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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)…こくふく (2)…とうしゅう 

   (3)…もっぱ(ら) (4)…なめ(らか) 

問二 (1)…短針 (2)…縮尺 (3)…貸(した) 

   (4)…勇(ましく) 

問三 (1)…(例) いただけますか 

   (2)…(例) 明日お伺いしてよろしいでしょうか 

問四 私たちは 

問五 (1)…親の植物が種子をつけるまで生育(すること

ができた場所) 

   (2)…①種子を移動  ②分布を広げよう 
  【解説】                    
問一・問二 いずれもよく入試に出る漢字の読み書きの

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) 設問に謙譲語とあるので、｢もらう｣の謙譲語を

考える。動作の主体が誰かによって謙譲語と尊敬

語を使い分けられるようにする。 

   (2) 設問に｢翌日｣とあるので、この点を明確にする。

また、｢行く｣のはこちら側なので謙譲語を用いる。

さらに、｢許可を求める｣場合は相手におうかがい

を立てる表現にしなければならない。 

問四 ｢私たちは｣と｢一生懸命に｣を切り離す。つまり、こ

の二つの文節の間に読点を打つことで、｢一生懸命｣な

のが選手であることが明確になる。 

問五 (1) ｢子孫たちも｣の｢も｣は同類を表している。子孫

と同類なのは、この場合、｢親の植物｣である。し

たがって、｢その場所｣は親が生育した場所となる。 

   (2) 直前に｢植物たちが種子散布をする理由である｣

とあり、このことを｢挑戦｣と言い換えている。①

は直後の｢させる｣に注目して、何をどうさせるの

かと考える。②は｢種子散布｣と同じ意味を表し、

｢とする｣につながるように書き抜く。 

 

 [小問集合] 

【学校裁量問題選択校ではです。】 

問一 (1)…(例) なることだ 

   (2)…(例) 暮らしても 

問二 (1)…(誤)憶→(正)億 (完全解答) 

   (2)…(誤)非→(正)否 (完全解答) 

問三 (1)…ウ 

   (2)…(例) Ｘ町の調査によると、秋の収穫祭や仮

装フェスティバルに参加した若者の数が、

五年で約二倍に増えています。国の調査

によると、将来も今の地域に住んでいた

いと思うＸ町の若者の割合は、全国の割

合の約二倍となっています。これらのこ

とから、今後もＸ町は活気のある町であ

り続けると思います。 
  【解説】                    
問一 (1) 主部｢私の夢は｣に対して、述語は｢～すること

だ(です)｣という形をとる。ここでは｢たい｣が常

体なので、常体の文末にする。 

   (2) ｢たとえ｣は呼応の副詞で、｢～て(で)も｣などを

導く。また、｢暮らしたなら｣が一文節なので、一

文節で書くようにするとよい。学校によっては｢暮

らしたとしても｣と二文節としても可とする場合

がある。 

問二 漢字は読みとともに意味を一緒に覚えることで、

同音語などに対応できるようになる。(1)｢百憶｣の

｢憶｣は｢思いやる｣などの意味なので、数の単位とな

る｢億｣にする。(2)｢非決｣の｢非｣は｢そむく・あらず｣

の意味なので、｢こばむ・同意しない｣の意味である

｢否｣にする。 

問三 (1) 本田さんは段落で｢若者で活気のあるところ

が魅力だ｣と自分の考えを述べ、段落で｢活気が

ある｣と考えた理由を述べている。 

   (2) 条件１から｢Ｘ町の調査｣の五年間の推移を具体

的に記述する。｢国の調査｣では｢全国｣と｢Ｘ町｣

の割合の違いを具体的に記述する。条件２から｢Ｘ

町の今後について｣を比較した数字に従って記述

する。 

     条件１・２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を欠いたものは、六

点減点。条件１のＸ町の調査、国の調査から読み

とったことの一方を欠いた場合は三点減点。条件

２を欠いた場合は、三点減点。 

 

 [文学的文章] 

【学校裁量問題選択校ではです。】 

問一 喜び・心強さ・優越感 (完全解答・順不同) 

問二 (例) 美駒ちゃんに負けたくないという思いによっ

て、写真を撮りたくなったから。 

問三 (例) 写真に対する感じ方が美駒ちゃんに近いこと

が分かり、彼女に近づけたと思えたから。 

問四 ①…道の角を曲がる ②…ひんやりとした風 

(完全解答) 
  【解説】                    
問一 設問の｢美駒ちゃんの微笑みが、『ぼく』にどのよ

うな気持ちをもたらしてくれた｣に注目する。ここか

ら、美駒ちゃんの微笑みで｢ぼく｣がどのような気持

ちになったのかを考えるとよいことがわかる。この

あとで｢美駒ちゃんがくれた微笑みは道しるべだ｣と

あり、｢ぼく｣が自分の写真に対してどのような気持

ちを抱いたのかが表されている。 

問二 設問に｢美駒ちゃんに対するどのような思い｣とあ

るので、このときの｢ぼく｣の心情をつかむ。｢ぼく｣

の美駒ちゃんへの思いは｢彼女に勝ちたい｣｢負けたく

ないな｣である。また、設問の｢何をしたくなった｣

をもとにすると、この前で｢写真を撮りたい欲求が急

速に膨れ上がってきた｣とある。 

   ①｢負けたくない(越えていきたい・勝ちたい)｣、

②｢写真を撮りたい｣の二点を適切に表現しているも

のを正答とする。①、②の一方を欠いた場合は、二

点減点。文末表現が稚拙な場合は、一点減点。 

問三 設問から美駒ちゃんとのやりとりを通して、分かっ

たことは何かと考える。写真を仲立ちとしたやりとり

で、美駒ちゃんは｢礼央君のそういう感じ方はわたし

に近い気がする｣と言っている。これを聞いて｢ぼくは

彼女に近づけた。新たな扉を開いたような心地がした｣
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から、再び｢今日開いたような新たな扉｣と表現してい

るのである。 

   ①｢(ぼくの)写真に対する感じ方が美駒ちゃんに近

いことが分かり｣、②｢彼女に近づけたと思えた｣の二

点を適切に表現しているものを正答とする。①、②の

一方を欠いた場合は、三点減点。文末表現が稚拙な場

合は、一点減点。 

問四 ｢春の季節感｣から、春の情景描写を表す表現を指

定字数で探す。また、そのことをどのようなときに

感じたのかを探す。 

 

 [古典] 

問一 イ  問二 ア・ウ (完全解答・順不同)   

問三 エ 
  【解説】                    
問一 ここでの｢約す｣は｢約束する｣の意味である。 

   ア｢要約｣の｢約｣は｢簡略にする｣、ウ｢倹約｣の｢約｣

は｢おごらない・控えめ｣、エ｢集約｣の｢約｣は｢束ねる｣

の意味である。 

問二 この文章の登場人物は岸玄知と農夫 (＝梅樹の

主)である。岸玄知は郊外へ出て、梅の木を買おうと

したり、酒と魚で楽しんだりしている。 

問三 農夫が｢根の損せざるやうに掘りうがち、明日持ち

まゐるべし｣と言ったことに対し、岸玄知は｢いつま

でも爰に置くべし｣、｢実は用なし、只花のみ望む｣

と言っている。 
  【口語訳】                   
   岸玄知は、出雲の領主に仕える、茶会を取り仕切

る者だった。和歌をこよなく愛していた。ある日郊

外に出かけて、梅の木を植えている畑に行って、梅

の木の持ち主を探しあてて、梅の木を買おうとした。

(持ち主が)どうしても了承しなかったので、(玄知は)

高い値段で買い取ると言って強く望んだところ、(持

ち主は)しかたなく売る約束をした。翌日(玄知は)

酒と魚を持ってきて樹の下で楽しんでいた。農夫が

言うことに｢根を傷つけないように梅の木を掘り起こ

して、明日(あなたの家に)お届け申し上げましょう｣

と言った。玄知が答えたことに、｢いやそうしてほし

いのではない。(梅の木は)いつまでもここに植えて

おくのがよいのだ｣と言った。(農夫が)｢それならば、

(梅の)実が熟したならいかがいたしましょう｣と尋ね

た。(玄知は)｢実には用がないのだ。ただ花だけが私

の望むものなので、自分一人のものにして見なけれ

ばおもしろくない(と思ったから高い値段で木を買っ

た)のである｣(と答えた) 

 

 [説明的文章]【学校裁量問題】 

問一 １…と(って) 2…庭 ３…密接 

問二 (例) (西欧の絵葉書では、建造物を)正面から画面

いっぱいになるように扱っており、日本の絵葉

書では、建造物を周囲の自然と一体のものとし

て扱っている。 

問三 ①…自然の変化や時間の経過を越えて永続 

   ②…循環する時間と一つになった場所 

問四 (例) 記憶の継承を保証する役割。 

   (例) 都市のランドマークとしての役割。 

(順不同・配点は各二点) 

問五 イ 
  【解説】                    
問二 西欧の絵葉書は、段落で｢対象そのものを正面か

ら～捉える｣と述べられている。日本の絵葉書は、

段落で｢周囲の自然と一体になった建造物～が圧倒的

に多い｣と述べられている。 

   ①｢(西欧の絵葉書では、建造物を)正面から画面

いっぱいになるように扱っており｣、②｢日本の絵葉

書では、建造物を周囲の自然と一体のものとして扱っ

ている｣の二点を適切に表現しているものを正答とす

る。①、②の一方を欠いた場合は、三点減点。 

問三 名所についての西洋の考え方は、段落で｢凱旋門

や教会堂のようなモニュメント｣を例に挙げて、｢永

続するもの｣を目指してつくられたと述べられている。

それに対して日本の考え方は、段落で広重の作品

をまとめる例を挙げて、｢循環する時間と一つになっ

た場所｣であると述べられている。 

問四 ｢日本人｣と｢自然｣の関係について述べているのは

・段落である。これらの部分から｢自然｣の役割

をまとめる。一つ目は段落で、｢自然の運行のなか

にその保証を見出した｣とあり、｢その｣が何をさして

いるのかを考える。二つ目は段落で、｢都市のラン

ドマークとなるのは～やはり自然である｣と述べられ

ている。 

問五 各段落の要点をとらえるとわかりやすくなる。

段落は西欧の絵葉書の共通した特色、段落は日本

の絵葉書の具体例とその特色、段落は日本の絵葉

書から導ける日本の名所についての考え、段落は

日本の名所の特色、段落は西欧の名所の特色、・

段落は日本人と自然の関係、段落はまとめ、と

要約できる。 

   アは｢筆者の伝聞したことが述べられている｣、ウ

は｢の段落で述べた考え方を否定した｣、エは｢筆者

の新たな疑問が述べられている｣が不適切である。こ

のように選択肢の問題では、何が合致し、何が合致

していないのかを考えるようにすると解きやすくな

る。 

 

 

 

《平成31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 97.0 (1) 3 82.2

(2) 1 15.3
 問三 

(2) 8 10.1

(3) 1 23.7 問一 3 67.6
問一

(4) 1 81.9 問二 4 44.1

(1) 1 66.7 問三 5 2.0

(2) 1 64.5

 

問四 3 22.8

(3) 1 45.9 問一 3 23.8
問二

(4) 1 64.7 問二 3 49.9

(1) 2 81.2

 

問三 3 59.5
問三

(2) 2 44.0 1 1 88.6

問四 2 57.1 2 1 92.2

(1) 3 77.1

問一 

3 1 92.8

(2) ① 2 22.6 問二 5 30.4



問五

(2) ② 2 35.2 ① 3 63.3

(1) 1 73.9
問三 

② 3 51.8
問一

(2) 1 83.9 問四 4 8.0

(1) 1 76.1

 

裁

量

問

題 

問五 3 50.4


問二
(2) 1 61.5    

   

  標準問題合格者平均点 28.6 点 

  裁量問題合格者平均点 35.5 点 
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宗 [正負の数の計算，平方根，式の計算，１次関数，資

料の散らばりと代表値，三平方の定理，平行線と線

分の比] 

【学校裁量問題選択校では差し替えになります。】 

問１ (１) 2  (２) －28  (３)  3  

問２ 9a＋2b  問３ 3≦y≦9  問４ 25回 

問５ イ，オ  問６ x＝6(cm) 

――【解説】―――――――――――――――――――  
問１ (２) －4÷  ＋8＝－36＋8 

            ＝－28 

   (３)  6 × 2 － 3 ＝2 3 － 3  

             ＝ 3  

問２ 4(2a＋b)＋(a－2b)＝8a＋4b＋a－2b 

             ＝9a＋2b 

問３ y＝2x＋1 に x＝1，x＝4 をそれぞれ代入して 

   x＝1 のとき，y＝2×1＋1＝3 

   x＝4 のとき，y＝2×4＋1＝9 

  よって，yの変域は，3≦y≦9 

問４ 生徒15人の中で，記録が25回の生徒が3人で，最

も多いので，最頻値は25回 

問５ 3辺の長さをacm，bcm，ccm(ccmが最も長い)と

すると，a2＋b2＝c2
 が成り立つ三角形が，直角三角

形である。 

問６ 4：8＝3：x より，x＝6(cm) 

 

就 [因数分解，平面図形の基本・作図，確率，立体の表

面積と体積] 

【学校裁量問題選択校では宗になります。】 

問１ 2(x＋3)(x－3) 

問２ (右図) 
 

問３    
 

問４ 6cm 

 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ 2x2－18＝2(x2－9) 

        ＝2(x＋3)(x－3) 

問２ (作図の手順) 

   線分AB，BC，CAのうち，2つの線分の垂直二等

分線を作図し，その交点をPとする。 

問３ 2けたの整数は，{ 24，26，28，42，46，48，62，

64，68，82，84，86 } の12通り。この中で4の倍数

は，{ 24，28，48，64，68，84 } の6通り。  
よって，求める確率は，  ＝    

問４ 円柱の高さをhcmとすると 

   π×22×h＝24π 

        h＝6 

  よって，円柱の高さは，6cm 

州 [数の性質，数・式の利用，連立方程式の応用] 

【学校裁量問題選択校では就になります。】 

問１ ア．3a  イ．4a  ウ．3b 
 
問２ (例) (方程式)   
 

      (計算) ①＋② 

           2x＝－12 より，x＝－6 

         ①に x＝－6 を代入して 

           －6＋y＝－2 より，y＝4 

      (答) x＝－6，y＝4 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ 図①    図② 

 

 

 

 

 

 
 

9つのますに入っている数の和は，上の図①より，1

列に並んだ3つの数の和aの3列分なので，
ア
3a と表

せる。また，ます全体の中央のますを通る縦，横，

斜めの4列分の和は，上の図②より，
イ
4a と表せる。

このとき，4a には，ます全体の中央の数bが4回含

まれているので，9つのますに入っている数の和は，

4a から重複しているbを3回分ひいて，4a－
ウ
3b と

表せる。 

問２ 中央のますの数をb，左上のますの数をcとすると 

  ・上の段の3つの数の和と，

左の列の3つの数の和が等

しいので 

    c＋x＋y＝c＋6＋(－8) 

   これを整理して 

    x＋y＝－2 … ① 

  ・縦の中央の3つの数の和と，

斜めの3つの数の和が等し

いので 

    x＋b＋2＝y＋b＋(－8) 

   これを整理して 

    x－y＝－10 … ② 

  ①，②を連立方程式として解いて 

   x＝－6，y＝4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    
2 

1    
9 

A 

C 

B 

P 

1    
2 

6   
12 

x＋y＝－2 … ① 

x－y＝－10 … ② 

   

   

   

 a a a

   

   

   

 a 

a

a 
a

c x y

6   

－8 2  

 x y

6 b  

－8 2  
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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 C －2，     問２ 2 
  

問３ (解答例) 
 

  A  t ，  t 2  ，B( t ，t 2 )，C － t ，  t 2  より 
  
   線分ABの長さ …   t 2 ，線分ACの長さ … 2 t 
  
  AB＝AC より，  t 2 ＝2 t 
 
         t 2 －3 t ＝0 

         t ( t －3)＝0 

         t ＝0，t ＝3 

  t ＞0 より，t ＝3        (答) t ＝3 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ 点Aの座標は，関数②に x＝2 を代入して  
   y＝  ×22＝    A 2，     
  点Cは点Aとy軸について対称な点なので  
   C －2，     
問２ 点A，Bの座標は関数②，①に x＝6 をそれぞれ代

入して 

   A(6，12)，B(6，36) 

  点Cは点Aとy軸について対称な点なので 

   C(－6，12) 

  2点B(6，36)，C(－6，12)を通る直線の傾きは  
        ＝  ＝2    
問３ A  t ，  t 

2
  ，B( t ，t 

2
 )，C － t ，  t 

2
  より  

  線分AB，ACの長さを，t を使った式で表すと  
   線分ABの長さ … t 

2－  t 

2＝  t 

2  
   線分ACの長さ … t －(－ t )＝2 t 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
  上のグラフで，△ABCが直角二等辺三角形となる

とき，AB＝AC より  
     t 

2＝2 t  
 

 

 

 

 

 

愁 [平行と合同，図形と証明，三角形] 

【学校裁量問題選択校では修になります。】 

問１ 60度 

問２ (解答例)  

  △ABFと△ADEにおいて 

   AB＝AD(仮定) … ① 

   ∠ABF＝∠ADE(AB＝ADより，△ABDは 

二等辺三角形) … ② 

   ∠BAF＝90°－∠EAF 

   ∠DAE＝90°－∠EAF 

   よって，∠BAF＝∠DAE … ③ 

  ①，②，③より，1組の辺とその両端の角がそれぞ

れ等しいので 

   △ABF≡△ADE 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ AD//BC より，錯角は等しいので 

   ∠ADB＝∠DBC＝20° 

  △BCDの内角より 

   ∠BDC＝180°－20°－100°＝60° 

問２ ∠BAF＝∠DAE … ③ を三段論法で導く。 

 

 

 

 

 
 

  上の図より 

   ∠BAF＝∠BAE－∠EAF 

       ＝90°－∠EAF 

   ∠DAE＝∠DAF－∠EAF 

       ＝90°－∠EAF 

   よって，∠BAF＝∠DAE 
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愁 [比例・反比例，相似，三平方の定理，資料の散らばり

と代表値，連立方程式] 

【学校裁量問題】 
 

問１ (１) 13  (２) y＝  x 
 

問２ (１) 30kg  (２) ア．10  イ．8 

   (３) (解答例) 

    (解答の続き) 

    870であり，24人の (階級値)×(度数) の合計と

の差は，870－720＝150 である。 

    よって，同じ階級に入る1年生6人の階級値は

150÷6＝25(kg) である。 

    したがって，1年生6人が入った階級は，20kg

以上30kg未満となる。 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ (１) 点Aの座標は，関数①に x＝5 を代入して  
     y＝  ×5＝12  A(5，12)  
    よって，線分OAの長さは 

     OA＝ 52＋122
 ＝ 169 ＝13 

   (２) △AOBと△ACDにおいて 

     ∠OAB＝∠CAD(共通) 

     ∠ABO＝∠ADC＝90° 

    2組の角がそれぞれ等しいので 

     △AOB∽△ACD 

    対応する辺の比は等しいので 

     AO：AC＝AB：AD 

      13：AC＝12：3  
         AC＝     
    点A(5，12)，AC＝   より，点Cのy座標は   
     y＝12－  ＝    
    2点O，Cを通る直線は，原点を通る直線(比例) 
 

    なので，y＝ax に C 5，   を代入して 
  
       ＝5a より，a＝     

    よって，2点O，Cを通る直線の式は，y＝  x 
 

問２ (１) 720÷24＝30(kg)  

   (２) 度数分布表の  ア  ， イ  に当てはまる数を  

    それぞれ x，y とする。 

    ・度数の合計が24人なので 

      3＋x＋y＋2＋1＝24 … ① 

    ・(階級値)×(度数) の合計が720kgなので 

      45＋25x＋35y＋90＋55＝720 … ② 

    ①，②を連立方程式として解く。 

 

 

 

 

 

    ①，②を整理して 

     x＋y＝18 … ①´ 

     25x＋35y＝530 … ②´ 

    ①´×35－②´ 

     10x＝100 より，x＝10 

    ①´に x＝10 を代入して 

     10＋y＝18 より，y＝8  
    よって， ア  … 10， イ   … 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《平成31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 91.2 問１ 3 65.8

問１ (2) 2 77.8 問２ 3 30.9

 (3) 2 77.8

修 

問３ 4 22.3

問２ 3 80.4 問１ 3 76.8

問３ 3 61.5
愁 

問２ 5 23.6

問４ 3 60.4     

問５ 3 64.8 問１ (1) 3 87.6

宗

問６ 3 80.2  (2) 5 24.7

問１ 3 63.9 問２ (1) 3 84.7

問２ 3 61.5  (2) 4 67.2

問３ 4 65.7

愁 

 (3) 6 37.6
就

問４ 4 79.9     

問１ 3 36.7     
州

問２ 4 10.5     

       

  標準問題合格者平均点 30.3 点 

  学校裁量問題合格者平均点 40.1 点 
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宗 [小問集合] 

問１ (１) イギリス  (２) モスクワ 

   (３) 最も長い…Ｂ，最も短い…Ａ(完全解答) 

問２ (１) ８(世紀)  (２) 唐  (３) 道長 

問３ (１) 条例 

   (２) 記号…ア，語句…平等(完全解答) 

   (３) Ａ…ウ，Ｂ…ア，Ｃ…イ(完全解答) 

問４ (１) 記号…い，都道府県…石川県[石川](完全解答) 

   (２) 記号…Ｂ，都道府県…山梨県[山梨](完全解答) 

   (３) 日本  (４) 東海(工業地域) 

問５ (１) 年功序列(賃金)[年功序列型(賃金)] 

   (２) 国債 

   (３) Ａ…40，Ｂ…８，Ｃ…１(完全解答) 

   (４) 環境基本 

問６ (１) 京都府[京都]  (２) 家康 

   (３) 殖産興業[殖産興業政策]  (４) 日清(戦争) 

  【解説】                    

問１ (２) 略地図１から北緯60度，東経100度の地点はロ

シア連邦内とわかる。したがって，ロシア連邦

の首都モスクワが正解。 

   (３) 緯線と経線が直角に交わる略地図１の世界地

図では，高緯度になるほど実際の面積よりも大

きく表される。したがって，実際の距離は，赤

道上のＢが最も長く，最も高緯度に位置するＡ

が最も短い。 

問２ (１) 763年は，701～800年である８世紀の中に含ま

れる。 

   (２) 鑑真が来日した奈良時代中ごろの中国の国の

名なので， Ｂ には唐が当てはまる。 

問３ (１) ｢その地方公共団体だけに適用されるきまり

(地方公共団体独自の法)｣から条例。 

   (２) 選挙の四つの原則 

     ・普通選挙：財産や性別による差別がなく選

挙権が認められること。日本で

は，公職選挙法の改正により，

2016年から選挙権年齢が満18歳

以上になった。 

     ・平等選挙：公平に一人一票であること。 

     ・直接選挙：候補者に直接投票できること。 

     ・秘密選挙：投票の秘密が守られること。 

問４ (１) 輪島塗は，石川県輪島市を代表する伝統的工

芸品なので，略地図２のいを選ぶ。 

   (３) 略地図２のＸは飛山脈，Ｙは木曽山脈，Ｚ

は赤石山脈。 

   (４) ｢●｣が静岡県の太平洋沿岸地域を中心に分布

していることから，東海工業地域とわかる。 

問５ (２) 国の歳出で，社会保障関係費の次に多くなっ

ていることから，   には国債が当てはまる。 

 国債費：国の借金である国債の返済や利子の

支払いにかかる費用。 

   (４) ｢国の環境対策をさらに進めるため｣，｢公害対

策基本法を発展｣，｢1993年に制定｣から環境基本

法とわかる。 

問６ (３) ｢近代的な産業の育成を図る政策｣であること

から，殖産興業(政策)。 

   (４) 日清戦争後に結ばれた下関条約で，清は日本

に，賠償金２億 両
テール

(当時の日本円で約３億１千

万円)の支払い，朝鮮半島の独立， 遼
リヤオ

東
トン

(りょうとう)

半島の譲渡などを認めた。 

 

就 [室町時代～現代の日本と世界] 

問１ イ 

問２ (１) 株仲間 

(２) 記号…ウ，都道府県…島根県[島根](完全解答) 

問３ ア 

問４ (例) 勧告に反発し，国際連盟から脱退した。 

問５ (古) ウ→ア→イ→オ→エ (新) (完全解答) 

問６ ア，エ，オ(完全解答，順不同) 

問７ グラフ…ア，人口…ク(完全解答) 

  【解説】                    

問１ Ｘの時期は，室町時代から安土桃山時代を示して

いる。アとエは江戸時代，イは室町時代，ウは平安

時代。したがって，イを選ぶ。 

問２ (１) 江戸時代の商人がつくった同業者ごとの組織

なので株仲間。 

 (２) 石見銀山は，現在の島根県大
おお

田
だ

市に存在して

いた銀山。戦国時代後期から江戸時代初期にか

けて最盛期を迎えた。2007年には世界文化遺産

に登録された。 

問３ ア ノルマントン号事件：1886年，イギリス船ノ

ルマントン号が和歌山県沖で沈没し，日本人乗

客全員が水死した事件。イギリス領事裁判所は，

イギリス人船長に軽い罰を与えただけだったた

め，不平等条約の改正を求める声が高まった。 

   イ 生麦事件：1862年，摩藩士が横浜近郊の生

麦村で，行列を横切ったイギリス人商人を殺害

した事件。この事件の報復のため，イギリス艦

隊が鹿児島を攻撃する英戦争がおきた。 

   ウ ボストン茶会事件：1773年，イギリス政府が

本国を優先した法律を次々と定めたため，茶の

貿易の独占に反対する人々が抗議し，茶箱を海

に捨てた事件。この事件をきっかけに，アメリ

カのイギリスからの独立の機運が高まり，後の

独立戦争につながった。 

   エ 日比谷焼き打ち事件：1905年，東京の日比谷

公園で行われた，ポーツマス条約に反対する国

民集会をきっかけに発生した暴動事件。賠償金

を得られないことが分かった国民が，大臣官邸

や交番，警察署，新聞社などを襲撃した。 

問４ ｢勧告に反発した｣，｢国際連盟から脱退した｣とい

う２つの内容をまとめることが記述のポイント。内

容や表現が不十分な場合は，２点減点の１点となる。 

リアオトン
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問５ アは1950年，イは1962年，ウは1949年，エは1989

年，オは1973年。したがって，ウ→ア→イ→オ→エ

が正解。 

問６ Ｙの時期は江戸時代を示している。ア，エ，オは

江戸時代。イは鎌倉時代，ウは奈良時代。したがっ

て，ア，エ，オを選ぶ。 

問７ 高齢化の進展から，65歳以上の人口割合で見分け

る。最も割合の高いアが2050年，最も割合の低いウ

が1931年，残ったイが1989年。また，2050年の65歳

以上のおおよその人口は，日本の人口を約１億人と

考えると， 

   １億×0.376＝0.376億＝3.76千万 

  となるので，クを選ぶ。 

 

州 [国民生活と政治・経済，国際社会] 

問１ (例) 10日以内に衆議院を解散しなければならない。 

問２ 記号…ア，語句…バブル(完全解答) 

問３ イ 

問４ (１) Ｘ…国後(島)，Ｙ…色丹(島) (完全解答) 

   (２) Ａ…12，Ｂ…200 (完全解答) 

   (３) 記号…ウ，語句または数字…ニューヨーク 

 (完全解答) 

  【解説】                    

問１ ｢10日以内に衆議院を解散する｣という内容を書く

ことが記述のポイント。｢10日以内｣，｢衆議院を解散｣

のいずれか一方のみが書かれている場合や，内容や

表現が不十分な場合は，２点減点の１点となる。 

問２ ｢多くの人が買う｣ということは，需要量が多いと

いうことなので，株価は上がる。 

問３ アはクーリング・オフ(制度)の説明，ウは契約自

由の原則の説明，エは消費者契約法の説明。 

問４ (１) Ｘの国後島，Ｙの色丹島のほか，日本最北端

に位置する択捉島，歯舞群島の名前と位置も覚

えておくこと。 

 (３) 国際連合の本部はアメリカのニューヨークに

あるので，ウのジュネーブが誤り。ジュネーブ

に本部が置かれたのは，1920年に設立された国

際連盟。 

 

修 [世界の諸地域，日本の諸地域] 

掘 

問１ 川…アマゾン川，記号…Ｄ(完全解答) 

問２ ウ 

問３ エ 

窟 

問１ Ａ…い，Ｂ…う，Ｃ…あ，Ｄ…え(完全解答) 

問２ イ 

問３ (例) 北海道産のピーマンの取扱量が少なく，価格

が高い時期に出荷することで，利益をあげるこ

とができるから。 

 

 

  【解説】                    

掘 

問１ Ａはナイル川，Ｂはインダス川，Ｃはミシシッピ

川，Ｄはアマゾン川。｢天然ゴム｣，｢熱帯林の伐採な

どの大規模な開発｣，｢環境保護｣からＤのアマゾン川。 

問２ ダイヤモンドの生産量割合が世界一であることか

ら，Ｘは②のロシア。コバルトの生産量割合が世界

一であることから，Ｙは①のコンゴ民主共和国。金

の生産量割合が世界２位であることから，Ｚは③の

オーストラリア。 

問３ Ⅰは，輸出総額が最も多く，穀物自給率が最も低

いことからうの日本。Ⅱは，輸出総額が最も少ない

ことからえのペルー。Ⅳは，一人当たりの国民総所

得と穀物自給率が最も高いことからあのフランス。

残ったⅢは，いの南アフリカ共和国。 

 

窟 

問１ Ａは，かき類(養殖)の収穫量が最も多いのでいの

広島県。Ｂは，みかんの生産量が２番目に多いので

うの愛媛県。Ｃは，みかんとうめの生産量が最も多

いのであの和歌山県。Ｄは，肉用牛の飼育頭数が最

も多いのでえの鹿児島県。  

問２ ａ：吉野ケ里遺跡がある府県なので④の佐賀県。 

ｂ：江戸時代に｢天下の台所｣とよばれた都市(現在

の大阪市)がある府県なので①の大阪府。 

ｃ：阿波の国とよばれた府県なので②の徳島県。 

ｄ：江戸時代末期に摩藩と同盟を結んだ藩(長州

藩)があった府県なので③の山口県。 

問３ ①｢北海道産の(ピーマンの)取扱量が少ない時期

に出荷する｣，②｢北海道産の(ピーマンの)価格が高

い時期に出荷する｣，③｢利益を上げることができる｣

について，そのうち２つが適切に書かれている場合

は２点，１つのみが適切に書かれている場合は１点

となる。 

 

《平成31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 72.6 問１ 1 57.0

(2) 1 41.5 (1) 1 71.2問１

(3) 1 51.4
問２ 

(2) 1 37.1

(1) 1 69.3 問３ 1 79.2

(2) 1 61.1 問４ 3 52.1問２

(3) 1 81.9 問５ 2 10.1

(1) 1 67.5 問６ 2 25.0

(2) 1 64.3

就 

問７ 2 59.1問３

(3) 1 87.4 問１ 3 37.6

(1) 1 45.1 問２ 2 68.1

(2) 1 54.6 問３ 2 76.5

(3) 1 88.9 (1) 2 66.6
問４

(4) 1 36.9 (2) 2 55.4

(1) 1 51.7

州 

問４ 

(3) 2 41.7

(2) 1 47.6 問１ 2 58.7

(3) 1 30.5 問２ 2 24.7
問５

(4) 1 52.4

Ａ 

問３ 2 32.5

(1) 1 65.1 問１ 2 42.0

(2) 1 88.5 問２ 2 58.7

(3) 1 30.4

修 

Ｂ 

問３ 3 19.9

宗

問６

(4) 1 65.6 合格者平均点 32.0点 
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宗 [小問集合] 

問１ (１) ①交流  (２) ②食物 

   (３) ③自転  (４) ④酸 

   (５) ⑤遺伝  (６) ⑥日食 

   (７) ⑦組織  (８) ⑧陽イオン 

問２ 力  問３ ウ，オ  問４ ①イ ②塩素 

問５ イ，エ  問６ ２A  問７ Ｃ，Ｄ 

  【解説】                    

問３ 惑星は，小型で密度が大きい地球型惑星(水星，金

星，地球，火星)と，大型で密度が小さい木星型惑星

(木星，土星，天王星，海王星)に分類できる。 

問６ 電流[A]＝電圧[V]÷抵抗[Ω] 

       ＝６V÷３Ω＝２A 

 

就 [植物の世界] 

問１ (１) イ  (２) (例) 直接加熱してはいけない 

問２ ①イ ②ア ③ア 

問３ (１) 試験管Ｓ…ア 試験管Ｕ…ウ 

   (２) Ⅰ群…ア Ⅱ群…ク 

問４ (例)より多くの二酸化炭素を使い，デンプンをた

くさんつくる 

  【解説】                    

問２ どの部分でも同じように光合成を行うことを確か

めたいので，葉の表面をそのまま何もおおわずに，

葉のどの部分でもデンプンができる(ヨウ素液が青

紫色に変化する)ことを確かめる。 

問３ (１) 青色のBTB溶液は二酸化炭素が増加すると

緑色に変化する。緑色のBTB溶液はさらに二酸

化炭素が増加するとやがて黄色に変化する。ま

た，緑色のBTB溶液は二酸化炭素が減少すると

青色に変化する。 

     試験管ＳではBTB溶液(の寒天)が緑色から

青色に変化するので，二酸化炭素が減少したこ

とが読みとれる。試験管ＵではBTB溶液(の寒

天)が緑色から黄色に変化するので，二酸化炭素

が増加したことが読みとれる。 

   (２) Ⅰ群…試験管Ｔにおいて葉は光合成で二酸化

炭素を吸収し，呼吸で二酸化炭素を放出

している。しかし，試験管ＴではBTB溶

液(の寒天)が緑色から青色に変化するの

で，試験管Ｔ全体では二酸化炭素が減少

している。よって，光合成により葉が使っ

た二酸化炭素の量(Ｘ)の方が，呼吸によ

り葉が出した二酸化炭素の量(Ｙ)よりも

多いことがわかる。 

     Ⅱ群…試験管ＳではBTB溶液の色が変化し

た部分の寒天の厚さは３mmだが，試験

管ＴではBTB溶液の色が変化した部分

の寒天の厚さは１mmである。これより

試験管Ｓでは試験管Ｔよりも多くの二酸

化炭素が使われたことがわかる。 

        呼吸による二酸化炭素の増加量は，試

験管Ｓも試験管Ｔも同じと考えられる。

よって，試験管Ｓで光合成により葉が

使った二酸化炭素の量(Ｚ)は，試験管Ｔ

で光合成により葉が使った二酸化炭素の

量(Ｘ)より大きいことがわかる。 

 

州 [大地の変化] 

問１ かぎ層[けん層]   

問２ ウ 

問３ ①ア ②イ   

問４ (１) ①イ ②ア  (２) ７m～８m[８m～７m] 

  【解説】                    

問２ 石灰岩の層からはサンゴの化石が見つかっている。

サンゴの化石は示相化石で，地層ができた当時の環

境を知る手掛かりとなる。 

問３ 火山灰にセキエイ，チョウセキといった無色鉱物

が多くふくまれる(火山噴出物の色が白っぽい)もの

ほど，マグマのねばりけは大きく，火山の形はドー

ム状(盛り上がった形)になる。 

問４ (１) 粒の大きさは砂の方が泥より大きい。そのた

め，砂の方が泥より河口に近く，浅い場所にた

い積する。 

   (２) 火山灰の層の下面がある標高をもとに考える。

標高30mの露頭Ⅰ(の下の端の中央)で，火山灰

の層の下面は高さ７mなので，標高は30m＋７

m＝37mにある。標高45mの露頭Ⅱ(の下の端の

中央)で，火山灰の層の下面は高さ２mなので，

標高は45m＋２m＝47mにある。下線部より，

この地域の地層は北へ100m移動すると，同じ層

がある標高は10m高くなることがわかる。よっ

て，露頭Ⅱからさらに北へ100m移動した地点Ｘ

で，火山灰の層の下面は標高47m＋10m＝57m

にある。地点Ｘの標高は65mなので，火山灰の

層の下面は，地表からの深さ65m－57m＝８m

のところにある。また，火山灰の層は厚さ１m

なので，深さ７m～８mの範囲にある。 

 

修 [化学変化] 

問１ ①熱分解[分解] ②H 

問２ (１) 水 

   (２) ①二酸化炭素 ②カルシウム ③ア ④イ 

問３ (１) 0.63  (２) ①６ ②0.9 

  【解説】                    

問１ 炭酸水素ナトリウムは加熱すると｢炭酸水素ナト

リウム→炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素｣という
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化学変化をする。化学反応式では｢2NaHCO3→

Na2CO3＋H2O＋CO2｣と表すことができる。 

問２ (２) 現在，110種類以上の原子が知られている。原

子を原子番号(原子の構造にもとづいてつけら

れた番号)の順に並べた表を周期表という。周期

表の横の行を周期，縦の列を族といい，同じ属

には化学的な性質のよく似た原子が並ぶように

配置されている。 

問３ (１) y＝axに，x＝２，y＝1.26を代入すると， 

     1.26＝a×２  a＝0.63 

   (２) ① 実験[2]において，炭酸水素ナトリウムの

粉末６gのとき，試験管の口付近に液体が

ついたり，水酸化バリウム水溶液が白くに

ごったりしたのは，加熱後の粉末に炭酸水

素ナトリウムが残っていて，それが水や二

酸化炭素に分解したからである。炭酸水素

ナトリウムの粉末２gと４gのときは，実験

[2]で変化が見られないことから，炭酸水素

ナトリウムは残っていない。 

     ② 実験[2]の結果から，炭酸水素ナトリウム

の粉末２gがすべて反応すると，加熱後の

粉末の質量は1.26gになる。これをもとに

炭酸水素ナトリウムの粉末６gがすべて反

応したときの加熱後の粉末の質量を求める。 

       ２g：1.26g＝６g：xg  xg＝3.78g 

       これより，実験[1]において，炭酸水素ナ

トリウム６gのとき，加熱後に残った4.20g

の粉末をすべて反応させたとすると，質量

は3.78gになるといえる。実験[2]では加熱

後に残った4.20gの粉末から１gを取って

加熱するので，すべて反応させたときの質

量は 4.20g：3.78g＝１g：xg 
              xg＝0.9g 

 

愁 [運動とエネルギー] 

問１ (１) エ  (２) エ  (３) イ 

問２ (１) ①ア ②イ  (２) ア  (３) 1.5倍 

  【解説】                    

問１ (１) １秒間に50打点する記録タイマーなので，１

打点で0.02秒，５打点で0.1秒である。よって， 

    速さ＝3.5cm÷0.1秒＝35cm/秒 

   (２) 表をもとに，５打点ごとの記録テープの長さ

は次のようになる。 

    ０～５打点………………………… 3.5cm 

    ５～10打点… 9.7cm－ 3.5cm＝ 6.2cm 

    10～15打点…18.6cm－ 9.7cm＝ 8.9cm 

    15～20打点…30.2cm－18.6cm＝11.6cm 

    20～25打点…44.5cm－30.2cm＝14.3cm 

    25～30打点…61.5cm－44.5cm＝17.0cm 

    30～35打点………………………   cm 

    これらより，30～35打点の記録テープの長さは 

     17.0cm+2.7cm＝19.7cm 

    よって，０～35打点目の距離は，０～30打点目

までの距離(61.5cm)よりも19.7cm長くなる。 

     61.5cm+19.7cm＝81.2cm 

問２ (１) 斜面の傾きが大きいほど，速さが増加する割

合は大きい。 

   (２) 同じ斜面上では，台車にはたらく重力の斜面

に平行な分力は同じ大きさではたらき続けてい

る。斜面の傾きを大きくすると，台車にはたら

く重力の斜面に平行な分力は大きくなり，斜面

に垂直な分力は小さくなる。 

   (３) 図４の１目盛り分のエネルギーの大きさを

｢１｣として考える。Ａ点からＢ点にかけて位置

エネルギーの大きさは｢１｣減少している。この

減少した位置エネルギーは，力学的エネルギー

の保存(力学的エネルギー保存の法則)により運

動エネルギーに移り変わる。したがって，Ｂ点

で台車がもつ運動エネルギーは｢１｣である。 

     Ｑ点は，Ｂ点とＣ点の中間の高さにある。ま

た，Ｂ点で台車がもつ運動エネルギーは｢１｣，

Ｃ点で台車がもつ運動エネルギーは｢２｣なので，

Ｑ点で台車がもつ運動エネルギーはその中間の

｢1.5｣である。よって，1.5÷１＝1.5倍である。 
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宗 [リスニング問題] 

問１ No.1 エ  No.2 ウ  No.3 ア 

問２ No.1 イ  No.2 エ  No.3 ウ 

問３ No.1 エ  No.2 イ  No.3 ウ 

  【放送台本】                  

問１ No.1の問題 

Ａ： Chris, shall we play some sports this afternoon? 

Ｂ： Yes, let’s.  I want to play badminton or volleyball.  

How about you, Mika? 

Ａ： I want to play badminton. 

Question： What does Mika want to play this 

afternoon? 

問１ No.2の問題 

Ａ： John, there are so many kinds of dishes at this 

restaurant.  I can’t choose. 

Ｂ：I know, Yuki.  I came here with my mother last 

month.  I ate pizza and my mother ate 

sandwiches.  I liked it very much. 

Ａ：What will you eat today?  Pizza again? 

Ｂ：No. I’ll try curry and rice today. 

Question： What did John eat at this restaurant last 

month? 

問１ No.3の問題 

Ａ： Excuse me, could you tell me the way to the post 

office? 

Ｂ： Sure.  We can see two hospitals over there.  

Turn right at the hospital on the left and go 

straight.  You’ll see the convenience store.  The 

post office is next to it, and there is a flower shop 

in front of the post office. 

Ａ：Thank you very much. 

Ｂ：You’re welcome. 

Question： Where is the post office on the map?  

問２ No.1の問題 

 Cathy： Ichiro, can we do math homework at the 

library?  I need your help. 

 Ichiro： Of course, Cathy.  Let’s do it after school.  

What time will we meet? 

Cathy：(チャイム音)  

問２ No.2の問題 

 Cathy： Ichiro, we’ll have the school festival next 

week.  I can’t wait!  

 Ichiro： It’ll be a lot of fun because there are so many 

events.  Which event is the most interesting 

to you, Cathy? 

Cathy：(チャイム音)  

問２ No.3の問題 

 Cathy： Thank you for coming to my birthday party 

yesterday, Ichiro.  I was happy because 

many friends came. 

 Ichiro： I enjoyed it very much.  And at the end of 

the party, you gave us some cookies.  They 

were very good.  How did you learn to make 

them?  

Cathy：(チャイム音)  

問３の問題 

  When I was walking in the park with my friend, 

Kenji, last Sunday, a man talked to us in English.  

He spoke slowly to us, so we soon found that he was 

from Canada and he wanted to know how to get to the 

hotel.  We wanted to tell him how to get there in 

English, but I couldn’t talk to him because I was 

nervous and I didn’t want to make mistakes.  Then 

Kenji began to talk to him in English.  Kenji’s 

English wasn’t very good, but Kenji used easy words 

and some gestures to tell him the way to the hotel.  I 

thought he wasn’t afraid of making mistakes.  The 

man looked very happy when he understood where 

the hotel was.  Kenji also looked happy. 

  I was always nervous when I spoke English.  But I 

learned I shouldn’t be afraid of making mistakes 

through this experience.  I’ll try to speak English like 

Kenji next time. 

Questions 

No.1： What did the man from Canada want to know? 

No.2：How did Kenji tell the man from Canada? 

No.3：What did Akira learn through the experience? 

 

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) up  (２) How 

問２ (１) February  (２) fruits 

問３ (１) bed  (２) readなど  (３) underなど 

   (４) cookingなど 

問４ (１) playing baseball with 

   (２) highest mountain in 

   (３) have been friends since 

   (４) to do her best 
  【解説】                    

問１ (１) 《stand up》｢立つ，立ち上がる｣ 

   (２) 《How is the weather?》｢天気はどうですか｣，

このhowは｢どう，どのように｣と様子をたずね

る疑問詞。 

問２ (１) ｢   は１年の２番目の月だ｣という文。

June｢６月｣，November｢11月｣，February｢２

月｣，August｢８月｣ 

   (２) ｢リンゴ，オレンジやバナナは   の種類

だ｣という文。day(s)｢日｣，sport(s)｢スポーツ｣，
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animal(s)｢動物｣，fruit(s)｢くだもの｣ 

問３ (１) ｢ぼくは今日とても疲れています，お母さん｣

｢あなたは早く寝るべきです｣という会話。《go to 

bed》｢寝る｣ 

   (２) ｢あなたはふだん朝起きたあとで何をしますか｣

｢ぼくは新聞を読みます｣という会話。 

   (３) ｢ぼくは自分の帽子を探しています｣｢わたしは

それを椅子の下に見ました｣という会話。 

   (４) ｢あなたが帰宅したとき，あなたのお姉さん(妹)

は何をしていましたか｣｢彼女は家族に夕食を料

理していました｣という会話。疑問文が過去進行

形《was[were]＋動詞の～ing形》｢～していた｣

なので，答えの文も過去進行形にする。 

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。 

   (２) 《the＋最上級＋名詞＋in＋範囲語句[of＋複

数語句]》｢…の中でいちばん～な(名詞)｣ 

   (３) 《have[has]＋過去分詞 … since＋過去を表

す語句・文》｢―から(ずっと)～している｣，現

在完了の継続用法。 

   (４) 《try to＋動詞の原形》｢～しようとする｣，《do

＋所有格＋best》｢全力を尽くす｣ 

 

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) byなど  (２) haveなど 

 問３ (例) She plays shogi on the Internet. 

窟問１ (１) エ  (２) ア 

 問２ (例) I want to use the pool. 
  【掘全文訳】                  

 ある日，わたしはルーシーをわたしの学校の将棋部に

連れていきました，なぜなら彼女は伝統的な日本の文化

を経験したがっていたからです。わたしたちは将棋をし

ている部員を見ました。ルーシーはわたしに｢結衣，将棋

はそれぞれの駒に漢字が(書いて)あるので格好いいです

ね｣と言いました。わたしはルーシーに｢将棋は日本で多

くの人に遊ばれていて，何人か有名なプロの将棋の競技

者がいます。彼らの１人はまだ高校生で，とても強いの

です｣と言いました。｢わあ，それはすばらしいですね。

わたしも将棋をしたいです。将棋のルールは難しいので

すか｣とルーシーが言いました。わたしは彼女に｢いいえ。

しかし最初にあなたはそれぞれの駒がどう動くのかを覚

えなければなりません｣と言いました。ルーシーは熱心に

やってみるつもりだと言いました。それから彼女は何度

も部に行って，ルールを学びました。 

 先月，ルーシーはオーストラリアに戻りました。わた

しは，彼女がまだ将棋に興味があって，よい競技者にな

りたいのでインターネットでそれをしていると聞いてい

ます。わたしは彼女がそれをやり続けることを望んでい

ます。 

  【窟全文訳】                  

レイクホテルの情報 

■フロア情報 

階 客室 施設(営業時間) 

５階 501-540  

４階 401-440  

３階 301-330 会議室(9:00－21:00) 

２階  
プール(15:00－21:00) 

カラオケルーム(17:00－23:00)

１階  
レストラン(6:30－20:30) 

コンビニエンスストア(24時間)

 ◎あなたは宿泊中にこれらの施設を使うことができま

す。 

 ◎あなたが会議室やカラオケルームを使うときはフロ

ントにたずねてください。 

■部屋情報 

 ◎部屋を出るときは部屋のかぎを持っていってくださ

い。 

 ◎大事なものを金庫に入れてください。 

  【解説】                    

掘問１ 文の前半で将棋部に連れていったとあるので，

ルーシーは伝統的な日本の文化を経験したかった

のだと判断する。traditional｢伝統的な｣，culture

｢文化｣， season(s) ｢季節｣， song(s) ｢歌 ｣，

homework｢宿題｣ 

 問２ (１) 直前が受け身《be動詞＋過去分詞》｢～され

る，された｣になっており，直後に行為者が続

いているので，by｢～によって｣を補充する。 

    (２) ここでは将棋のルールについて話している

ので，｢それぞれの駒がどう動くのかを覚えな

ければなりません｣という意味になるように，

《have [has] to＋動詞の原形》｢～しなければ

ならない｣を完成させる。ほぼ同じ意味を表す

《need to＋動詞の原形》｢～する必要がある｣

を用いてもよい。 

 問３ ｢ルーシーはよい将棋の競技者になるために何を

していますか｣という質問。本文下から２～３行目

よりインターネットで将棋をしている。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を人称代名詞の主格(she，

they，itなど)にかえる。動詞の時制も疑問文に合

わせる(現在形で答える)。 

窟問１ (１) ｢レイクホテルでは，あなたは   こと

ができます｣という文。フロア情報の表と一致

するエ｢いつでもコンビニエンスストアでもの

を買う｣が当てはまる。ア｢１階の客室に泊ま

る｣，イ｢４階のプールで泳いで楽しむ｣は階数

が間違っている。ウ｢６時からレストランで朝

食を食べる｣は６時ではなく６時半からである。 
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    (２) ｢もし   を使いたいのなら，あなたは

フロントに言わなければならない｣という文。

フロア情報の下の２つ目の◎より会議室とカ

ラオケルームなので，ア｢３階の施設｣が当て

はまる。なお，イは｢金庫の中のあなたの大切

なもの｣，ウは｢２階であなたの部屋のかぎ｣，

エは｢最上階の施設｣という意味である。 

 問２ ｢もしレイクホテルに宿泊するなら，あなたはど

の施設を使いたいですか｣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(want to use)を使い，

時制も疑問文に合わせる(現在形で答える)。ホテ

ル内の特定の施設について答えるので，施設には

冠詞theをつけることに注意。 

 

修 [会話文] 

【学校裁量問題選択校では州になります。】 

問１ went  問２ ウ   

問３ (例) Will you tell 

問４ エ  問５ ア，オ(順不同)   

問６ (例) do something 
  【長文全訳】                  

オリビア： あなたはこの前の週末に何をしましたか。 

  香奈： わたしは家族といっしょにビーチに行きまし

た。 

オリビア： あなたはそれを楽しみましたか。 

  香奈： はい。しかしわたしたちが訪れたビーチはき

れいではなかったので，昼食をとったあとに

わたしたちはそこを清掃して，そこで多くの

ペットボトルやポリ袋を集めました。 

オリビア： ああ，わたしも去年ハワイで友だちといっしょ

にビーチを清掃してそれらを集めました。そ

れらのいくつかの文字は日本語で書かれてい

ました。わたしはそれらがそんなに遠くまで

やってきたので驚きました。 

  香奈： わたしは，プラスチックごみは世界中で問題

だと思います。 

オリビア： わたしもそう思います。それはビーチや海か

ら自然に消えることはありません。それは環

境に悪いです。 

  香奈： わたしはプラスチックごみのほかの問題につ

いての雑誌の記事を読みました。 

オリビア： 本当ですか。その記事についてわたしに教え

てくれませんか。 

  香奈： いいですよ。多くの海の動物が，それ(プラス

チックごみ)を食べ物だと思うのでプラスチッ

クごみを食べています。そうすると，それら

はそれを消化できずに，もう食べ物を食べな

くなってしまうのです。 

オリビア： そしてそれらの多くが死んでしまうのですね。 

  香奈： はい。だからわたしたちはプラスチックごみ

を減らさなければなりません。わたしは何人

かの日本の高校生が漁師といっしょに海を清

掃しようとしていると聞きました。彼らは海

の底からごみを集めて，それから生徒たちは

その行動について世界に話しています。わた

しもそこにはたくさんのプラスチックごみが

あると聞きました。 

オリビア： わたしは今すぐ漁師とそうすることはわたし

たちには難しいけれども，わたしたちはプラ

スチックごみを減らし始めるべきだと思いま

す。香奈，わたしたちは何をすることができ

ますか。 

  香奈： わたしたちは学校に自分の水筒を持ってきた

り，買い物に自分のバッグを持っていったり

することができます。 

オリビア： それはいいですね。わたしはこれらの活動は

小さいけれども，環境によいことをすること

はわたしたちにとって重要だと思います。 

  香奈： そのとおりです。もし多くの高校生がプラス

チックごみを減らすためにそうすれば，ビー

チや海の環境はよくなるでしょう。だから最

初に友だちとその問題について話し始めま

しょう。 

オリビア： わかりました。 

  【解説】                    

問１ 直後にto the beach｢ビーチへ｣とあることから，

go｢行く｣が入る。ここではオリビアがこの前の週末

について質問しているので，過去形のwentにする。 

問２ theyは｢彼(女)らは，それらは｣という意味で複数

名詞を指す代名詞。下線部以降が｢それら(彼ら)がそ

んなに遠くまでやってきた(旅をした)｣という意味で

あること，この前の香奈のせりふ以降はビーチでペッ

トボトルやポリ袋を集めたことについて話している

ことから判断する。 

問３ 文末の符号がクエスチョンマークであることから，

オリビアが｢教えてくれませんか｣と言ったと判断し，

《Will[Can / Would / Could] you＋動詞の原形 …?》

｢～してくれませんか｣の疑問文を作る。《tell＋人＋

about ～》｢(人)に～について教える，話す｣ 

問４ 香奈が水筒を持ってきたり買い物に自分のバッグ

を持っていったりすることができると答えているの

で，エ｢わたしたちには何をすることができますか｣

が入る。なお，アは｢わたしたちは何をやめるでしょ

うか｣，イは｢あなたはどうやってそれを手に入れる

ことができますか｣，ウは｢あなたはいつそれを聞き

ましたか｣という意味である。 

問５ ア ｢香奈と家族は，昼食を食べたあとでビーチを

清掃した｣，本文４～５行目と一致する。 
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   イ ｢オリビアはまだ友だちといっしょにプラス

チックごみを集めていない｣，本文６～７行目で

去年集めたと言っている。 

   ウ ｢香奈はとても遠くまでやってきている日本の

ごみについての記事を読んだ｣，本文７～８行目

参照。日本のごみについてはオリビアから聞い

ている。 

   エ ｢ハワイの何人かの高校生は漁師といっしょに

海を清掃した｣，本文下から11～13行目参照。本

文中で述べられているのはハワイの高校生では

なく，日本の高校生についてである。 

   オ ｢香奈とオリビアは友だちと問題について話す

ことに決めた｣，本文下から１～３行目と一致す

る。 

問６ まず問題文の１～２行目より，空欄の前のagree 

with her｢彼女に同意する｣が水筒や自分のバッグを

持っていくことだということをおさえる。同様の語

句が本文下から７行目にあるので，その次のオリビ

アのせりふの内容と合うように｢プラスチックごみを

減らすために何か小さなことをしたい｣という英文を

完成させる。《want to＋動詞の原形》｢～したい｣，

《something＋形容詞》｢何か～するもの，こと｣ 

 

修 [会話文・自由英作文]【学校裁量問題】 

掘問１ (例) students want to join 

 問２ because some of them are difficult to 

 問３ betterなど  問４ イ，オ(順不同) 

 問５ (例) has interesting places to 

窟 (例) I’d like to live near the library because I want 

to go there with my children and borrow a lot of 

books for them. 
  【掘長文全訳】                  

 菜々： おはようございます，グリーン先生。わたしは

来週の英語の授業のわたしの発表についてあな

たにたずねたいのです，なぜならそれ(自分の発

表)を改善したいからです。わたしに何かアドバ

イスをしてもらえませんか。 

グリーン先生： いいですよ。あなたが選んだ話題は何ですか。 

 菜々： ええと，それはオリンピック・パラリンピック

の2020年東京大会についてです。 

グリーン先生： それはよい話題ですね。あなたはどんな内容に

ついて話すつもりですか。 

 菜々： 最初に，わたしはなぜこの話題を選んだのかに

ついて話します。わたしは先月英語の授業でパ

ラリンピックの選手について学びました。2013

年の会議で，彼女は東京にオリンピックやパラ

リンピックを招致しようとするために英語でス

ピーチをしました。わたしたちの英語の先生が

わたしたちに彼女のスピーチのビデオを見せて

くれました。わたしは彼女の流ちょうな英語と

彼女のスピーチの内容にとても感動しました。

わたしは彼女のスピーチがその会議に参加した

全員を引きつけたと感じました。わたしはその

ビデオを見てから2020年東京大会に興味があり

ます。そういうわけでわたしはこの話題を選び

ました。 

グリーン先生： わたしもそのスピーチを知っています。そして

わたしはあなたが最初に何について話すつもり

なのかわかりました。あなたは発表でほかに何

について話すことを予定していますか。 

 菜々： わたしは｢おもてなし｣について話すことを予定

しています，なぜならこのことばが会議のあと

でとても有名になったからです。それはお客さ

んのお世話をするときの日本の考え方について

のものです。わたしたちは2020年東京大会に来

る多くのお客さんに多くの種類の｢おもてなし｣

をすることができます。１例として，わたしは

ボランティア活動について話すつもりです。こ

のグラフを見てください。それは2020年東京大

会の間のボランティア活動についてのものです。

それは2018年には2013年より多くの生徒がそれ

らに参加したがっていることを示しています。 

グリーン先生： これは，彼らがボランティア活動を通して多く

のお客さんのお世話をしたいということを示し

ていますね。 

 菜々： はい。そしてそれからわたしは別の例について

話すつもりです。ご存じのように，今日本政府

は世界中から来る人々により簡単に情報を与え

るために，2020年東京大会の前に公共の看板を

かえようとしています。それらの中には理解す

るのが難しいものもあるので，それはよい変化

になるだろうとわたしは思います。 

グリーン先生： はい。その変化は日本に来るすべての外国人に

とってとても役に立つでしょう。 

 菜々： この変化を通して，わたしは彼らが2020年東京

大会だけでなく観光や買い物も楽しんでくれる

ことを望んでいます。 

グリーン先生： わたしもそう望んでいます。それであなたは発

表の中でなぜその話題を選んだのかと２つの｢お

もてなし｣の例について話すことを予定している

のですね。 

 菜々： そうです，しかしわたしは何か自分の発表を改

善するものを追加したいのです。わたしはほか

に何について話すべきでしょうか。 

グリーン先生： ええと，あなたは北海道でオリンピックのサッ

カーの試合が開催されることを知っていますね。

世界中からの多くの人々が北海道に来るでしょ

う。わたしたちは彼らに会うときに，何かの｢お

もてなし｣をするべきだとわたしは思います。だ

からあなたは彼らのために何をすることができ
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るかについて考えるべきです。それについて話

してはどうですか。 

 菜々： それはすばらしい考えですね。わたしもそのよ

うな人々のために｢おもてなし｣をするべきだと

思います。わたしは発表を今よりもよくするた

めに彼らのために何をすることができるかにつ

いて考えます。ありがとうございます。 
  【解説】                    

掘問１ まず，showsとmoreの間に接続詞thatが省略さ

れており，more以降が《主語＋動詞 …》の形にな

ることを抑える。次に空欄の後ろにin 2018 than in 

2013｢2018年には2013年よりも｣とあることから，

moreをmany｢多くの｣の比較級と考えて，｢それ(グ

ラフ)は2018年には2013年よりも多くの生徒がそれ

らに参加したがっていることを示しています｣とい

う文を完成させる。 

 問２ まず(  )の内にbecauseがあることから，

(  )内はI think it’ll be a good change｢わたしは

それがよい変化になるだろうと思います｣と言って

いる理由を表すと判断する。becauseの後ろには

《主語＋動詞 …》が続くことから，～ are difficult

｢～は難しい｣という文になると考える。動詞がare

であることから主語には複数を表す《some of＋複

数名詞》｢～のいくつか，何人か｣が入る。最後に

《difficult to＋動詞の原形》｢～するには難しい｣を

用いて(  )の後ろのunderstandとつなげる。 

 問３ 前にある動詞makeに注目する。このmakeを

《make＋Ａ＋Ｂ》｢ＡをＢにする｣として使ってい

ると考えると，直後にthan it is now｢今(それがそ

うである)よりも｣があることから形容詞の比較級

が入ると判断し，better｢よりよい｣を補充するこ

とができる。 

 問４ ア ｢パラリンピックの選手は先月英語の授業で

菜々とクラスメイトに上手に英語で話した｣，

本文７～10行目参照。直接話を聞いたのでは

なく，ビデオを見た。 

    イ ｢菜々は英語の授業でパラリンピックの選手

について学んでから2020年東京大会に興味が

ある｣，本文12～13行目と一致する。 

    ウ ｢グリーン先生は2013年の会議で行われたス

ピーチを知らなかった｣，本文14行目に反する。 

    エ ｢日本政府は2020年東京大会のあとで外国

人向けのいくつかの公共の看板をかえようと

している｣，本文下から18～20行目参照。東京

大会のあとではなく，東京大会の前である。 

    オ ｢グリーン先生は菜々に，世界中からの多く

のお客さんにどのように北海道でお世話をす

るかについて彼女が話すべきだと言った｣，本

文下から４～７行目と一致する。 

 問５ 空欄を含む１文が｢北海道で，わたしは外国の

人々にサッカーを見ることだけでなく滞在するこ

とも楽しんでもらいたいです，なぜなら北海道に

は観光のために訪れる   からです｣という意

味である。接続詞becauseの後ろなので，Hokkaido

以降が《主語＋動詞 …》になる。また次の文に

introduce them｢それらを紹介する｣とあるので，

空欄の前後でマッピングのinteresting places in 

Hokkaido｢北海道のおもしろい場所｣を言いかえて

いると考える。よって｢北海道には観光のために訪

れるべきおもしろい場所がある｣という内容を表す

ように英文を完成させる。 

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。先に住みたいと思う理

由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。例えば駅の近くであれば｢仕

事に行くのに時間があまり必要ない｣，公園の近くであ

れば｢子どもたちとそこで遊ぶことができる｣，スーパー

(supermarket)の近くであれば｢買い物に行くのが簡単

だ｣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。 

  模範解答は｢わたしは図書館の近くに住みたいです，

なぜならわたしは自分の子どもたちといっしょにそこ

に行って彼らのためにたくさんの本を借りたいからで

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。 
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