCより2秒長く設定されている 

     x＝y＋2 … ① 

    Bの点検にかかる時間の合計は 

     x×(10－1)＋(10－2)×7＝9x＋8×7 (秒) 

    Cの点検にかかる時間の合計は 

     y×(10－1)＋11＋y×(10－1) 

＝2×9y＋11 (秒) 

    B，Cの点検にかかった時間が等しい 

     9x＋8×7＝2×9y＋11 … ② 

問２ (１) 点Pが点Oの位置にあるとき，点Qは直線BP上

にあるので，y軸上の点(y＜0)である。△OAB，

△OAQの底辺をそれぞれ線分BO，線分QOとす

ると，2つの三角形の高さが等しいので，面積の

比は底辺の比と等しくなる。 

     BO：QO＝5：2 

    B(0，5)より，Q(0，－2) 

   (２)  

 

 

 

 

 

 

 
 

    上のグラフで，点Pが点Oの位置にあるときの点

Qを点Cとし，点Pが点Aの位置にあるときの点Q

を点Dとする。点Qは常に BP：QP＝5：2 となる

ように移動するので 

     BO：CO＝BA：DA＝5：2 

    よって，OA//CD 

    △BOA∽△BCD で，相似比が 5：7 なので 

     △BOAの面積：△BCDの面積＝52：72 

問３ (１) 底面の正方形ABCDの対角線の交点をEとす

ると，△ABEで 1：1： 2  の比より 

     BE：AB＝1： 2 ＝BE：4 

             BE＝2 2 (cm) 

    △OBDで 1：1： 2  の比より 

     OD：OB＝1： 2 ＝2 2 ：OB 

             OB＝4(cm) 

   (２) 辺AD，BCの中点をそれぞれP，Qとし，点P

から線分OQにひいた垂線と線分OQの交点をR

とすると 

     AH＝PR … ① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (1)より，△OADは1辺の長さが4cmの正三角形

なので，△OAPで 1：2： 3  の比より 

     AP：OP＝1： 3 ＝2：OP 

             OP＝2 3 (cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    上の図のように，△OPQで，線分QRの長さを

xcmとする。PR2を△PQR，△PROの三平方の定

理を利用して，2通りの式で表すと 

     42－x2＝(2 3 )2－(2 3 －x)2 

     16－x2＝12－(12－4 3  x＋x2) 

      4 3 x＝16  
        x＝   (cm) 
 

    線分PRの長さは，△PQRで三平方の定理より 
 

     PR2＋     ＝42 
  
       PR2＝16－  ＝   
  
    PR＞0 より，PR＝   (cm) 
  
    ①より，AH＝PR＝   (cm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《平成30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 97.4 問１ 3 63.9

問１ (2) 2 80.7 問２ 3 35.9

 (3) 2 86.0

修 

問３ 4 23.1

問２ 3 79.3 問１ 3 73.1

問３ 2 52.3
愁 

問２ 5  9.0

問４ 3 81.4     

問５ 3 64.3 問１ (1) 3  8.4

宗

問６ 3 33.7  (2) 4 11.5

問１ 3 86.3 問２ (1) 3 22.7

問２ 4 58.5  (2) 4  2.6

問３ 3 54.8 問３ (1) 3 76.1
就

問４ 4 40.0

愁 

 (2) 4  1.0

問１ 3 71.2     
州

問２ 4 12.9     

       

  標準問題合格者平均点 29.2 点 

  学校裁量問題合格者平均点 31.5 点 
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宗 [小問集合] 

問１ (１) アジア(州) 

   (２) 南極(大陸) 

   (３) Ⅰ群…ア，Ⅱ群…キ 

問２ (１) 聖徳太子[戸皇子，戸皇子] 

   (２) Ａ (古)ウ→イ→ア(新) 

     Ｂ (古)イ→ウ→ア(新) 

     Ｃ (古)ア→イ→ウ(新) 

問３ (１) 記号…イ，語句…基本的人権 

   (２) ②ウ，③イ，④エ，⑤ア 

   (３) リンカン[リンカーン] 

問４ (１) 城下(町) 

   (２) 東北(地方) 

   (３) ハザードマップ[防災マップ] 

   (４) リアス(海岸) 

問５ (１) 綿(織物) 

   (２) ガンディー 

   (３) 冷たい戦争[冷戦] 

問６ (１) 間接(税) 

   (２) 日本(銀行) 

   (３) 国際人権(規約) 

   (４) 南南(問題) 

  【解説】                    

問１ (１) Ｘの国は，アジア州の中の東南アジアに含ま

れるミャンマー。 

   (２) 略地図１のＡはアフリカ大陸，Ｂはユーラシ

ア大陸，Ｃはオーストラリア大陸，Ｄは北アメ

リカ大陸，Ｅは南アメリカ大陸。略地図１にえ

がかれていない南極大陸は，どこの国の領土に

も属していない。 

   (３) Ｙの国は，温帯の中の地中海性気候に属する

イタリア。したがって，Ⅰ群からはアを選ぶ。

また，この国では，壁が石で造られている住居

が多く見られるので，Ⅱ群からはキを選ぶ。 

問２ (２) Ａ アは江戸時代，イは室町時代，ウは飛鳥

時代。 

     Ｂ アは明治時代，イは平安時代，ウは江戸

時代。 

     Ｃ アは弥生時代，イは飛鳥～平安時代，ウ

は安土桃山～江戸時代。 

問３ (１) 日本国憲法は1946年11月３日に公布され，翌

年の５月３日に施行された。 

   (３) 1861年におきた南北戦争では，リンカ(ー)ン

が大統領として北部を指揮し，1865年にこの内

戦に勝利した。 

問４ (１) ｢城の周辺に家臣や商人などが集められて｣か

ら城下(町)と判断する。 

   (２) Ａは東北地方に含まれる山形県。 

問５ (２) ガンディーは，イギリスによる塩の専売に抗

議して，自ら塩を作るために，海までの約380km

を徒歩で行進した(塩の行進)。これを機に，イ

ンド各地に非暴力・不服従の運動が広がった。 

   (３) 冷たい戦争(冷戦)は，1989年のマルタ会談で

米ソ首脳が終結を宣言した。 

問６ (１) 税金を納める人(納税者)と税金を実際に負担

する人(担税者)が一致する税を直接税といい，

所得税や法人税などがこれに当たる。 

   (２) 日本銀行のおもに，日本銀行券を発行する発

券銀行，国が資金を出し入れする政府の銀行，

一般の銀行(市中銀行)に対して資金の貸し出し

や預金の受け入れをする銀行の銀行という役割

を果たしている。 

   (４) 先進工業国と発展途上国の間で経済格差が広

がっている問題のことを南北問題という。 

 

就 [弥生時代～現代までの農業・土地制度史] 

問１ イ 

問２ (例) 現金で納める 

問３ (１) エ，(２) ア 

問４ 口分田 

問５ ウ 

問６ (１) ア，(２) ア 

問７ (古) Ｅ→Ｄ→Ａ→Ｃ→Ｂ(→Ｆ) (新)  

  【解説】                    

問１ 下線部①の正長の土一揆がおきたのは室町時代の

中期。アは鎌倉時代，イは室町時代，ウは安土桃山

時代，エは奈良時代。したがって，イを選ぶ。 

問２ 文の前後とのつながりを考え，｢現金で納める(金

納する)｣という内容を書くことが記述のポイント。 

問３ (２) 九十九里浜は，千葉県房総半島東岸にある，

太平洋に面した海岸なので，略地図のアを選ぶ。

また，イは伊豆半島，ウは能登半島，エは志摩

半島。 

問４ ｢班田収授法により朝廷から与えられた土地｣であ

ることから，   には口分田が当てはまる。 

問５ ア 縄文土器：縄文時代につくられた，縄目の文

様がついた土器。 

   イ 土偶：縄文時代の人々が，自然の豊かな実り

を願ってつくった土製品。 

   ウ 銅鐸：縄文時代末期に，稲作とともに朝鮮半

島から伝わった青銅器(正解)。 

   エ 富本銭：飛鳥時代末期につくられた，日本で

最初の銅銭。 

問７ カードＡは室町時代，カードＢは明治時代，カー

ドＣは江戸時代，カードＤは奈良時代，カードＥは

弥生時代，カードＦは昭和時代。したがって，Ｅ→

Ｄ→Ａ→Ｃ→Ｂ(→Ｆ)が正解。 

 

州 [国民生活と政治・経済] 

問１ Ａ…ア，Ｂ…ウ，Ｃ…オ 

問２ (例) 憲法によって，国家の権力を制限し，人々の

権利を守る考え方のこと。 
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問３ ア，エ，オ 

問４ 資本 

問５ (１) 男女共同参画社会基本(法) 

   (２) ウ 

問６ ウ 

  【解説】                    

問１ イの内閣総理大臣の指名が，ウの条約の承認とオ

の予算の議決と異なるのは，参議院が衆議院の可決

したものを受け取った後，30日以内ではなく10日以

内に議決しない場合ということである。エの内閣不

信任決議は衆議院のみで行うことができる事項。カ

の予算の先議は，予算は衆議院が先に審議するとい

う事項。 

問２ ｢国家の権力を制限する｣，｢人々の権利を守る｣と

いう２つの内容をまとめることが記述のポイント。 

問３ イのレアメタルは，クロムやコバルトなどの希少

金属。ウのフロンガスは，オゾン層の破壊や地球温

暖化の原因となっている，フッ素や塩素などを多く

含む化合物の総称。 

問５ (２) アはスウェーデン，イはアメリカ，ウは日本

を示している。かつての日本では，女性は就職

した後，結婚・出産・育児のために一度仕事を

やめ，育児に手がかからなくなってから再び仕

事を始めることが多かった。法律などを整備し

て，女性が働きやすい環境づくりを進めている

が，現在でも他の国と比べると，20歳代後半か

ら30歳代後半までの女性の労働力人口は少ない

傾向にある。 

問６ ア 2001年の分担率の高い３つの国は，アメリカ，

日本，ドイツなので誤り。 

   イ 日本の分担率は，2016年では2001年のおおよ

そ半分になっており，また，分担額もおおよそ

１千万ドル増加しているが，１億ドル増加はし

ていないので誤り。 

   ウ アメリカの分担率は，2016年，2001年ともに

22.0％と変わっておらず，また，分担額もおお

よそ3.1億ドル増加しているので正しい。 

   エ 中国の分担率は，2016年では2001年のおおよ

そ５倍となっているが，分担額はおおよそ11倍

で，20倍以上にはなっていないので誤り。 

 

修 [世界の諸地域，日本の諸地域] 

掘 

問１ 受験者全員に２点与える 

問２ ａ…仏(教)，ｂ…キリスト(教)，ｃ…イスラム(教) 

問３ エ 

 

窟 

問１ ①…択捉(島)，②…ウ 

問２ あの県…ｂ，作物…イ 

問３ 記号…ア，内容… (例) 重量の軽いもの 

 

  【解説】                    

掘 

問２  ａ は東南アジア・東アジア中心に広がってい

るので仏教， ｂ はヨーロッパ中心に広がってい

るのでキリスト教， ｃ は西アジア・北アフリカ

中心に広がっているのでイスラム教。 

問３ 略地図のＡはサウジアラビア，Ｂはロシア(連邦)，

Ｃはオーストラリア。 

  Ｘ 輸入先に，Ａやアラブ首長国連邦があることか

ら原油。 

  Ｙ 輸入先の第１位であるＣの割合が60％以上を占

めていて，また，第２位がインドネシアであるこ

とから石炭。 

  Ｚ 輸入先にＣやカタール，マレーシアがあること

から液化天然ガス。 

窟 

問１ 北方領土は，択捉島，国後島，色丹島，歯舞群島

からなる日本固有の領土であるが，現在はロシア連

邦が不法に占拠している。また，日本の位置を緯度

や経度で表すと，東西はおよそ東経122～154度，南

北はおよそ北緯20～46度の間になる。 

問２ 表のａは米，りんごの収穫量が最も少ないことか

らえの宮崎県。ｂはりんごの収穫量が最も多いこと

からあの青森県。ｃは米の収穫量が最も多いことか

らいの新潟県。ｄは普通畑(穀類や豆類，いも類，野

菜類などを栽培する畑)の面積が最も広く，りんごの

収穫量が２番目に多いことからうの長野県。したが

って，あにはｂが当てはまる。また，うの長野県が

最も収穫量が多い(長野県は高原野菜の産地として

知られる)ことから，   にはイが当てはまる。 

問３ 空港の輸出総額の内訳なので，半導体等電子部品

の割合が高い，アのグラフを選ぶ。また，   に

は，文の前後とのつながりを考え，さらに指定語句

である｢重量｣を使って，｢重量の軽いもの｣という内

容を書くことがポイント。 

 

《平成30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 77.4 問１ 2 35.6

(2) 1 86.4 問２ 2 70.6問１

(3) 1 64.8 問３ 2 24.8

(1) 1 86.3 問４ 2 61.4

Ａ 1 56.4 問５ 1 70.3

Ｂ 1 68.7 問６ 2 66.9
問２

(2)

Ｃ 1 72.9

就 

問７ 2 36.2

(1) 1 67.0 問１ 2 12.5

(2) 1 55.3 問２ 3 19.5問３

(3) 1 68.9 問３ 2 63.6

(1) 1 68.1 問４ 1 35.2

(2) 1 89.6 (1) 2 41.1

(3) 1 88.7
問５ 

(2) 1 66.6
問４

(4) 1 92.1

州 

問６ 2 62.5

(1) 1 49.0 問１ 2  

(2) 1 72.4 問２ 2 73.5問５

(3) 1 81.3

Ａ 

問３ 2 57.4

(1) 1 66.3 問１ 2 65.4

(2) 1 78.2 問２ 2 44.5

(3) 1 37.6

修 

Ｂ 

問３ 3 52.7

宗

問６

(4) 1 48.4 合格者平均点 35.8点 
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宗 [小問集合] 

問１ (１) ①被子  (２) ②マグマ 

   (３) ③ひげ根  (４) ④震央 

   (５) ⑤力学的エネルギー  (６) ⑥主要動 

   (７) ⑦融点   (８) ⑧受精 

問２ 対流   

問３ ア，オ 

問４ ア，エ   

問５ 右図 

問６ ９g 

問７ 40W 

  【解説】                    

問５ 北の空の星は，反時計回りに１時間15度動いて見

えるので，４時間では｢４時間×15度＝60度｣動いて

見える。 

問６ 硝酸カリウム水溶液の質量をxgとすると， 

     ×100＝10％ より，xg＝10g 

  よって，加えた水の質量は硝酸カリウムの質量を引

いて，10g－１g＝９g 

問７ 仕事率[W]＝     ＝      ＝40W 

 

就 [天気とその変化] 

問１ ①11 ②12 ③イ  問２ ①5.8 ②11 

問３ (１) 雲の写真 最初…Ｚ 最後…Ｙ 

     雲の名称 最初…ウ 最後…ア 

   (２) ①２ ②イ ③ク 

  【解説】                    

問１ ①② タオルの質量の減少量は次の通り。 

 

 

 

 

問２ ① 12時の空気１m3中に含まれていた水蒸気量 

    ＝14.5g/m3×0.40＝5.8g/m3 

   ② ３℃の飽和水蒸気量は5.9g/m3なので，水蒸

気量が5.9g/m3よりも大きければ水滴がつく。 

    10時…13.6g/m3×0.39＝5.304g/m3 

    11時…15.4g/m3×0.39＝6.006g/m3 

    13時…12.1g/m3×0.46＝5.566g/m3 

問３ (１) Ａ市に近づいているのは温暖前線である。温

暖前線が近づくと｢巻雲(Ｚ)→巻層雲→巻積雲

→高積雲(Ｘ)→高層雲→乱層雲(Ｙ)｣の順に雲

ができる。 

   (２) ① 湿度が高いほど雲はできやすいので，図

４から２km周辺が正答となる。 

     ② 温暖前線の接近によって雲の高さは低く

なる。 

     ③ 図４は２日目９時(図２)のときのもので

ある。２日目21時(図３)には，２日目９時

のときよりも温暖前線が近づくので雲がで

きる(湿度が100％になる)高さが低くなる。 

 

州 [化学変化とイオン] 

問１ (１) ①Na＋ ②Cl－ ③電解質  (２) ウ 

   (３) ①水酸化ナトリウム水溶液 ②ア 

問２ (１) オ  (２) オ  (３) 0.09g 
  【解説】                    

問１ (３) ① BTB溶液が青色に変化したことから，こ

の水溶液はアルカリ性であるとわかる。

よって，水溶液Ｐは水酸化ナトリウム水溶

液である。 

     ② アルカリ性の性質を生じさせるのは水酸

化物イオンである。水酸化物イオン(OH－)

は陰イオンなので，電圧を加えると陽極側

に移動する。 

問２ (１) 試験管Ｂでははじめアルカリ性だが，やがて

中性，酸性となる。はじめの試験管Ｂのイオン

を図①のように表すと，水溶液Ｑ(塩酸)を加え

たようすは図②～④のように表すことができる。

水溶液Ｑ(塩酸)を加えたとき，中和が起こり，

水酸化物イオンと水素イオンは結びついて水に

なる(H＋＋OH－→H2O)。これより，中性になる

までは陰イオンの数は変化せず，中性になって

以降は陰イオンの数が増えることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (２) ｢５cm3の水溶液Ｑ中｣では，中和もマグネシ

ウムとの反応も行われていないので，水素イオ

ンの数(N3)は最も多い。｢Ｅの水溶液中｣では，

表でマグネシウムが0.10gすべて残っているこ

とから完全に中和されていることがわかるので，

水素イオンの数(N2)は０個。｢Ａの水溶液中｣で

は，｢５cm3の水溶液Ｑ中｣の水素イオンの一部

が中和によって水になっている。 

   (３) 反応したマグネシウムの質量は次の通り。 

     試験管Ａ          g 

     試験管Ｂ…0.10g－0.02g＝0.08g 

     試験管Ｃ…0.10g－0.05g＝0.05g 

     試験管Ｄ…0.10g－0.08g＝0.02g 

１g 
xg 

仕事[J]
時間[秒]

100N×0.8m 
２秒 

－0.03g

－0.03g

10 時 11 時 12 時 13 時 14 時

207g 193g 177g 163g 151g 

－14g －16g －14g －12g
Na＋ OH－

Na＋ OH－

Na＋ OH－ 

Na＋ OH－ 

H＋  Cl－ 

Na＋ OH－ 

Na＋ OH－ 

H＋  Cl－ 

H＋  Cl－ 

Na＋ OH－

Na＋ OH－

H＋  Cl－
H＋  Cl－
H＋  Cl－

図① 図② 図③ 図④ 

アルカリ性 アルカリ性 中性 酸性 
↓ 

陰イオン

２個 

↓ 

陰イオン 

２個 

↓ 

陰イオン 

２個 

↓ 

陰イオン

３個 



平成 30 年度 

    これより，0.03gずつ小さくなっているので，

試験管Ａで十分な量のマグネシウムがあれば，

  g＝0.08g＋0.03g＝0.11gのマグネシウム

が反応する。したがって，マグネシウムをさら

に0.10g加えたとき，残ったマグネシウムの質

量は，0.20g－0.11g＝0.09gとなる。 

 

修 [動物の世界] 

問１ (１) ①イ ②イ   (２) ウ 

問２ (１) ①鼓膜 ②うずまき管 部分…Ｄ  

   (２) 時間…0.34 秒 理由…ウ 

   (３) １回目…エ ５回目…ウ 

  【解説】                    

問２ (２) 表から計測時間は，1.49秒－0.81秒＝0.68秒

短くなっていることがわかる。これは太郎さん

と花子さんの２人分の記録なので，花子さん１

人では，0.68秒÷２＝0.34秒短くなっている。 

   (３) 実験[２]の１回目の計測時間 

    →｢ＡさんとＢさん｣ははじめての計測なので，

実験[１]の１回目の結果と同じ1.49秒かかる。 

    →｢太郎さんと花子さん｣では実験[１]の直後の

計測なので，実験[１]の５回目の結果と同じ

0.81秒かかる。 

    →よって，1.49秒＋0.81秒＝2.30秒かかる。 

     実験[２]の５回目の計測時間 

    →｢ＡさんとＢさん｣も｢太郎さんと花子さん｣と

同様に0.81秒となるので，0.81秒×２＝1.62

秒となる。 

 

愁 [力のはたらき] 

問１ (１) ①0.8 ②0.24  (２) 27cm3 

   (３) 水：食塩水＝５：６  (４) ①1.6 ②１ 

問２ 物体Ｂ…ウ 物体Ｃ…エ 

  【解説】                    

問１ (１) ① 物体Ａにはたらく重力の大きさは，水中

でも変化しない。 

     ② 物体Ａを水そうＹに沈めていき，液面か

ら物体Ａの下の面までの距離が２cmに

なったとき，ばねばかりの示す値は0.56N

なので，浮力＝0.8N－0.56N＝0.24N 

   (２) 液面から物体Ａの下の面までの距離が３cm

以上のとき，ばねばかりの示す値は変化しなく

なる。よって，液面から物体Ａの下の面までの

距離が３cmのとき，物体Ａは完全に水の中に

入った(物体Ａの１辺が３cm)ことがわかる。物

体Ａは立方体なので， 

     体積＝３cm×３cm×３cm＝27cm3 

   (３) 物体Ａを完全に水の中に入れたとき，物体Ａ

にはたらく浮力の大きさは，次の通り。 

    水そうＸ…0.80N－0.50N＝0.30N 

    水そうＹ…0.80N－0.44N＝0.36N 

     物体にはたらく浮力の大きさは，その物体が

おしのけた分の液体の重さに等しくなる(アル

キメデスの原理)。下線部は，水そうＸでは｢水

27cm3の重さ｣，水そうＹでは｢食塩水27cm3の重

さ｣である。よって， 

     水27cm3の重さ：食塩水27cm3の重さ 

    ＝  0.30N  ：  0.36N  

    ＝   ５   ：   ６ 

     したがって，水１cm3と食塩水１cm3の質量の

比も５：６となる。 

   (４) ① 図５のように，つくる角の大きさを60度

にしたとき，物体Ａにはたらく重力とつり

合う力を，ばねばかりの方向に分解すると，

その分力は重力と等しくなる。 

     ② 液面から物体Ａの下の面までの距離が６

cmとなったとき，ばねばかりの示す値は

0.50Nである。よって，0.50N×２＝1.0N 

問２ 物体ＢとＣの体積は物体Ａの２倍なので，物体Ｂ

とＣが完全に水の中に入ったときの浮力の大きさは，

物体Ａの２倍(0.3N×２＝0.6N)。また，物体Ｂと

Ｃの重さは0.8N×２＝1.6Nである。これらより，

物体ＢとＣを完全に水の中に入れたとき，ばねばか

りが示す値は1.6N－0.6N＝1.0Nである。 

   物体Ｂが完全に水の中に入るのは，液面から物体

の下の面までの距離が３cmのときであり，このとき

ばねばかりの示す値は1.0Nになる。同様に，物体Ｃ

が完全に水の中に入るのは，液面から物体の下の面

までの距離が６cmのときであり，このときばねばか

りの示す値は1.0Nになる。 

 

 

 

《平成30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 85.1 ① 

(2) ② 1 83.2 ② 

(3) ③ 1 81.6

(1) 

③ 

2 60.7

(4) ④ 1 73.2 (2) 1 18.7

(5) ⑤ 1 77.4 ① 

(6) ⑥ 1 83.7

問１ 

(3) 
② 

2 40.3

(7) ⑦ 1 74.1 (1) 2 18.5

問１

(8) ⑧ 1 66.2 (2) 2 30.1

問２ 1 50.1

州 

問２ 

(3) 2 6.8

問３ 1 36.4 ① 

問４ 2 49.5
(1) 

② 
1 68.3

問５ 2 39.7

問１ 

(2) 2 82.7

問６ 2 42.5 ① 

宗

問７ 2 41.4 ② 

① 

(1) 

部分 

2 57.4

② 時間 問１

③ 

2 54.1
(2) 

理由 
2 4.5

① 1回目 
問２

② 
3 16.2

修 

問２ 

(3) 
5回目 

3 10.4

写真 ① 1 52.5
(1)

名称
2 12.5 (1) 

② 1 39.8

① (2) 2 16.9

② (3) 2 16.2

就

問３

(2)

③

3 14.9

① 

   

問１ 

(4) 
② 

2 3.2

   物体Ｂ 

   

愁 

問２ 
物体Ｃ 

3 9.8

        

  合格者平均点 22.3 点 
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宗 [リスニング問題] 

問１ No.1 イ  No.2 エ  No.3 ウ 

問２ No.1 ア  No.2 ウ  No.3 エ 

問３ No.1 イ  No.2 ア  No.3 エ 

  【放送台本】                  

問１ No.1の問題 

Ａ： Ayaka, you’re playing the piano very well. 

Ｂ： Thank you, Mike.  I like to play the piano.  Do 

you play it? 

Ａ： No, I don’t.  But I play the drums. 

Question： What does Ayaka like to play? 

問１ No.2の問題 

Ａ： Peter, it’s raining outside. 

Ｂ：Oh, I have a soccer game tomorrow morning, Yoko.  

Do you know how the weather will be tomorrow? 

Ａ：The news says it’ll be cloudy in the morning and 

sunny in the afternoon. 

Ｂ：Good.  I hope you’ll come and see my game. 

Question： How will the weather be when Peter has 

his soccer game? 

問１ No.3の問題 

Ａ： Please look at this picture, Miki.  I went to New 

York with my brother and his friends last year. 

Ｂ：You’re wearing a nice cap, Tom.  Which boy is your 

brother?  Is he sitting on the bench? 

Ａ：No, he’s my brother’s friend, John.  My brother is 

standing between John and me.  The boy wearing 

a black T-shirt is my brother’s friend, Alex. 

Ｂ：Everyone looks happy in this picture. 

Question： Which boy is Tom’s brother? 

問２ No.1の問題 

 Kota： Hi, Jane.  Thank you for giving me the CD.  

I’ve listened to it many times. 

 Jane： Oh, I’m happy to hear that.  How is it? 

 Kota： (チャイム音) 

問２ No.2の問題 

 Kota： You didn’t come to today’s meeting after lunch, 

Jane.  Where were you? 

 Jane： I’m sorry, Kota.  I was writing a letter in the 

computer room.  Do you know when the next 

meeting will be held? 

 Kota： (チャイム音) 

問２ No.3の問題 

 Kota： Jane, we’re going to study science together at 

the library after school, but my English 

teacher asked me to come to the teachers’ 

room. 

 Jane： OK.  I really need your help to finish my 

science homework today.  So, can I wait for 

you at the library? 

 Kota： (チャイム音) 

問３の問題 

  Last month, a boy from New Zealand stayed at my 

house for a week.  His name is David.  He is fifteen 

years old and a member of the New Zealand 

traditional dance team. 

  During his stay, David danced at the festival in my 

town.  I was surprised to see his dance because it was 

very exciting.  At my house, David and I talked about 

the dance.  David started dancing when he was five 

years old.  He learned a lot about the culture and the 

history of New Zealand through dancing.  David 

asked me many questions about Japanese culture, but 

I couldn’t answer some of them. 

  After talking with David, I thought how I should 

learn more about my country.  I found that one of the 

best ways is to do a traditional Japanese sport.  So, I 

started Kendo this month.  In the future, I’d like to 

go to foreign countries to tell people about Japanese 

culture through it. 

Questions 

No.1： What was Taichi surprised to see during 

David’s stay? 

No.2：How long has David danced his country’s 

traditional dance? 

No.3：What does Taichi want to do in the future? 

 

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) after  (２) matter 

問２ (１) seven  (２) north 

問３ (１) cup  (２) bag  (３) watchなど 

   (４) riding 

問４ (１) get up at  (２) fast as you 

   (３) is loved by many 

   (４) which train I should 
  【解説】                    

問１ (１) ｢わたしのあとで繰り返しなさい｣と考える。

after｢～のあとで，の｣，before｢～の前に，の｣，

under｢～の下に，の｣，in｢～の中に，の｣ 

   (２) 《What’s the matter?》｢どうしたのですか｣。

《What’s up?》も｢どうしたのですか｣という意味

を表すが，冠詞theを使わないことに注意。 

問２ (１) ｢１週間には   日ある｣という文。ten｢10｣，

seven｢７｣，seventeen｢17｣，eleven｢11｣ 

   (２) ｢北海道は日本の   にある｣という文。

west｢西(部)｣，south｢南(部)｣，house｢家｣，

north｢北(部)｣ 
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問３ (１) ｢(カップ１杯の)コーヒーはいかがですか｣｢も

ちろん(いただきます)｣という会話。《Would you 

like ～?》｢～はいかがですか｣，《a cup of ～》

｢カップ１杯の～｣ 

   (２) ｢あなたはわたしのペンがどこにあるか知って

いますか｣｢あなたのバッグを調べなさい｣という

会話。 

   (３) ｢あなたは夕食後に何をしますか｣｢わたしはよ

くテレビを見ます｣という会話。 

   (４) ｢その少年は今何をしていますか｣｢彼は自転車

に乗っています｣という会話。疑問文が現在進行

形《is[am / are]＋動詞の～ing形》｢～している

(ところだ)｣なので，答えの文も現在進行形にす

る。ride｢～に乗る｣などの発音しないeで終わる

動詞は，eをとってingをつける。 

問４ (１) 《get up》｢起きる｣，《at＋時刻》｢～時に｣ 

   (２) 《as＋原級＋as …》｢…と同じくらい～｣ 

   (３) ｢(…によって)～される，～された｣は受け身

《be動詞＋過去分詞 (by＋行為者)》で表す。 

   (４) ｢(疑問詞)～なのか｣は間接疑問文《疑問詞＋

主語＋(助)動詞 …》で表す。《which＋名詞》｢ど

の～，どちらの～｣の語順に注意。 

 

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 to  問２ イ 

 問３ (例) She wants to make people’s lives in 

developing countries better. 

窟問１ (１) イ  (２) エ 

 問２ (例) I usually take a bath for twenty minutes. 
  【掘全文訳】                  

 わたしにはニナというおばがいます。わたしはこの前

の夏に彼女から手紙を受け取りました。それには，彼女

がコーヒーショップを開店したと書いてありました。わ

たしはそこを訪れるのを楽しみに待ちました。 

 空港で，わたしは彼女と会ってとてもうれしかったで

す。わたしたちが彼女の家に行く前に，ニナはわたしを

彼女の店に連れていきましたが，それは閉まっていまし

た。彼女はわたしにほほえんで｢夏には多くのお客さんが

コーヒーを飲むのを楽しむために来ましたが，冬の間は

お客さんの数が減りました。それでわたしは今，自分の

店を閉めなければならないのです。思っていたよりも厳

しいですが，わたしは今度の夏に再び店を開けるつもり

です｣と言いました。 

 わたしの滞在の最終日に，ニナはわたしに彼女の夢に

ついて話しました。彼女は発展途上国からチョコレート

やコーヒー豆のような多くの種類の食べ物を買いたいの

です。彼女はまた適正な価格でそれらを売りたいのです。

彼女はわたしに｢発展途上国の人々の生活をよりよくする

ことがわたしの夢なのです｣と言いました。今度の夏に、

わたしはニナの仕事を手伝いたいです。 
  【窟全文訳】                  

しらかば湯 

■お知らせ 

月－金 大人 

９時－21時 (12歳以上) 
440円

土・日・祝 子ども 

営業

時間

９時－23時 (６－11歳) 
140円

  子ども 

  

料金 

(０－５歳) 
70円 

◎毎月26日：子ども無料／｢レモン風呂｣の日 

■ふろを楽しむために 

◎服はすべて脱いでください。   

◎タオルは浴そうから出しておいてください。 

◎服を洗ってはいけません。 

◎走ってはいけません。 

  【解説】                    

掘問１ 直前のgladは｢うれしい｣という意味を表す形容

詞。感情を表す形容詞の後ろに不定詞《to＋動詞の

原形》を続けると｢～して｣という感情の原因を表す。 

 問２ 直前の２文で夏は多くのお客さんが来たが冬に

なってお客さんが減って店を閉めなければならな

いことが書かれていること，but以降で今度の夏

に再び店を開くつもりだとあることから，イ｢思っ

ていたよりも厳しい｣が入ると判断する。なお，ア

は｢冬は夏よりもよい｣，ウは｢すべてがわたしにとっ

てよいことだ｣，エは｢わたしの店の周りの人々は

友好的だ｣という意味で，すべてbut以降とのつな

がりが不自然である。 

 問３ ｢ニナはなぜ適正な価格で発展途上国からの多く

の種類の食べ物を売りたいのですか｣という質問。

本文下から２～４行目に適正な価格で発展途上国

の多くの種類の食べ物を売りたいという内容があ

り，その直後で｢発展途上国の人々の生活をよりよ

くすることがわたしの夢なのです｣と言っているの

で，この部分をまとめる。模範解答のように

(Because) She wants to ～.｢彼女は～したいから

です｣という形で書くほかに，本文の表現を使って

(Because) ～ is her dream.｢～が彼女の夢だか

らです｣という形で答えてもよいが，本文中の人称

代名詞myをherにかえることに注意。《make＋Ａ

＋Ｂ》｢ＡをＢにする｣，ここでのlivesは名詞life｢生

活｣の複数形。 

窟問１ (１) ｢しらかば湯では，あなたは   できま

す｣という文。営業時間の表と一致するイ｢毎

日午前９時から風呂に入る｣が当てはまる。ア

｢上着を洗う｣とウ｢風呂に入るときに服を着て

いる｣は注意書きに反する。エ｢毎月最終日に

『レモン風呂』に入る｣は最終日ではなく，26

日である。 

    (２) ｢中学生の少年がお父さんと10歳の弟といっ



平成 30 年度 

しょに25日水曜日の午後７時にしらかば湯に

行きました。彼らの料金は   でした｣と

いう文。子どもが無料になる日ではないので，

料金の表より大人(12歳以上)が２人で880円，

６～11歳の子どもが１人で140円，合計1,020

円である。 

 問２ ｢あなたはふだんどのくらいの間風呂に入ります

か｣という質問。疑問詞の疑問文にはふつう《主語

＋動詞 ….》の形で答える。疑問文の主語がyouな

ので答えの文の主語はIにする。動詞は疑問文と同

じもの(take)を使い，時制も疑問文に合わせる(現

在形で答える)。usually｢ふつう，ふだん｣は一般

動詞の前(またはbe動詞の後ろ)におくが，答えの

文では省略してもよい。期間や時間の長さをたず

ねる疑問詞《how long》に対しては，おもに《for＋

時間・期間》｢～の間｣で答える。minute(s)｢分｣ 

 

修 [会話文] 

【学校裁量問題選択校では州になります。】 

問１ have  問２ ウ   

問３ (例) why can you speak English 

問４ English  問５ ウ，オ(順不同)   

問６ (例) want to play 
  【長文全訳】                  

アンドレ： すみません。あなたといっしょにこのリフト

に乗ってもいいですか。 

  大輔： もちろんです。あなたはどこの出身ですか。 

アンドレ： わたしはフランス出身です。わたしは５年間

毎年冬に日本に来ています。ここを訪れるの

は今回が初めてですが，このスキー場は日本

で最もよいものだとわたしは思います。わた

しは２週間ここに滞在しています。 

  大輔： ２週間ですか？ なんと長い滞在でしょう。 

アンドレ： フランスでは何日も仕事の休みをとることが

できます。わたしは海外旅行をすることが好

きで，日本はわたしのお気に入りの国です。

わたしは多くの種類のレストランに行くこと

も楽しみます。日本料理はすばらしいです。

それらはとてもおいしくて，美しく見えます。 

  大輔： ぼくの父はこの町でシェフをしています。 

アンドレ： 本当ですか。彼は何を料理するのですか。 

  大輔： この町には多くの種類の野菜を育てる農家が

います。また，このあたりで作られるチーズ

はとても有名です。ぼくの父はそれらの両方

を料理に使います。ぼくはラクレットがいち

ばん好きです。彼は多くの野菜に溶けたチー

ズをかけます，そして…。 

アンドレ： はは。フランスではそれをよく食べるので，

わたしはそれを知っていますよ。 

  大輔： 本当ですか。ぼくがそれがフランスで有名だ

とは知りませんでした。 

アンドレ： あなたのお父さんはそのことを知っていると

思いますよ。ところで，あなたはなぜそんな

に上手に英語を話すことができるのですか。

わたしは，あなたの英語がすばらしいと思い

ます。 

  大輔： ありがとうございます。多くの外国人が父の

レストランに来て，ぼくはそこでいつも彼が

注文を取るのを手伝うので，ぼくはとても一

生懸命に英語を勉強します。ぼくには彼らと

話す機会がたくさんあります。 

アンドレ： なるほど。昨日，何人かの日本人が日本語で

はなく英語でわたしと話しました。わたした

ちはおしゃべりを楽しんで，わたしはフラン

ス語ではなく別の言語で彼らと話してとても

うれしかったです。 

  大輔： いいですね。ぼくはもっと英語を勉強しなけ

ればなりません。 

アンドレ： ああ，わたしたちは頂上に着きますね。わた

しはあとであなたと話したいです。スキーの

あとで話すことはできますか。 

  大輔： もちろんです。 

  【解説】                    

問１ ２つ目の空欄の直後の動詞stayにedがついている

こと，どちらも文の終わりに《for＋期間を表す語句》

｢～の間｣があることに注目し，現在完了《have[has]

＋過去分詞》の継続用法｢(ずっと)～している｣の文で

あると判断する。なお，comeの過去形はcameだが，

過去分詞は原形と同じくcomeである。 

問２ themは｢彼らを(に)，それらを(に)｣という意味で

複数名詞を指す代名詞。下線部を含む１文が｢ぼくの

父はそれらの両方を料理に使います｣という意味であ

ること，この前の２文で野菜とチーズについて話し

ていることからウを指していると判断する。 

問３ 理由をたずねる疑問詞why｢なぜ｣の疑問文を作る。

文頭ではないので，大文字にしないことに注意。疑

問詞の後ろは疑問文の語順で続ける。ここでは空欄

のうしろにso well｢とても上手に，そんなに上手に｣

が続いているので，｢あなたは英語を話すことができ

るのですか｣という意味になるように助動詞canの疑

問文《can＋主語＋動詞の原形 …?》を作る。 

問４ anotherは｢別の，もう１つの｣，languageは｢言語，

ことば｣という意味である。よってhappy to talk with 

them in another language, not in Freanchで｢フラ

ンス語ではなく別の言語で彼らと話してうれしい｣

という意味である。直前の文にtalked with me in 

English, not in Japanese｢日本語ではなく英語でわ

たしと話した｣とあることから，英語のことを指して

いるとわかる。 

問５ ア ｢アンドレは日本料理を作るのが好きなので，
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ふだん休日の間に日本に滞在している｣，本文８

～９行目ほかを参照。レストランに行くのを楽

しむと言っているが，日本料理を作るのが好き

だという発言はない。 

   イ ｢アンドレはチーズと多くの野菜がラクレット

に使われていることを知らなかった｣，本文13

～17行目で知っていると言っている。 

   ウ ｢大輔は父のレストランで，父が注文をとるの

を手伝うためにとても一生懸命に英語を勉強す

る｣，本文下から８～10行目と一致する。 

   エ ｢大輔の父は自分の料理にこの町のあちこちで

作られるチーズを決して使わない｣，本文13～15

行目でそれらのチーズを使ってラクレットを作

ると言っている。 

   オ ｢大輔はスキーを終えたあとでアンドレと話す

つもりだ｣，本文下から１～３行目と一致する。 

問６ まず問題文の２～４行目より，空欄の直後のitが

雪合戦を指していることをおさえる。また，次の文

で｢だからわたしは再び冬に北海道を訪れます｣と書

いてあることから，空欄を含む１文が｢わたしはあな

たといっしょにそれ(雪合戦)をしたい｣といった内容

になるように英文を完成させればよいと判断できる。

｢～したい｣は《want to＋動詞の原形》のほかに，

《would like[love] to＋動詞の原形》や《hope to＋動

詞の原形》を使うこともできる。また，playのほかに

enjoy (playing)を使ってもよい。 

 

修 [エッセイ・自由英作文]【学校裁量問題】 

掘問１ (例) to make the pupils relaxed 

 問２ pupils understood what she wanted to tell 

 問３ エ→イ→ウ→ア→オ  問４ イ，オ(順不同) 

 問５ (例) have more time 

窟 (例) I’d like to go to a hospital.  I want to take 

care of sick people who need some help when 

they walk or eat lunch. 
  【掘長文全訳】                  

 こんにちは，みなさん。ぼくはあなたがたにぼくたち

英語部のメンバーが学校祭で行った活動について話した

いと思います。ぼくたちの部では毎年小学校の児童に英

語を教えます。今年は，児童たちはぼくたちの活動を楽

しんで，英会話を学びました。 

 学校祭の前に，ぼくたちは活動中に児童たちの緊張を

ほぐしたかったので，会議で今年の活動について話し合

いました。実際に，去年の活動に参加した児童たちはと

ても緊張していて，小さな声で英語を話しました。それ

でぼくたちは今年の活動中に彼らの緊張をほぐすための

よい方法について考えていました。会議中にメンバーの

１人のカオリがイギリスの｢赤い鼻の日｣を紹介しました。

彼女は日本の中学校に入学する前に６年間そこに住んで

いました。カオリはその日に人々が鼻に赤いボールをつ

けていたことを覚えていました。彼女はなぜ人々がそれ

をつけていたのかは知りませんでしたが，彼女と友だち

は赤いボールをつけることを楽しんで，自分たちの顔を

見たときに笑いました，なぜなら彼女たちはピエロのよ

うに見えたからです。日本に戻ってきたあとで，彼女は

イギリスの２人が笑いを通してアフリカの子どもたちを

助けるために約30年前に｢赤い鼻の日｣を始めたことを学

びました。彼らはピエロによって使われる赤い鼻が笑い

の象徴だと考えました。彼女の話はとてもおもしろかっ

たので，ぼくたちは活動に赤いボールを使うことを決めま

した。 

 活動の日に，ぼくたちは鼻に赤いボールをつけて教室

に入りました。ぼくは児童たちに｢こんにちは。はじめま

して。ぼくたちはあなたに英語を教えたいのです｣と言い

ました。児童たちはぼくたちを見たときに驚きましたが，

すぐに笑いました。それからぼくたちは彼らに赤いボー

ルをあげて，彼らにそれを自分の鼻につけるように言い

ました。児童全員がそれをつけてお互いを見たとき，彼

らは再び大声で笑いました。ぼくたちが｢元気ですか｣と

言ったとき，彼らは笑顔で大声で｢元気です｣と答えまし

た。カオリのアイディアのおかげで，児童たちは緊張が

ほぐれたように見えました。彼らは英語の歌を歌ったり，

自己紹介をしたりするなどして楽しみました。活動の終

わりにカオリは彼らに｢赤い鼻の日｣について話しました。

彼女が何を彼らに教えかったのかを児童たちが理解した

ことがわかって彼女はうれしそうでした。ぼくたちもう

れしかったです。 

 １週間後にぼくたちは活動に参加した少年から手紙を

受け取りました。彼はそれに英語で｢ぼくの名前はマサオ

です。ぼくは10歳です。ぼくはミナト市に住んでいます。

ぼくは英語が好きです。ありがとうございました｣と書き，

そして彼は手紙に赤い鼻をつけている人の絵を描きまし

た。その日にぼくたちが自己紹介のために教えた英語を

彼が覚えていたので，ぼくたちはうれしく感じました。

カオリは彼に来年また来てもらいたいと言い，ぼくたち

は彼女に同意しました。 

 ぼくたちは今年の活動をとても楽しみました。ぼくた

ちは来年は活動をよりよくすることを決めました，だか

らぼくたちはそれを改善します。ぼくたちはもっと多く

の児童たちが来てくれることを望んでいます。 

 ご清聴ありがとうございました。 
  【解説】                    

掘問１ ｢なぜ英語部のメンバーたちは活動で児童たちの

ために赤いボールを使ったのですか｣｢なぜならメ

ンバーたちは活動で笑いを通して   したかっ

たからです｣という対話。本文15行目にso we 

decided to use a red ball｢それでぼくたちは赤い

ボールを使うことを決めました｣とあるのでこの段

落の内容を正確に読み取る。すると本文４～５行

目より，児童たちの緊張をほぐしたかったのだと
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わかる。 

 問２ まず(  )の前のthatが接続詞であり，the以降

が《主語＋動詞 …》の語順になることを見抜く。ま

たtheの後ろには名詞が続くので，pupilsが主語に

なる。次に疑問詞whatに注目すると，この文の目

的語がwhatを使った間接疑問文《疑問詞＋主語＋

動詞 …》｢(疑問詞)～なのか｣になることがわかる。

間接疑問文の主語として使える語はshe(カオリ)

だけである。what she understood｢彼女が何を理

解したのか｣とすると，(  )の後ろのthemとの

つながりが不自然になることから，what she 

wanted to tell them｢彼女が何を彼らに教えた

かったのか｣を作る。残ったunderstoodをthe pupil

とwhatの間に入れることで，｢彼女が何を彼らに

教えかったのかを児童たちが理解したことがわかっ

て彼女はうれしそうでした｣という文が完成する。 

 問３ ア ｢英語部のメンバーが今年の活動について話

し合った｣，本文４～５行目参照。英語部の活

動の前のできごと。 

    イ ｢カオリが日本で中学生になる前に６年間イ

ギリスに住んでいた｣，本文８～９行目参照。

中学生になる前であることから，エとアの間

のできごとだと判断する。 

    ウ ｢カオリが日本に帰ってきたあとで『赤い鼻

の日』のことを学んだ｣，本文12～14行目参照。

イのあとのできごとである。 

    エ ｢アフリカの子どもたちを助けるために『赤

い鼻の日』がイギリスで始まった｣，本文12～

14行目参照。約30年前のできごとである。 

    オ ｢英語部の活動に参加した児童たちが笑って

緊張がほぐれたように見えた｣，本文16～21

行目参照。英語部の活動当日のできごとである。 

 問４ ア ｢イギリスの人々は『赤い鼻の日』に自分の

鼻に赤いボールをつけるが，カオリはそこに

いたときにそれをつける理由がわからなかっ

た｣，本文７～12行目と一致する。 

    イ ｢去年の学校祭では，児童たちは鼻に赤い

ボールをつけている英語部のメンバーを見て

驚いた｣，本文16～18行目参照。今年の学校祭

のできごとである。 

    ウ ｢今年の活動では児童全員が，英語部のメン

バーに赤いボールを渡されたあとで自分の鼻

に赤いボールをつけた｣，本文17～20行目と一

致する。 

    エ ｢今年の活動に参加した児童たちは英語の歌

を歌ったり，自己紹介をしたりするなどして

楽しんだ｣，本文下から11～12行目と一致する。 

    オ ｢今年の英語部の活動のあとで，活動に参加

した児童の１人が活動中に撮影された写真を

入れた手紙を英語部のメンバーに送った｣，本

文下から６～８行目参照。少年が描いた絵が

入っていた。 

 問５ 改善点の英文は｢児童たちは英語をたくさん使っ

たが，わたしたちは英語の歌の時間を少し短くす

ることによって，来年の自己紹介の練習のための 

      する必要がある｣という意味である。by以

降で歌の時間を短くすると言っていることから，

自己紹介の時間を増やすのだと判断する。空欄の

後ろのfor their self-introduction practice｢自己

紹介のための(に)｣とのつながりから，空欄の最後

がtimeとなり，その前に｢もっと多くの｣という意

味を表すmoreをおく。前にneed toとあることか

ら，空欄の最初は動詞の原形が入るが，｢(時間を)

とる｣というときはhaveを使う。 

窟 様々な解答が考えられるので，誤りなく書ける内容

を選ぶことが特に重要となる。先に体験先でしたいこ

とについてどのようなことを書けるか考え，最も自信

のあるものを選ぶとよい。例えば幼稚園(kindergarten)

であれば｢子どもたちと遊ぶ｣，｢子どもたちと昼食を食

べる｣，動物園(zoo)であれば｢動物にエサ(食べ物)をあ

げる｣，｢動物の体を洗う｣等が考えられる。語数が満た

ないときは２つ，３つの内容を組み合わせるとよい。

なお，新聞社はnewspaper company，市役所はcity 

officeである。 

  模範解答は｢わたしは病院に行きたいです。わたしは

歩いたり昼食を食べたりするときに助けを必要とする

病気の人たちのお世話をしたいです｣という意味である。 

  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30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 98.7 問１ 1 61.1

No.2 1 55.5 問２ 2 45.9問１

No.3 1 71.9

掘 
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問１ 
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州 
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宗
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修 

問６ 2 39.3
問２

(2) 1 68.2     

(1) 2 32.9      

(2) 2 81.6 問１ 2 33.0

(3) 2 66.6 問２ 3 31.2
問３

(4) 2 35.5 問３ 3 36.6

(1) 2 89.0 問４ 4 32.7
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掘 

問５ 2  8.9

(3) 2 74.5

修

裁

量

問

題 
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就

問４

(4) 2 15.4      

        

  標準問題合格者平均点 30.1 点 

  学校裁量問題合格者平均点 40.7 点 
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