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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)…りゃくれき (2)…かんべん 

   (3)…ひき(いる) (4)…つ(ぐ) 

問二 (1)…巻末 (2)…列挙 (3)…降(り) 

   (4)…招(いた) 

問三 胸 

問四 (1)…行わ  (2)…(例) ことができる 

問五 (1)①…空気のような存在 

     ②…(例) 生活の中に深く浸透 

   (2)…(例)(現代の大都市では、)段ボールの原料

となる段ボール古紙が大量に発生してい

るから。 
  【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 Ａ・Ｂともに直後の語句をヒントにする。Ａ｢胸を

借りる｣は｢実力のある者に練習の相手をしてもらう

こと｣、Ｂ｢胸のつかえがおりる｣は｢心配しているこ

とが解決して安心すること｣の意味である。 

問四 (1) ｢行う｣はワ行の五段活用である。直後が助動詞

の｢ない｣なので、｢行う｣の未然形を考える。 

   (2) ｢使える｣は可能動詞で｢使えることができる｣

という意味を表している。 

問五 (1) 空欄①の直前の｢段ボールは、私たち日本人に

とって｣と対応している部分が｢日本人にとっての

段ボールは｣である。②段ボールはあって当たり

前と日本人は思っている。それほどに｢生活の中

に段ボールは浸透｣しているのである。 

   (2) ｢『現代の大森林』になっています｣の述部に対

する主部は｢段ボール古紙が大量に発生する大都

市が｣である。さらに｢段ボール古紙｣が｢段ボール

の原料のほとんど｣を占めているとも述べている。

したがって、解答用紙に合わせて、上記の二つを

まとめる。 

 

 [小問集合] 

【学校裁量問題選択校ではです。】 

問一 ウ 

問二 (1)…(誤)思→(正)支 (完全解答) 

   (2)…(誤)信→(正)申 (完全解答) 

問三 (1)…(例) 新しい教科を勉強することを楽しみに

している 

   (2)…ア 

   (3)…(例) 私は、学校行事を紹介するとよいと思

います。アンケートを見ると、七割近く

の小学生が学校祭などの学校行事を楽し

みにしているからです。 
  【解説】                    
問一 和語は基本的に漢字の訓読みや助詞・助動詞であ

る。 

   漢語は基本的に漢字の音読みである。外来語は中

国以外の国から入ってきた言葉で基本的にカタカナ

表記である。｢鉛筆｣は両方とも音読みである。｢削り」

は訓読みである。 

問二 漢字は読みとともに意味を一緒に覚えることで、

同音語などに対応できるようになる。(1)｢思持｣の

｢思｣は｢思う｣などの意味なので、｢ささえる・たすけ

る｣を意味する｢支｣にする。(2)｢信請｣の｢信｣は｢しん

じる｣の意味なので、｢もうしこむ｣の意味である｢申｣

にする。 

問三 (1) ｢回答数としては多くない｣、｢授業の紹介｣とあ

るので、(Ａ)のアンケートでこれらに合致するの

が｢楽しみにしていること｣にある｢新しい教科を

勉強すること｣である。したがって、これらをま

とめる。 

   (2) ｢よいと思います｣で他の人の意見を評価してい

る。｢イメージしやすくなる｣からは自分の意見を

述べている。更に、｢他に～紹介した方がよいと

思うことはありませんか｣で話し合いの方向付け

をしている。 

   (3) 正答例以外に｢新しい友達をつくること｣や｢生

徒会活動｣などをもとに、まず自分の考えを述べ、

次にそのように考えた理由を記述するようにする。 

     アンケート結果をもとに、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、三点減点。文末表現の不

備などは減点の対象となる。 

 

 [文学的文章] 

【学校裁量問題選択校ではです。】 

問一 ①…無駄のない洗練された手さばき 

   ②…紙を傷つけない絶妙な力加減 

(完全解答・順不同) 

問二 (例) 致命的な失敗をしなければ、必ずリカバリー

することができること。 

   (例) 失敗を深刻に考え過ぎることは緊張を生み、

良くない結果を引き寄せる原因となること。 

(順不同) 

問三 指先まで 

問四 (例) 紙を破いてしまうこと。 
  【解説】                    
問一 理由を述べた文で｢見返しからきれいに剥がされて

いく｣とあるので、俊彦が裏表紙を剥がしているとき

の手際のよさを表している部分をさがすようにする。 

問二 設問に｢菜月への気遣い｣に注目する。本文の後半

部分に｢そう語った俊彦は｣以降で｢ヘラと一緒に俊彦

の気遣いを受け取った菜月｣とある。したがって、｢そ

う語った｣の｢そう｣が何をさしているのかを読みとる。 

   一方が書けているものは三点が与えられる。文末

の不備等は減点となる。 

問三 ｢集中｣するということは、神経を張りつめて、細か

な部分にまで注意をいきわたらせることである。この

ことを｢注意深く｣と表現されている。したがって、こ

の表現を含む一文を探す。 

問四 設問の｢最初みたいに～ことはなかった｣に注目す

る。菜月の最初の手の震えは｢ヘラを持つ手が震える｣

の部分である。このとき、菜月は｢紙を破いてしまう

のが怖くて｣手を震わせたのである。 
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 [古典] 

問一 たらちねの  問二 葉   

問三 ①…(例) 手に取って  ②…秋山そ我は 
  【解説】                    
問一 枕詞は特定の語の前に置いて語調を整える言葉で、

特定の意味がないものである。ふつうは、五音から

なる。ここでは、｢たらちねの｣が｢母｣を導く枕詞で

ある。 

問二 ｢黄葉をば 取りてそしのふ｣と｢青きをば 置きて

そ嘆く｣が対句となっていて、｢黄｣と｢青｣が対応して

いることから判断する。また。この二つはともに述

部で、これらの主部が｢秋山の 木の葉を見ては｣で

あることからもわかる。 

問三 ①春は｢花も咲けれど 山をしみ 入りても取らず 

草深み 取りても見ず｣と｢秋山の 木の葉を見ては

黄葉をば 取りてそしのふ 青きをば置きてそ嘆く｣

となっているので、｢取り｣てかどうかが問題となっ

ているとわかる。額田王は和歌の最後で｢秋山そ我は｣

と額田王がどちらを好んでいるのかをはっきりと明

示している。 
  【口語訳】                   
   冬が終わり春がやって来ると、(冬の間)鳴かなかっ

た鳥も来て鳴き、(冬の間)咲かなかった花も咲きま

すが、山が(木の枝や葉で)茂っているので、(花を)

取ることもできません。草が深いので、(花を手に)

取って見ることもできません。秋山の木の葉を見て

は、(地上に落ちた)色づいた葉を手に取って思い慕

うことができます。(まだ、色づいていない)青い葉

は(そっと)そのまま置いて(早く色づかないかなと)

嘆息します。そのことが残念ですが、私は秋山がす

ぐれていると思います。 

 

 [説明的文章]【学校裁量問題】 

問一 (1)１…エ  (2)2…いんゆ ３…けっさく 

問二 (例) 真は詳細が伝わり、草は動きや雰囲気が伝わ

る。 

問三 ①…言葉がわからなくても意味が伝わる 

   ②…多くの人が共有する一般的な知識 

問四 (例) (抽象表現主義の作品や抽象的な現代アート

は、)私たちに意味処理をさせないので、これ

らと向きあううちに、埋もれていた記憶が掘り

おこされたり、思いがけない連想がつながって

自分なりの意味が見出されたりするから。 

問五 イ 
  【解説】                    
問一 (1) ｢重箱読み｣は音読み＋訓読みからなる熟語であ

る。ア｢若者｣は訓読み＋訓読み、イ｢所望(しょも

う)｣は音読み＋音読み、ウ｢手帳｣は訓読み＋音読

み(湯桶読み)、エ｢額縁｣は音読み＋訓読みである。

なお、｢額｣の訓読みは｢ひたい｣、｢縁｣の音読みは

｢エン｣である。 

   (2) ２｢隠喩｣の｢隠｣、３｢傑作｣の｢傑｣はともに形声

文字である。 

問二 第一段落で『三体画譜』について｢真は～図鑑のよ

うに詳細がわかる。草でも～詳細が省かれて太い筆

の勢いがある～せいか、動きや雰囲気が感じられる

絵が多かった｣と述べられている。 

   ①｢真は詳細｣が、②｢草は動きや雰囲気｣が伝わる

こと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。 

問三 ①第三段落の｢言葉がわからなくても意味が伝わる

ように｣の｢ように｣が｢目的として｣という言葉に置き

かえられる。②の直後の｢抽出｣に注目すると、同じ

段落で｢多くの人が共有する一般的な知識、いわばス

テレオタイプを抽出している｣とある。 

問四 直前の｢だから｣が前の部分で述べた理由を、あと

の部分で結果を導く働きをする接続詞である。前の

部分で｢埋もれていた記憶が掘りおこされたり、思い

がけない連想がつながって自分なりの意味が見出さ

れ｣ると述べられている。この部分が｢自分と向き合っ

ている｣に対応している。次に｢抽象表現主義の作品

や抽象的な現代アートと向きあうとき｣については、

三つ前の段落で｢抽象表現に向かっていく。安直な意

味は鑑賞のじゃまになる｣と述べられ、そのあとの段

落で｢意味処理しようとするのがふだんの『見る』だ

としたら～わたしたちに『見る』をさせない｣とある

ことから、抽象表現は意味処理をさせないというこ

とがわかる。したがって、これらをまとめる。 

   ①｢意味処理をさせないこと｣、②｢記憶が掘りおこ

されたり、連想がつながって自分なりの意味が見出

されたりすること｣の二点をまとめているものを正答

とする。①、②の一方がなければ、三点減点。文末

が不備なものは一点減点。 

問五 ｢でもそれは～｣以降で｢一見単純な形や色に表現さ

れているのは、むしろ自然の多様さや複雑さの方｣

だとあり、さらにこれら｢自然の多様さや複雑さ｣を

｢飽きもせず、アリや石ころをじいっと見つめていた

人にしか描きだせない｣ことが｢とことん『視る』｣

ことになる。 

   アは｢単純化して捉える｣、ウは｢対象を構成するそ

れぞれの要素の意味をそのまま捉える｣、エは｢対象

の意味をそのまま言葉として抽出しながら｣が不適切

である。 

 

 

 
《令和２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 89.5 (2) 3 85.1

(2) 1 57.9 
 問三 

(3) 5 49.6

(3) 1 94.6 問一 3 75.0
問一

(4) 1 93.0 問二 6 9.7

(1) 1 31.4 問三 3 43.9

(2) 1 11.4 

 

問四 3 44.9

(3) 1 68.4 問一 2 56.3
問二

(4) 1 70.7 問二 3 35.4

問三 2 19.6 ① 2 8.4

(1) 2 71.3 

 

問三 
② 2 37.3

問四
(2) 2 60.1 (1) 1 1 60.3

① 2 88.8 2 1 96.4
(1)

② 2 54.7 

問一 
(2) 

3 1 87.9



問五

(2) 3 12.3 問二 4 47.1

問一 2 76.8 ① 2 85.8

(1) 1 42.7 
問三 

② 2 61.4
問二

(2) 1 43.6 問四 6 9.1


問三 (1) 3 67.3 

 

裁
量
問
題 

問五 4 42.8

    

   標準問題合格者平均点 30.9 点 

   裁量問題合格者平均点 39.0 点 
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宗 [正負の数の計算，平方根，数の性質，資料の散らば

りと代表値，空間図形の基本，比例・反比例，円周

角と中心角，三平方の定理] 

【学校裁量問題選択校では差し替えになります。】 

問１ (１) －15  (２) －27  (３) 5 2  

問２ 4，－4  問３ 25.9℃  問４ 辺OC  

問５ y＝9  問６  21 cm 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ (２) 9－62＝9－36 

         ＝－27 

   (３)  14 × 7 － 8 ＝7 2 －2 2  

              ＝5 2  

問２ 絶対値が4である数は，正の数と負の数の2つある。 

問３ 最高気温が高い方(低い方)から数えて4番目の気

温なので，25.9℃ 

問４ 辺ABと交わる辺，平行な辺を除いた残りの辺なの

で，辺OC 

問５ y＝ax に x＝2，y＝－6 を代入して 

   －6＝2a より，a＝－3 

  y＝－3x に x＝－3 を代入して 

   y＝－3×(－3)＝9 

問６ △ABCで三平方の定理より 

   AC2＋22＝52 

      AC2＝25－4＝21 

      AC＝± 21  

  AC＞0 より，AC＝ 21 (cm) 

 

就 [因数分解，場合の数，平面図形の基本・作図，２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 －3 

問２ 8通り 

問３ (右図) 
 

問４ (１)   a cm 
 

   (２) (解答例) 
 

    (式) x×  x＝9000 
 

    (計算) x2＝6000 

         x＝±20 15  

        x＞0 より，x＝20 15  

    (答) 20 15 cm 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ x＋2y＝A と置くと 

   3xA＋yA＝A(3x＋y) 

  A＝x＋2y を戻して 

   A(3x＋y)＝(x＋2y)(3x＋y) 

  x＝1，y＝－2 を代入して 

   {1＋2×(－2)}×(3×1－2)＝－3×1＝－3 

問２  が両端の場合は，次の4通り。 

   ①  A－ A－  2    ②  A－  2 －  2 

   ③   2 － A－ A   ④   2 －  2 － A 

   と が入れ替わった場合を考えて 

   4×2＝8(通り) 

問３ (作図の手順) 

  ① 辺BCの上側に，辺BCを1辺とする正三角形を作

図する。(点B，C以外の残りの頂点をQとする) 

  ② ∠QBCの二等分線を作図し，辺ACとの交点をP

とする。 

問４ (１) 道旗の縦の長さを b cmとすると，道章の直径  
が道旗の縦の長さの  倍なので   

     a＝b×   より，b＝  a (cm) 
 

   (２) 道旗の縦の長さを x cm，横の長さを y cmとす

ると，縦と横の長さの比が 2：3 なので 

     x：y＝2：3 

     yについて解いて  
     2y＝3x より，y＝  x  
    道旗の面積が9000cm2なので 
 

    (式) x×  x＝9000 
 

 

州 [数の性質] 

【学校裁量問題選択校では就になります。】 

問１ ア．7  イ．91  ウ．13 

問２ 2048年，2076年 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ 9月1日のn日後が，9月1日と同じ曜日となるの

は，一週間が7日なので，nが  ア  7  の倍数のときだ

けである。 

   9月1日のn日後が12月1日のとき，9月が30日ま

で，10月が31日まで，11月が30日までであること

から，n＝30＋31＋30＝  イ 91  となり，91＝7× ウ 13  

と表せるので，91は7の倍数であることがわかる。 

問２ うるう年は，西暦が4の倍数のときである。また，

うるう年の1月1日の曜日は，水 → 月 → 土 → 木 … 

のように，前回のうるう年の2日前の曜日になる。 

  これを利用して，西暦が

4の倍数で，さらに，1

月1日が水曜日である年

を見つけ出す。右の表よ

り，2020年の28年後の

2048年の1月1日が水曜

日で，さらに，28年後の

2076年の1月1日が水曜

日になる。 

 

 

 

7    
5 

5    
7 

A

B C

P 

(Q) 

3    
2 

7    
5 

3    
2 

3  
2

5  
7

西暦 曜日

2020年 水 
2024年 月 
2028年 土 
2032年 木 
2036年 火 
2040年 日 
2044年 金 
2048年 水 

  
2076年 水 

  
2104年 水 

  

 

… …

… … 

… … 

28年後 

28年後 

28年後 
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修 [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 D(－t ，－t 2 )  問２ y＝－3x－4 

問３ (解答例) 

  点Bから点Cまでのxの増加量は  2 t ，yの増加量は  
  －  t 

2
 ，直線BCの傾きは－2より   

   －  t 

2
 ＝－2×2 t  

    3 t 2－8 t ＝0 

    t (3 t －8)＝0  
     t ＝0，t ＝     
  t ＞0 より，t ＝    
  点Aのy座標は  
   y＝  ×     ＝    
  
  (答) A   ，    
 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ 点Aのx座標が t より，点Bのx座標は－ t ，点Dのx

座標も－ t なので，関数②に x＝－ t を代入して 

   y＝－(－ t )2＝－ t 

2 

  よって，D(－ t ，－ t 

2
 ) 

問２ 点Cの座標は，関数②に x＝4 を代入して 

   y＝－42＝－16  C(4，－16) 

  求める直線の式の傾きが－3なので，y＝－3x＋b に

C(4，－16)を代入して 

   －16＝－3×4＋b より，b＝－4 

  よって，y＝－3x－4 

問３ 点Aのx座標が t のとき，点A～Cの座標を，それぞ

れ t を使った式で表すと  
   A  t ，  t 

2
  ，B － t ，  t 

2
  ，C( t ，－ t 

2
 )  

  2点B，Cを通る直線の傾きが－2なので 
 

         ＝－2 より，－  t 

2＝－2×2 t  
 

愁 [図形と証明，円周角と中心角，相似] 

【学校裁量問題選択校では修になります。】 

問１ 35度 

問２ (解答例) 

  △ABCと△EBDにおいて 

   共通な角より，∠ABC＝∠EBD … ① 

   ∠ACB＝∠BCD＋∠ACD … ② 

   ∠EDB＝∠BAE＋∠AED … ③ 

   仮定より，∠BCD＝∠BAE … ④ 

   4点A，C，D，Eは同一円周上にあるので 

∠ACD＝∠AED … ⑤ 

   ②～⑤より，∠ACB＝∠EDB … ⑥ 

  ①，⑥より，2組の角がそれぞれ等しいので 

   △ABC∽△EBD 

 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ △CEFの外角より 

   ∠CEF＝115°－40°＝75° 

  △ABEの外角より 

   ∠ABC＝75°－40°＝35° 

問２  
 

 

 

 

 

 

  上の図で 

   ∠ACB＝∠BCD(●)＋∠ACD(▲) … ② 

   ∠EDB＝∠BAE(○)＋∠AED(△) … ③ 

   仮定より，∠BCD(●)＝∠BAE(○) … ④ 

   4点A，C，D，Eは同一円周上にあるので 

∠ACD(▲)＝∠AED(△) … ⑤ 

   ②～⑤より，∠ACB＝∠EDB … ⑥ 

 

愁 [１次方程式の応用，１次関数，連立方程式の応用，資

料の散らばりと代表値，立体の表面積と体積，三平方

の定理] 

【学校裁量問題】 

問１ (１) 1800m  (２) 毎分108m 

問２ (１) 6冊 

   (２) 

 

 

 

 

 
 

問３ (１)    cm 
 

   (２) (解答例) 

    △BCDにおいて，BD＝CD より 

     ∠DBC＝∠DCB＝30° 

     ∠ADC＝30°＋30°＝60° 

    点Cから線分ABに垂線をひき，線分ABとの交点

をFとすると 

     CF＝2 3 ，DF＝2 

    △BCFを，線分ABを軸として1回転させてでき

る立体の体積は 
 

       ×π×(2 3 )2×6＝24π 
 

    △CDFを，線分ABを軸として1回転させてでき

る立体の体積は 
 

       ×π×(2 3 )2×2＝8π 
 

    よって，求める体積は 

     24π－8π＝16π 

    (答) 16πcm3 
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――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ (１) 60×30＝1800(m) 

   (２) グラフより，全体の所要時間は 

     50＋30＝80(分) 

    また，(1)より，中学校から図書館までの道のり

は，1800m 

    往路を移動する速さを分速 x mとすると，復路

を移動する速さは分速  x mと表せるので 
   

    (式)    ＋30＋   ＝80 
 

 

    (計算)    ＋30＋1800÷  x＝80 
 

           ＋30＋   ＝80 
 

    両辺×x 

     1800＋30x＋3600＝80x 

           －50x＝－5400 

              x＝108 

問２ (１) (1×2＋2×4＋3×1＋4×2＋5×1 

＋6×1＋7×3＋8×5＋9×3＋10×3)÷25 

    ＝150÷25 

    ＝6(冊) 

   (２) (資料)から読み取れることとして 

     ア 夏休みと冬休みで，読んだ本の冊数の範囲

は変わらない(読んだ本の冊数の最小値は

1冊，最大値は10冊) 

     イ 読んだ本の冊数が1冊～5冊の人数の合計

が11人 

     ウ 度数が0人の冊数は0冊と6冊 

     エ 25人の中央値が8冊(読んだ本の冊数が少

ない方から数えて13番目の生徒の冊数は

8冊) 

    ア～エより，読んだ本の冊数が7冊の人数は1人。 

    ※ 読んだ本の冊数が7冊の人数は，ウより0人

ではない。また，2人以上の場合は読んだ本

の冊数が1冊～7冊の人数が13人以上となり，

25人の中央値が7冊になるため，エに当ては

まらない。 

このとき，読んだ本の冊数が8冊の人数をx人，

9冊の人数をy人とすると，人数の合計が25人な

ので 

     x＋y＋16＝25 … ① 

    (1)より，読んだ本の冊数の平均が6冊なので 

     8x＋9y＋74＝6×25 … ② 

    ①，②を連立方程式として解いて 

     x＝5，y＝4 

 

 

 

 

問３ (１) △BDEで 1：2： 3  の比より 

     DE：BD＝DE：4＝1： 3  

            3 DE＝4 
 

            DE＝  ＝   (cm) 
 

   (２) 各部の長さは，次の図のようになる。 

 

 

 

 

 

 
 

    △BCFを，線分ABを軸として1回転させてでき

る立体は，次の図のような円錐になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    △CDFを，線分ABを軸として1回転させてでき

る立体は，次の図のような円錐になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《令和２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 98.3 問１ 3 45.3

(2) 2 77.8 問２ 3 43.2問１

(3) 2 63.5

修 

問３ 4 11.2

問２ 3 50.2 問１ 3 60.5

問３ 3 57.1
愁 

問２ 5 5.6

問４ 3 78.7     

問５ 3 71.6 (1) 3 90.4

宗

問６ 3 52.3
問１ 

(2) 3 12.6

問１ 3 69.8 (1) 3 74.0

問２ 3 56.8
問２ 

(2) 4 22.0

問３ 3 29.8 (1) 3 53.9

(1) 2 34.9

愁 

問３ 
(2) 5 12.1

就

問４
(2) 3 20.8     

問１ 3 43.0     
州

問２ 4 8.9     

       

  標準問題合格者平均点 23.3 点 

  学校裁量問題合格者平均点 30.9 点 
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宗 [小問集合] 

問１ (１) 南アメリカ(大陸) 

  (２) Ａ…イ，Ｂ…インド(完全解答) 

問２ 原油[石油] 

問３ (１) 秦 

  (２) 仮名(２字指定) 

   (３) 御成敗式目[貞永式目] 

  (４) 国学 

問４ (１) 地方交付税交付金[地方交付税] 

   (２) ①…イ，②…消費(完全解答) 

   (３) 自己決定 

  (４) 社会保険 

問５ (１) 扇状地 

   (２) 果樹園 

   (３) 750(m) 

   (４) ①…ウ，②…キ(完全解答) 

問６ (１) 銀(漢字１字指定) 

  (２) イタリア 

   (３) ソ連[ソビエト連邦] 

問７ (１) 世界人権宣言 

   (２) 難民 

   (３) ＰＫＯ(アルファベット大文字３字指定) 

  【解説】                    

問１ (２) 略地図の右にあるスケールバーでは，約1.1cm

が5000kmとなっている。略地図上での昭和基地

から東京までの直線の長さは約３cmなので， 

5000km×３＝15000km 

より少し短い14000kmが Ａ に当てはまる。 

問２ グラフの上位にサウジアラビアやアラブ首長国連

邦などの西アジア諸国が入っていることから，原油

(石油)と判断する。 

問３ (１) 初めて｢皇帝｣という呼び名を使ったのは，秦

の始皇帝。 

問４ (１) 国から配分される財源のうち，義務教育の実

施や公共事業など，特定の活動を行うことを目

的とした資金を国庫支出金という。 

問５ (３) 実際の距離は，｢地図上の長さ×縮尺の分母｣

の計算で求めるので， 

     ３cm×25000＝75000cm＝750m 

    となる。 

   (４) Ａの神社は120mの等高線付近にあることか

ら標高はおおよそ120m，Ｂの神社は20mの等高

線付近にあることから標高はおおよそ20mとわ

かる。したがって，これらの神社の標高差はお

およそ100mになるので，①はウを選ぶ。また，

ＣとＤの中間には，標高200mほどの平地がある

ことからキを選ぶ。 

 

問６ (２) 第二次世界大戦が始まった翌年(1940年)に結

ばれた，日本，ドイツ，イタリアの三国による

同盟を，日独伊三国同盟という。 

問７ (３) PKOは，Peacekeeping Operations の略称で，

日本語では(国連)平和維持活動と訳される。 

 

就 [奈良時代～現代の日本と世界] 

問１ (１) イ 

   (２) エ 

問２ ウ 

問３ Ⅰ群…イ，Ⅱ群…キ(完全解答) 

問４  (古) エ→イ→ア (新) (完全解答) 

問５ (１)  (例) 輸入品に対して，関税を独自に定める

ことができなかった。 

   (２) ａ…アメリカ，ｂ…イギリス，ｃ…南北戦争 
     (完全解答) 

問６ 古代…Ｃ，現代…Ｂ(完全解答) 

  【解説】                    

問１ (１) 朱印船貿易は江戸時代初期にさかんであった

ことから，江戸時代初期の1612年について述べ

たイを選ぶ。また，アは室町時代後期の1549年，

ウは室町時代前期の1397年，エは平安時代中期

の1053年について述べた文。 

   (２) 朱印船貿易によって多くの日本人が移住し，

各地に日本町(日本人町)ができたのは，現在の

フィリピンやベトナム，カンボジア，タイなど

の東南アジア。したがって，略地図のエを選ぶ。

アユタヤは，現在のタイ中部にある県の１つ。 

問２ 1954年３月１日におきた第五福竜丸事件をきっか

けに，原水爆の禁止を求める署名運動がおこった。

この翌年の1955年，広島市で第１回原水爆禁止世界

大会が開かれた。したがって，ウを選ぶ。 

問３ 遣唐使とともに唐に渡った人物は，後に真言宗を

広めた空海なので，Ⅰ群からはイ，Ⅱ群からはキを

選ぶ。また，Ⅰ群のアの行基にはⅡ群のク，Ⅰ群の

ウの法然にはⅡ群のケ，Ⅰ群のエの日蓮にはⅡ群の

カが当てはまる。 

問４ アは1932年，イは1915年，ウは1895年，エは1906

年，オは1900年。したがって，1905年におきた下線

部②(日本海海戦)後におきたできごとではないウと

オを除いた，エ→イ→アが正解。 

問５ (１) ｢輸入品に対して，関税を独自に定めることが

できなかった｣，｢関税自主権がなかった｣などの

内容を書くことが記述のポイント。 

   (２) わが国に開国を要求して実現させた国なので， 

     ａ にはアメリカが当てはまる。また，1861

～1867年で函館港に入港した外国船の数が最も

多い国なので， ｂ にはイギリスが当てはま

る。最後に，1861年に ａ (アメリカ)でおき 
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たできごとなので， ｃ には南北戦争が当て

はまる。 

問６ ＡとＥは近世，Ｂは現代，Ｃは古代，Ｄは近代。 

 

州 [国民生活と政治・経済] 

問１ エ 

問２ Ａ…ア，Ｂ…優越(完全解答) 

問３ ア，ウ，カ(完全解答，順不同) 

問４ (例) 国民の代表が制定した法 

問５ しくみ 三審制(漢字３字指定) 

   語句 Ａ…控訴，Ｂ…上告(完全解答) 

  【解説】                    

問１ アは天皇の国事行為，イとウは内閣の仕事。 

  ◎国会のおもな仕事 

   ・法律案の議決[法律の制定] 

   ・予算の議決[予算の審議・議決] 

   ・(内閣が外国と結ぶ)条約の承認 

   ・両議院による国政の調査[国政調査権] 

   ・弾劾裁判所の設置 

   ・内閣総理大臣の指名 

   ・憲法改正の発議 

   ・内閣信任・不信任の決議→衆議院のみ 

問２ 衆議院と参議院の議決が異なる場合に開かれるこ

とから， Ａ にはアの両院協議会が当てはまる。

また，両院の議決が一致しない場合，衆議院の議決

が優先されることなので， Ｂ には優越が当ては

まる。 

問３ イ，エ，オは，一般に不況のときに見られる。 

問４ ｢国民の代表が制定した法｣，｢国民がつくった法｣

などの内容を書き，文の前後とのつながりをよくす

ることが記述のポイント。 

問５ 三審制は，より公正で慎重に裁判を行い，裁判で

のまちがいをなくして人権を守るためのしくみ。 

 

修 [世界の諸地域，日本の諸地域] 

掘 

問１ Ａ…ア，Ｂ…イ，Ｃ…エ，Ｄ…ウ(完全解答) 

問２ 湾や入り江…フィヨルド，半島の名…イ 
(完全解答) 

問３ ａ…③，ｂ…①，ｃ…④，ｄ…②(完全解答) 

窟 

問１ Ａ…奥羽，Ｂ…やませ(完全解答) 

問２ ① 北方(漢字２字指定) 

   ② 択捉 

問３ 北海道…ア，東北…イ，九州…ウ，Ａ…米 
   (完全解答) 

問４ 受験者全員に２点を与える 

  【解説】                    
掘 

問１ Ａ 地中海性気候に属する都市なので，季節変化

がはっきりしていて，夏の降水量が少なく，冬

の降水量がやや多いアのグラフを選ぶ。 

   Ｂ 北半球の乾燥帯に属する都市なので，６～９

月の気温が高く，１年を通じて降水量が少ない

イのグラフを選ぶ。 

   Ｃ 南半球の高山帯に属する都市なので，11～３

月の気温が高く，１年を通じて降水量が少ない

エのグラフを選ぶ。 

   Ｄ 温暖湿潤気候に属する都市なので，季節変化

がはっきりしていて，年間を通じて降水量が最

も多いウのグラフを選ぶ。 

問３ 穀物自給率が最も低いａが③(日本)，森林面積が

最もせまいｂが①(ドイツ)，人口密度が最も低いｃ

が④(アメリカ)，自動車生産台数が最も多いｄが②

(中国)。 

 

窟 

問１ 夏になると親潮の影響を受けて吹くことがある，

冷たい北東からの風であることから， Ｂ にはや

ませが当てはまる。この風が吹くと，東北地方の太

平洋側は冷害の被害を受けることがある。 

問２ 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。第二次世界大戦後にソ連

に占領され，現在はロシア連邦によって不法に占拠

されている。 

問３ ア 農業産出額にしめる畜産の割合が最も高いこ

とから北海道。 

   イ 他と比べて，農業産出額にしめる果実の割合

が高いことから東北。 

   ウ 農業産出額が最も多く，他と比べて，農業産

出額にしめる野菜の割合が高いことから九州。 

    最後に，Ａは，農業産出額にしめる割合を見る

と，イ(東北)が最も高くなっていることから米と

判断する。 

《令和２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 67.7 (1) 1 53.5
問１

(2) 1 57.8
問１ 

(2) 1 51.1

問２ 1 88.5 問２ 1 51.6

(1) 1 39.4 問３ 2 33.7

(2) 1 84.7 問４ 2 16.7

(3) 1 37.8 (1) 2 61.7
問３

(4) 1 48.6
問５ 

(2) 2 16.5

(1) 1 47.5

就 

問６ 2 66.8

(2) 1 72.4 問１ 2 35.4

(3) 1 56.5 問２ 2 67.4
問４

(4) 1 51.3 問３ 2 60.4

(1) 1 66.1 問４ 2 27.5

(2) 1 79.0 しくみ 2 75.1

(3) 1 66.8

州 

問５ 
語句 2 59.9

問５

(4) 1 31.1 問１ 2 36.3

(1) 1 44.1 問２ 2 45.8

(2) 1 61.0

Ａ 

問３ 2 17.5問６

(3) 1 47.9 問１ 2 63.0

(1) 1 61.1 ① 1 93.7

(2) 1 70.1
問２ 

② 1 87.0

宗

問７

(3) 1 50.4 問３ 2 12.4

修 

Ｂ 

問４  
 

合格者平均点 31.5点 
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宗 [小問集合] 

問１ (１) ①静脈  (２) ②吸熱 

   (３) ③示相  (４) ④質量保存 

   (５) ⑤力のはたらく点[作用点]  (６) ⑥虚像 

問２ ①肝臓 ②じん臓  問３ ①斑晶 ②石基 

問４ エ，カ  問５ Ｃ   

問６ ３g  問７ 300N 

  【解説】                    

問６ 図２より，11℃の空気の飽和水蒸気量は10g/m3

である。よって，水蒸気量＝10g/m3×0.3＝３g 

問７ 圧力[Pa(N/m2)]＝           を利

用して求める。 

   円柱の底面積は２m2，圧力は150Paであり，重力

の大きさをxNとすると， 

   150Pa＝    よって，xN＝300N 

 

就 [身のまわりの物質] 

問１ (１) ①(例)最も低いところ[平らなところ] 

     ②イ 

   (２) 密度…2.7g/cm3 記号…カ 

問２ (１) ①樹脂 ②イ ③ア 

   (２)    cm3  (３) T，Z，U，E 

  【解説】                    

問１ (２) 金属Ａの体積は55.0cm3－50.0cm3＝5.0cm3 

    よって，金属Ａの密度＝質量[g]÷体積[cm3] 

              ＝13.5g÷5.0cm3 

              ＝2.7g/cm3 

     金属Ｂの密度＝13.5g÷1.7cm3＝7.9…g/cm3 

     金属Ｃの密度＝13.5g÷1.5cm3＝9.0g/cm3 

問２ (１) ②③ ポリエチレンテレフタラート(PET)

は水に沈むが，ポリエチレン(PE)とポリプ

ロピレン(PP)は水に浮く。実験２[３]で，

水にＳが沈むことから，ペットボトルから

切り取ったプラスチックの小片はＳである。 

   (２) 水の密度は1.0g/cm3なので，水50cm3の質量

は50gである。液体(Ｚ)における水とエタノー

ルの質量比は３：２なので，液体(Ｚ)にふくま

れるエタノールの質量は50g× ＝  g 

     また，体積[cm3]＝質量[g]÷密度[g/cm3]よ

り，体積＝  [g]÷ｅ[g/cm3]＝  [cm3] 

   (３) 実験２の[３]で，ＴとＵは水に浮くので，Ｔ

とＵは水よりも密度が小さい。また，[４]より

密度の大小関係は｢Ｓ・Ｔ・Ｕ＞Ｅ｣，[５]より

密度の大小関係は｢Ｓ・Ｔ＞Ｚ＞Ｕ｣である。よっ

て，下線部より｢Ｔ＞Ｚ＞Ｕ＞Ｅ｣である。 

 

 

州 [地球と宇宙] 

問１ (１) エ  (２) 右図 

問２ (１) ウ 

   (２) ア 

   (３) ①イ ②ア ③イ 

 

  【解説】                    

問１ (１) 太陽投影板に投影された太陽の像が，記録用

紙の円から外れていった原因は，地球の自転で

ある。 

     アとウは，地球が地軸を公転面に対して傾け

たまま公転することから起こる現象。イは地球

が公転することから起こる現象(年周運動)。エ

は地球の自転によっておこる現象(日周運動)。 

   (２) 図１において，黒点は太陽の像が動いて記録

用紙の円から外れていった方向と同じ方向に移

動する。また，太陽は球形なので，図１で円形

に見えた黒点は周辺部ではだ円形に見える。 

問２ (１) 地球・金星・太陽のつくる角が90度のとき，

金星の半分が光って見える。また図３では，地

球から見て，太陽は金星の左側にあるので，金

星の左側半分が光って見える。 

   (２) 観察２では金星と火星がほぼ同じ方向に見え

る。ア(下の図)では地球から金星と火星がほぼ

同じ方向に見える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (３) 金星の公転周期は0.6年なので，金星は0.6年

すなわち7.2か月(0.6年×12か月)で360度動く。

よって，１か月公転する角度は 

    7.2か月：360度＝１か月：x度 x度＝50度 

     同様に，火星の公転周期は1.9年なので，火星

は1.9年すなわち22.8か月(1.9年×12か月)で

360度動く。よって，１か月で公転する角度は 

    22.8か月：360度＝１か月：x度 x度＝約16度 

    また，地球は１か月で30度公転する。 

     これらより，金星，地球，火星は観察２を行っ

た日の１か月後(上の図の位置の１か月後)には，

それぞれ次の図の位置に移動する。 

     ① 金星の高度は，地球・金星・太陽のつく

る角が90度のときに最大となるので，１か

月後は金星の高度は低くなる。 

     ② 下の図から金星と火星は１か月後には，

100 
３ｅ 

面を垂直におす力[N]
力がはたらく面積[m2]

xN 
２m2 

100
３

２ 
３ 

100 
３ 

100 
３ｅ 

Ａ 

Ｂ 

金星 

火星

地球 

同じ方向 
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観察２のときよりも離れて見える。 

 

 

 

 

 

 

 

     ③ １か月後，金星と地球の距離は観察２の

ときよりも大きくなるので，金星の見かけ

の大きさは小さくなる。 

 

修 [電流のはたらき] 

問１ (１) 1.4V  (２) ウ 

問２ (１) ①ア ②ア 

   (２) (例)磁石のＮ極を上にしておく  (３) イ 

  【解説】                    

問１ (１) 電圧＝0.14A×10Ω＝1.4V 

   (２) １秒間あたりのハンドルの回転数が３回のと

きの電圧は，4.2V(0.42A×10Ω)である。また，

電熱線を図５のように接続したときの全体の抵

抗は20Ω(10Ω＋10Ω)である。よって， 

     電流＝4.2V÷20Ω＝0.21A 

問２ (１) ① フレミングの左手の法則を使って考える。 

   (２) 電流が磁界から受ける力の向きは，電流の向

きか磁界の向きの一方を逆にすれば逆になり，

両方を逆にすれば同じになる。この問題では電

流の向きを逆にしてコイルを逆向きに回転させ

ているので，さらに磁界の向きを逆にすればコ

イルを図４と同じ向きに回転させることができ

る。 

   (３) 図４でコイルの下の部分は奥の向きに力を受

けている。エナメルの上側半分もはがす(エナメ

ルをすべてはがす)と電流が流れ続け，奥の向き

に力がはたらき続けるので，４分の１回転する

と回転が止まる。 

 

愁 [生命の連続性] 

問１ (１) (例)視野が広く  (２) イ 

問２ (１) 縦方向の長さ…0.15mm 

     のびた長さ…0.1mm 

   (２) ①オ ②カ ③ケ 

  【解説】                    

問１ (２) 体細胞分裂において，染色体は複製されて２

倍になり(細胞Ｘ)，２倍になった染色体が２等

分される(細胞Ｙ)。したがって，細胞Ｙの染色

体は図６を２等分したイが正答となる。 

問２ (１) 実験[１]において，｢同じような２本の根を根

Ａ，Ｂ｣と実験文に示されているので，根Ａ，Ｂ

の細胞の縦方向の長さは同じであると考えられ

る。根Ｂの細胞の縦方向の長さは図５に表され

ているので，根の先端からの距離４mmのとき

の細胞の縦方向の長さ(0.15mm)を図５から読

みとる。 

     また，印をつけてから24時間後，根の先端か

らの距離４mmだった細胞は，根の先端から

10mmのところにある。根の先端からの距離

10mmのときの細胞の縦方向の長さは，図５か

ら0.25mmと読みとれる。もともと根の先端か

らの距離４mmのときの細胞の縦方向の長さは

0.15mmなので，0.1mm(0.25mm－0.15mm)

のびたと考えられる。 

   (２) ① 実験文の｢１つ目の印の位置はほとんど

変わらなかった｣とあること，｢４つ目から

10個目の印までの間は，印と印の間隔がほ

とんど変わらず｣とあることから，よくのび

た部分は１つ目の印から４つ目の印(１

mm～４mm)の範囲であると判断できる。 

     ② 図５で，24時間後の根Ａの先端からの距

離が１mm～８mmの細胞の縦方向の長さ

は長くなっているが，８mm以上の細胞は

縦方向の長さが0.25mmですべて同じに

なっている。これより，先端からの距離が

１mm～８mmの細胞が縦方向に伸びたと

判断できる。 

     ③ ①において１mm～４mmの部分がよく

のびることと，②において根の細胞が縦方

向にのびたのは，印をつけたときに根の先

端からの距離が１mm～８mmの範囲に

あった細胞であることから，判断する。 

 

 

金星 

火星

地球 

１か月後

地球 

金星

火星

観察２ 

《令和２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 84.6 (1) 1 49.2

(2) ② 1 81.5
問１ 

(2) 3 17.6

(3) ③ 1 68.4 (1) 2 37.0

(4) ④ 1 86.0 (2) 2 50.8

(5) ⑤ 1 30.3 ① 

問１

(6) ⑥ 1 68.2 ② 

① 

州 

問２ 

(3) 

③ 

2 20.1

問２
② 

2 60.6
(1) 2 70.9

① 
問１ 

(2) 2 56.0
問３

② 
2 41.4

① 

問４ 2 44.4
(1) 

② 
2 30.5

問５ 2 57.3 (2) 3 54.7

問６ 2 52.1

修 

問２ 

(3) 2 14.5

宗

問７ 2 44.2 (1) 2 73.6

①
問１ 

(2) 2 62.4
(1)

②
2 49.7

縦方向 

密度 2 47.7
(1) 

のびた 
3 12.8問１

(2)
記号 1 48.7 ① 

① 1 18.7 ② 

②

愁 

問２ 

(2) 

③ 

3 1.6

(1)

③
1 17.6

     

(2) 2 9.5      

就

問２

(3) 2 15.1      

        

  合格者平均点 25.7 点 
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宗 [リスニング問題] 

問１ No.1 イ  No.2 ア  No.3 ウ 

問２ No.1 イ  No.2 エ  No.3 イ 

問３ No.1 イ  No.2 ウ  No.3 エ 

  【放送台本】                  

問１ No.1の問題 

Ａ： Good morning, Kenta.  Did you sleep well last 

night?  

Ｂ： Yes, Mary.  I went to bed at eleven last night and 

got up at seven this morning.  

Ａ： Good.  I could only sleep for six hours. 

Question： What time did Kenta get up this morning? 

問１ No.2の問題 

Ａ： Daiki, what a nice room!  

Ｂ： Thank you!  Do you know what this is, Nancy?  

Ａ： No.  I’ve never seen it before.  Is it a table?  

Ｂ： Yes, but this is not just a table.  This also keeps 

us warm in winter. 

Question： What are they talking about? 

問１ No.3の問題 

Ａ： Mary, this is a picture of our music band.  We 

played some songs at the school festival this year.  

It was a wonderful time for us!  

Ｂ： You look excited, Tsubasa.  Who is the student 

playing the guitar next to you?  

Ａ： He is Ryosuke.  He plays the guitar well, and the 

other student playing the guitar is Taro.  

Ｂ： I see.  The student playing the drums is Takuya, 

right?  I hear he’s good at singing, too. 

Question： Which boy is Tsubasa? 

問２ No.1の問題 

 Yuka： Good morning, Bob.  I have good news. 

 Bob： Oh, you look so happy.  What happened, 

Yuka?  

 Yuka： (チャイム音)  

問２ No.2の問題 

 Yuka： Bob, which season do you like the best? 

 Bob： I liked summer before.  But since I came to 

Hokkaido, I like winter the best because I can 

go to snow festivals.  What else can we do in 

winter in Hokkaido, Yuka? 

 Yuka： (チャイム音)  

問２ No.3の問題 

 Yuka： Bob, I like this flower shop because there are 

many kinds of flowers which are good for 

presents.  

 Bob： Thank you for taking me here.  I can buy 

beautiful flowers for my host mother.  So, 

how do you know this shop? 

 Yuka： (チャイム音)  

問３の問題 

  Today is the final class before summer vacation.  

From tomorrow, you’ll have twenty-five days of 

vacation and I’ll give you some homework to do.  For 

your homework, you must write a report about the 

problems in the environment and you must use more 

than one hundred English words. 

  We’ve finished reading the textbook about the 

problems in the environment.  The textbook says 

that there are many kinds of problems like water 

problems or fires in the mountains.  The textbook 

also says that everyone in the world must continue 

thinking about protecting the environment from these 

problems.  So, in your report, you must write about 

one of the problems in the textbook that is interesting 

to you.  If you want to know more about it, use the 

Internet or books in the city library.  Please give me 

your report at the next class. 

  I hope you enjoy this homework and have a good 

vacation. 

 

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) to  (２) Shall 

問２ (１) plane  (２) balls 

問３ (１) on  (２) are  (３) ateなど  (４) long 

問４ (１) (例)It’s good. 

   (２) (例)I play soccer. 
  【解説】                    

問１ (１) 《listen to ～》｢～を聞く｣ 

   (２) 《Shall we＋動詞の原形 …?》｢(みんなで)～

しましょうか｣，相手に提案する疑問文。 

問２ (１) ｢オーストラリアの人々はふつう   で日

本に来る｣という文。《by＋乗り物》｢～で｣，train

｢電車，列車｣，plane｢飛行機｣，gym｢体育館｣，

zoo｢動物園｣ 

   (２) ｢わたしたちはテニスをするときに   と

ラケットを使います｣という文。letter(s)｢手紙｣，

car(s)｢自動車｣，ball(s)｢ボール｣，door(s)｢ド

ア｣ 

問３ (１) 《on TV》｢テレビで｣ 

   (２) ｢タカシ，あなたは東京の出身ですか｣｢いいえ，

ぼくは北海道の出身です｣という会話。疑問文に

は一般動詞がないので，be動詞(is，am，are)

の疑問文を作る。文頭ではないので小文字で書

き始めることに注意。 

   (３) ｢あなたは昼食に何を食べましたか，マリコ｣

｢わたしはハンバーガーを食べました｣という会
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話。what｢何(を)｣などの疑問詞で始まる疑問文

には《主語＋動詞 ….》の形で答える。動詞は疑

問文と同じもの(eat)を使い，時制も疑問文に合

わせる(過去形にする)。 

   (４) ｢あなたの冬休みはどのくらいの長さですか，

ミツル｣｢約３週間です｣という会話。期間をたず

ねる疑問詞《how long》｢どのくらい(の長さ)｣の

疑問文を作る。 

問４ (１) 相手が｢わたしはこのセーターを作りました。

あなたはどう思いますか｣と言っているので，セー

ターの感想を述べる英文を作る。別解例：I like 

it. / You made it very well. 

   (２) 相手が｢あなたはふつう放課後に何をします

か｣と言っているので，《I (usually)＋一般動詞

の原形 ….》｢わたしは(ふつう)～します｣という

形で答える。 

 

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 ウ，オ(順不同) 

 問２ (例) I want to go to Vancouver because I want 

to visit a famous long bridge. 

窟問１ (１) ア  (２) ウ 

 問２ (例) I can sing songs with my members. 
  【掘全文訳】                  

ホワイト先生：こんにちは，みなさん。バンクーバーは

カナダで最高の都市の１つです。夏に山の近くの青

い海を見るのはとてもすばらしいです。バンクーバー

は歩行者用の有名な長い橋もあります。わたしはそ

の上を歩くのが怖かったですが，多くの人がそこを

訪れてその上を歩いて楽しみます。わたしはバンクー

バーが大好きです。 

スミス先生：こんにちは。わたしはロンドンに住んでい

ました，そしてそこの公園が大好きです。札幌にも

多くの公園がありますが，ロンドンには札幌よりも

多くの公園があります。わたしたちはそこで多くの

動物を見ることができて，公園のあちこちで多くの

空を飛んでいる鳥を見ることができます。わたしは

仕事に行く途中で公園を歩いて通っていたときに，

それらを見るのが好きでした。あなたがたがロンド

ンを訪れることを願っています。 

キング先生：こんにちは。わたしはニューヨークが大好

きです。そこは多くのビルがある大都市で，いつも

混雑しています。また，そこは芸術でとても有名で，

わたしはその都市を歩き回ったときにそれを見て楽

しみました。あなたがたがニューヨークを訪れて楽

しむことを願っています。 

   さて，あなたがたはたぶんなぜわたしたちが自分

の故郷が大好きなのか理解できますね。その３つの

都市のうちのどれにいちばん行きたいですか。そし

てなぜですか。 

  【窟全文訳】                  

トムの送別会の計画 

 知ってのとおり，英語クラブのメンバーのトムが今度

の日曜日にアメリカに帰ります。彼のために送別会をし

ましょう。下を確認してください。 

       日付：７月19日(金曜日) 

       時間：15：45－16：45 

       場所：2-4の教室 

<準備の役割> <パーティでの役割> 

トムのための

映画を作る 
ジェーン 写真を撮る クミコ 

ゲームを準

備する 
タクヤ 

お別れのスピ 

ーチをする 
マコト 

教室を飾る 全員   

 ◎わたしたちはパーティーが始まるときに全員の写真

を撮ります。 

 パーティーの３日前にミーティングをして，トムのパー

ティーのためにほかに何をすることができるかについて

考えましょう。 

  【解説】                    

掘問１ ア ｢ホワイト先生とスミス先生は，彼らは自分

の故郷で多くの動物を見ることができると

言った｣，ホワイト先生は動物に関する発言を

していない。 

    イ ｢ホワイト先生とキング先生は，自分の故郷

にはどの季節にもよい点があると言った｣，ホ

ワイト先生は夏のことのみ述べており，キン

グ先生は季節に関する話をしていない。 

    ウ ｢スミス先生とキング先生は，自分の故郷に

は歩くときに見て楽しむものがあると言った｣，

スミス先生，キング先生の発言と一致する。 

    エ ｢それぞれのＡＬＴが自分の故郷と日本の間

の違う点について話した｣，ホワイト先生とキ

ング先生はこのような発言をしていない。 

    オ ｢それぞれのＡＬＴがなぜ自分の故郷が大好

きなのかについて話した｣，全員の発言と一致

する。 

 問２ ｢その３つの都市のうちのどれにいちばん行きた

いですか。そしてなぜですか｣という質問。which 

of the three cities｢その３つの都市のうちのどれ｣

とあるので，本文中に登場したVancouver，London，

New Yorkの中から１つ選び，I want to go to＋都

市名＋(the most) because＋主語＋動詞 ….｢…

なので，わたしは～に(いちばん)行きたいです｣

等の形で答える。理由は本文中に書かれている内

容を挙げてもよいし，それ以外のことについて書

いてもよい。１文と指定されていることに注意。 

窟問１ (１) ｢送別会は   開催されます｣という文。

表と一致するア｢英語クラブのメンバーによっ
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て飾られた教室で｣を選ぶ。イ｢クミコがお別

れのスピーチをしたあとで｣はスピーチをする

のがマコトであり，いつスピーチをするかも

不明である。ウ｢トムがアメリカに帰る２日前

の45分間｣は45分間ではなく１時間である。エ

｢彼(トム)が日本に出発するので，トムのため

に放課後に｣，《leave＋出発地》｢～を出発す

る｣と《leave for＋目的地》｢～に(向けて)出発

する｣の区別に注意。 

    (２) ｢英語クラブのメンバーは   パーティー

のためのミーティングをする予定だ｣という文。

表よりパーティーが金曜日であり，本文下か

ら１～２行目にパーティーの３日前にミー

ティングをするとある。 

 問２ ｢あなたはトムの送別会のためにほかに何をする

ことができますか｣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(またはwe)

にし，疑問文に合わせて《can＋動詞の原形》を使っ

て答える。what else｢ほかに何を｣とあるので，本

文中に書かれていないこと(歌を歌う，プレゼント

をあげる等)を答えることに注意。 

 

修 [会話文] 

【学校裁量問題選択校では州になります。】 

問１ How  問２ (例) I’m glad to 

問３ エ  問４ ア，エ(順不同)   

問５ (例) years to become 
  【長文全訳】                  

キーン先生： 恵美，あなたは今度の英語の授業のスピー

チで何について話すつもりですか。 

   恵美： わたしはセラピードッグについて話すつも

りです，それでわたしは今それらについて

勉強しています。 

キーン先生： それはよい考えですね。なぜあなたはそれ

らについて話すことに決めたのですか。 

   恵美： わたしは先週ボランティアとして療養所に

行ったとき，そこで犬を見ました。わたし

はなぜその犬がそこにいたのか知りません

でしたが,職員がわたしにそれがそこのお年

寄りを助けるセラピードッグだと教えてく

れました。その犬はただのペットではない

のです。 

キーン先生： 今，なぜあなたがセラピードッグに興味を

持ったのかわかります。アメリカにもそれ

らがいます。セラピードッグはどうやって

彼らを助けたのですか。 

   恵美： 実際には，その犬はそのとき何もしません

でした。それがただお年寄りといっしょに

いるだけでとても役に立っていることを知っ

てわたしは驚きました。 

キーン先生： なるほど。セラピードッグといっしょにい

たお年寄りはどうでしたか。 

   恵美： 彼らはほほえんでいて，幸せそうでした。

彼らの１人は｢わたしはセラピードッグと

いっしょにいるとうれしいです｣と言いまし

た。 

キーン先生： わたしの国にいるわたしのペットの犬もわ

たしを幸せにしてくれるので，わたしはそ

れがわかります。ええと，あなたはほかの

動物も人々を助けることができることを

知っていますか。 

   恵美： いいえ。わたしにもっと教えてください。 

キーン先生： いいですよ。たとえば，うさぎもまるでセ

ラピードッグのように人々を助けることが

できます。 

   恵美： 本当ですか。 

キーン先生： はい。うさぎはとてもかわいく見えますの

で，人々はうさぎに触ったり話しかけたり

するときに心地よく前向きな気分になるこ

とができます。そして馬も人々の役に立ち

ます。わたしはときどきこの町の牧場で放

課後に馬に乗ります。それはとても楽しく

て，わたしは自分の体がより健康になった

気がします。わたしは馬に乗ることで早く

病気から回復した女性を知っています。 

   恵美： わあ。わたしも馬の乗り方を学びたいです。

いつかわたしを牧場に連れていってくださ

い。 

キーン先生： もちろんです。 

  【解説】                    

問１ ２箇所ともキーン先生が様子をたずねていること

から，how｢どうやって，どのように｣を補充する。 

問２ ｢一緒にいるとうれしい｣＝｢一緒にいてうれしい｣

と考えて，《感情を表す形容詞＋to＋動詞の原形》｢～

して…｣の文を作る。または｢一緒にいるときうれし

い｣と考えて《Ｂ when Ａ.》｢ＡのときＢ｣を用いてI 

am glad[happy] when I (stay ….)とすることも考

えられる。 

問３ 直前でキーン先生がほかの動物について知ってい

るかたずねていること，直後でキーン先生がうさぎ

の例を挙げていることからエ｢いいえ。わたしにもっ

と教えてください｣が入る。なお，アは｢はい。わた

しはセラピードッグといっしょにいるべきです｣，イ

は｢はい。わたしはお年寄りを助けたいです｣，ウは｢い

いえ。わたしの犬を幸せにしてください｣という意味

である。 

問４ ア ｢恵美は最初，療養所の犬がセラピードッグだ

とは知らなかった｣，本文５～７行目と一致する。 

   イ ｢恵美が驚いたので，療養所のお年寄りはほほ
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えんだ｣，本文13～14行目参照。セラピードッグ

と一緒にいたからほほえんだのであって，恵美

が驚いたからではない。 

   ウ ｢キーン先生は牧場で病気の人々を助けるため

に自分の国にセラピードッグを飼っている｣，本

文下から13行目参照。ペットとして犬を飼って

いるが，セラピードッグだとは言っていない。 

   エ ｢キーン先生はときどき牧場で馬に乗るので，

より健康になった｣，本文下から５～７行目と一

致する。 

   オ ｢恵美は馬の乗り方を教えるためにキーン先生

を牧場に連れていくつもりだ｣，本文下から１～

３行目参照。恵美とキーン先生の立場が逆になっ

ている。 

問５ 文頭のIt means that ～は｢それは～という意味で

す｣という意味なので，that以降で直前の文と同じ内

容を表すようにする。空欄の前にあるit takes ～は

｢(時間が)～かかる｣という意味であること，直前の

文に犬が病院で働くために20か月以上一生懸命に練

習する必要があるとあることからyearsを補充して

｢ほぼ２年かかる｣と言いかえる。また，空欄の後ろ

のa therapy dogとつながるようにto become[be]｢～

になるために｣を加える。 

 

修 [日記文・自由英作文]【学校裁量問題】 

掘問１ ウ 問２ wore 

 問３ (例) don’t like it  問４ イ，オ(順不同) 

 問５ (１) differentなど 

    (２) (例) wear uniforms 

窟 (例) I’ll wait for you at New Chitose Airport with 

my parents.  You should bring warm clothes 

and a coat with you because it’ll be colder in 

Hokkaido than in Hawaii. 
  【掘長文全訳】                  

政孝 

 ザックが朝，ぼくの家に着きました。ぼくは彼に会っ

てとてもうれしかったです。 

 彼がぼくたちの家に入ったとき，彼が靴を脱がなかっ

たのでお父さんはとても驚きました。日本では家の中で

はふつう靴を脱ぐことを彼は知らなかったのです。 

 昼食のときにぼくたちはお母さんが作った日本料理を

食べました。彼はそれを気に入ったように思えました。

しかし，梅干しを食べたとき，彼はそれが好きではない

と彼女に言いました。彼がそう言ったとき，お母さんは

驚いたようでした。ぼくはこれが一種の文化の違いだと

知っていました。とにかく，ぼくたちは彼との昼食の時

間を楽しんで，彼は彼女に感謝を示しました。 

 夜に，ぼくはザックにぼくのアメリカでの経験につい

て話しました。ぼくはホストファミリーのところに滞在

したとき，香辛料のきいた料理についてどう感じるか彼

らに話すことができませんでした。ぼくはそれが好きで

はありませんでしたが，ホストファミリーを失望させた

くなかったのです。彼らがぼくに｢この料理は好きですか｣

とたずねたとき，ぼくは｢はい。これはとてもおいしいで

す｣と答えました。それで彼らはよくぼくに香辛料のきい

た料理を出して，ぼくはそれを食べなければなりません

でした。 

 ザックとぼくは同じ状況にありましたが，彼はぼくと

同じことはしませんでした。 

                        

ザック 

 今日はぼくの日本での初日でした。政孝と彼の家族は

とても親切で，全てがぼくにとって新鮮でした。 

 ぼくが家に入ったとき，政孝のお父さんは驚いたよう

で，｢ああ，待って｣と叫びました。ぼくは靴を脱がなけ

ればならないことを知りませんでした。それらは汚くは

ありませんでしたので，ぼくはそれらを脱がなくてもよ

いと思いました。南アフリカでは，ふつう汚いときに靴

を脱ぎます。これは日本でぼくにとって興味深かった最

初のことでした。 

 政孝のお母さんは昼食に多くの種類の日本料理を作り

ました。それらのほとんどはすばらしかったですが，そ

れらの１つだけはあまりにすっぱかったのでぼくにはお

いしくありませんでした。彼女はぼくにそれを気に入っ

たかどうかをたずねませんでしたが，ぼくは彼女に｢ぼく

は(解答例)それが好きではありません｣と言いました。ぼ

くがそう言ったとき，彼女は驚きました。ぼくはただ自

分の意見を彼女に言っただけなので，なぜ彼女は驚いて

いるのかわかりませんでした。しかし，彼女のおかげで，

ぼくは昼食をとても楽しんだので，昼食後に彼女にいっ

ぱいハグをしました。彼女はまた驚きました。 

 夜に，政孝とぼくはいっぱい話しました。ぼくはアメ

リカでの政孝の経験について聞いて驚きました。彼はぼ

くに日本人はまず他人の考えを尊重したいのでときどき

お互いに自分の意見を話さないということを教えてくれ

ました。政孝がぼくにそれについて話すまで，ぼくはこ

のことを知りませんでした。南アフリカでは，自分たち

が何を考えているのか他人に知ってほしいので，ぼくた

ちはふつう自分の気持ちや意見について話します。ぼく

は人々がどう感じるかをいつも推測するのはとてもむず

かしいと思いますが，政孝やほかの日本人のようにそう

してみようと思います。  
  【解説】                    

掘問１ 下線部は｢彼は彼女に感謝を示しました｣という

意味である。下線部の前のenjoyed our lunch 

(time)がザックの日記の下から７～８行目にある

ことに注目し，この部分と一致するウ｢ザックは彼

のホストマザーにいっぱいハグをした｣を選ぶ。な

お，アは｢ザックはホストマザーに自分の父の意見

を伝えた｣，イは｢ザックはホストマザーに自分の
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経験について話した｣，エは｢ザックはホストマザー

にもっとすっぱい料理を食べるように言った｣とい

う意味で，いずれも本文中に記述がない。 

 問２ ｢ザックが家に入ったとき，なぜ政孝の父親は驚

いたのですか｣｢なぜならザックが家に入ったとき

に靴を   からです｣という対話文。政孝の日

記の２～３行目参照。｢靴を脱がなかった｣＝｢靴を

履いていた｣と考える。wearは服や靴，帽子など

を身に着けている状態であることを表す。 

 問３ この文の前半に｢彼女はぼくにそれ(梅干し)を気

に入ったかどうかをたずねませんでしたが｣とある

ことから，空欄には梅干しの感想が入ることがわ

かる。また，政孝の日記の４～５行目に｢しかし，

梅干しを食べたとき，彼はそれが好きではないと

彼女に言いました｣とあることから，梅干しが好き

ではないことを伝える文を完成させる。なお，didn’t 

like it｢それが気に入らなかった｣と過去形にして

もよい。 

 問４ ア ｢ザックは政孝の母親によって昼食に作られ

た日本料理の全てを気に入った｣，政孝の日記

の４～５行目ほかを参照。梅干しは気に入ら

なかった。 

    イ ｢政孝の両親はザックが日本人はしないこと

をしたので驚いた｣，政孝の日記の２～６行目

と一致する。 

    ウ ｢政孝とザックは他人に自分たちの気持ちを

知ってもらいたいので，いつも他人に何を考

えているのかを話す｣，政孝の日記の下から２

～５行目参照。政孝には当てはまらない。 

    エ ｢政孝は自分の考えについて話すのが好きで

はない他人の気持ちを理解しようと思ってい

る｣，ザックの日記の下から１～５行目参照。

政孝ではなくザックについての記述である。 

    オ ｢政孝はほとんどの日本人はお互いと話すと

きに他人の考えを尊重しようとしていると

思っている｣，ザックの日記の下から３～５行

目と一致する。 

 問５ (１) 空欄を含む１文は｢ぼくは日本の文化にはぼ

くが知っておくべきことがたくさんあること

を学び，そしてぼくは   国々の人々には

たくさんの   考え方や行動のしかたがあ

ることに気づきました｣という意味である。本

文全体を通して日本と南アフリカの習慣や考

え方の違いについて述べているので，空欄に

はdifferent｢違った，別々の｣が入る。 

    (２) 直前の文でザックが日本以外の国にはない

日本の学校生活に関することについて教えて

くれるように頼んでいるので，それに対する

返答を完成させる。直前がI think we usually

｢ぼくは，ぼくたちがふつう～と思う｣となっ

ているので，動詞から始まる語句を補充する。

また日本の学校生活について説明するので，

動詞は現在形を用いる。模範解答は｢制服を着

る｣となっているが，ほかにも clean our 

classrooms｢教室を掃除する｣，have school 

lunch｢学校給食を食べる｣等も考えられる。 

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。先にどのような単語で

あれば自信を持って書けるかを考え，最も自信のある

ものを選ぶとよい。30語以上と指定されているが，採

点基準では，語数が満たない答案や文法的に誤りがあ

る答案に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。 

 ① 迎えに行く場所については，模範解答のI’ll wait for 

you at ～｢～であなたを待っている｣のほかに，I will 

meet you at[in] ～｢わたしは～であなたに会う予定

だ｣やPlease come to ～ to meet me｢わたしに会い

に～に来てください｣等が考えられる。airport｢空港｣

のスペルに自信がない場合はSapporo Station｢札幌

駅｣等を用いてもよい。誰と迎えに行くかは模範解答

のようにwith ～｢～といっしょに｣とするか，～ and 

I｢～とわたしは｣という形で表現する。 

 ② 10月にハワイから北海道に来るので，暖かい服装

を用意するように伝える文を書く。模範解答のよう

にbring ～ with you｢～を持ってくる｣を使うほかに，

You will need ～｢～が必要になるだろう｣等でも表

現できる。warm clothes and a coat｢暖かい服とコー

ト｣の部分はsomething warm to wear｢何か着るた

めの暖かいもの｣とするか，sweater(s)｢セーター｣

など具体的なものを書いてもよい。理由は比較を用

いずに単純にIt is cold in Hokkaido in October.｢10

月の北海道は寒い｣としてもよい。 
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