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 [小問集合・説明的文章] 

【学校裁量問題選択校では差し替えになります。】 

問一 (1)…きょうきゅう  (2)…ちょぞう 

   (3)…せば(まる)  (4)…ほどこ(す) 

問二 (1)…電池  (2)…郷里  (3)…刻(む) 

   (4)…絹糸 

問三 (例) お待ちください 

問四 (1)…四(画目)  (2)…キ 

問五 (1)①…胃で暮らす微生物が草を分解してできた

もの 

     ②…飲み込んだ草を口に戻し、再びかみくだく 

   (2)…深く眠れる時間 
  【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 設問の｢待つことを求める文｣、｢尊敬語｣から判断

する。｢待つ｣の尊敬語は｢お待ち｣である。また、文

末は丁寧語を使う。なお、｢お待ちになってください｣

も正答となる。 

問四 (1) 部首の｢うしへん｣の筆順は｢牛｣とは異なる。 

   (2) ｢技｣の部首は｢扌(てへん)｣である。 

問五 (1) 空欄①の直後の｢栄養を取っており｣と対応して

いる部分が｢栄養の主体である｣である。空欄②は

｢反芻｣をもとに牛の反芻のしかたを読みとる。 

   (2) 本文の終わりの部分で、｢固形飼料を食べてい

ると｣｢消化に費やすエネルギーが減り、深く眠れ

る時間が増える｣と述べられている。 

 

 [小問集合] 

【学校裁量問題選択校ではです。】 

問一 羊毛 

問二 (1)…(誤)社→(正)舎 (完全解答) 

   (2)…(誤)助→(正)序 (完全解答) 

問三 (1)…(例) (私の考える案Ⅰのよさは、)足腰が弱

り、もどかしい思いをしている高齢者は、

はかどらない屋外の仕事を片付けたいと

思っているので、代わりに片付けてあげ

られることです。 

      (例) (私の考える案Ⅱのよさは、)寂しい思

いをしている高齢者は、誰かと会話をし

たいと思っているので、プレゼントを渡

す際に話し相手になってあげられること

です。 

   (2)…(例) 相手のためだけではなく自分のために

もなる 
  【解説】                    
問一 ｢緑茶｣は前の漢字があとの漢字を修飾する関係に

ある熟語である。Ａ｢児童｣は意味が似ている漢字の

組み合わせ、Ｂ｢羊毛｣は前の漢字があとの漢字を修

飾する関係、Ｃ｢不快｣は打ち消しの接頭語がついた

もの、Ｄ｢勝負｣は意味が対になる漢字の組み合わせ

である。 

問二 日本語の漢字は同音語が多くある。したがって、

漢字のもつ意味を一緒に覚えることが大切である。

(1)｢庁社｣の｢社｣は｢①人々の集まり、②神をまつる

ほこら｣などの意味なので、建物を意味する｢舎｣にす

る。(2)｢順助｣の｢助｣は｢たすける｣の意味なので、順

番の意味をもつ｢序｣にする。 

問三 (1) のⅠ｢夏季の草刈り、冬季の雪かき｣はの｢足

腰が弱り～もどかしい思いをしている人がいる｣

と対応していることをもとに記述する。のⅡ｢季

節の花とメッセージの手渡しプレゼント｣はの

｢一人きりで過ごす時間が長く、寂しい思いをし

ている人がいる｣と対応していることをもとに記

述する。 

   (2) ｢他校のボランティア活動経験者の感想｣の前

半部分は相手のためになっていること、後半部分

は自分のためになっていることが記述されている。 

   相手のためだけではなく自分のためにもなってい

ることが適切に表現されているものを正答とする。

直後の｢こと｣につながりが悪いものは減点となる。 

 

 [文学的文章] 

【学校裁量問題選択校ではです。】 

問一 いつにも増して、入念に勢い止めの中 

問二 (例) 雨鱒はじっとして動かず、大きな眼が心平を

みていた 

問三 (例) (雨鱒の頭上で、)ヤスの切っ先の狙いがピタ

リと定まり、あとはいっきに突けばよいところ

まで追い詰めたことにより、次は必ず仕留める

ことができると思えたということ。 

問四 ヤスの重さ 
  【解説】                    
問一 直後の｢探りながら｣と本文６行目｢探った｣が対応

していることからわかる。 

問二 ｢雨鱒に関する描写｣の｢雨鱒は～逃げるそぶりをみ

せなかった｣が本文 15・16行目で描かれている。ま

た、｢雨鱒は～近づいても逃げなかった｣が本文 21・

22行目で描かれている。したがって、問題部分の雨

鱒に関する描写はこれらの行の間の｢雨鱒はまだじっ

として動かなかった。大きな眼が心平をみていた｣

となる。 

問三 ｢もう少しのところまで追い詰めたことがうれし

かった。次の機会にはきっと仕留めることができる｣

という思いが｢希望と自信｣になったのである。次に

解答欄の｢雨鱒の頭上で｣に注目すると、本文 34行目

で｢雨鱒の頭上で、切っ先の狙いがピタリと定まった。

あとはいっきに突けばよかった｣とある。したがって、

これらをまとめる。 

   ①｢ヤスで狙い定め、あとはいっきに突けばよいと

ころまで追い詰めることができたこと｣、②｢次は必ず

仕留めることができると思ったこと｣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。文末の不備は一点減点。 

問四 雨鱒を追い詰めるまでは｢ヤスの重さは感じていな

かった｣、雨鱒を逃がしてしまったあとは｢急にヤス

が手に重くなった｣とあることから判断する。 
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 [古典] 

問一 ア・イ・エ (完全解答 順不同)  問二 ウ   

問三 ア→ウ→エ→イ (完全解答) 
  【解説】                    
問一 この文章での登場人物は博雅三位、直衣着たる男、

帝である。ウ｢吹き｣の主語は｢直衣着たる男｣、オ｢召

して｣の主語は帝である。また、｢召す｣は｢お呼びよ

せる｣という意味の尊敬語であることからも帝とわか

る。その他は博雅三位が主語になっている。 

問二 ①博雅三位は直衣着たる人を｢あやしくて｣してい

ること、また｢行きあひて｣がばったり出会うの意味

であることからわかる。②｢月の夜ごとに｣、｢夜ごろ｣

とあることからわかる。｢夜ごろ｣はここ数夜の意味

である。 

問三 アは本文２・３行目｢その笛の音、この世にたぐひ

なくめでたく聞えければ｣、ウは６行目｢かれを取り

かへて吹きければ｣、エは７・８行目｢『もとの笛を

返し取らむ』ともいはざりければ｣、イは９行目｢そ

の音を吹きあらはす人なかりけり｣と対応している。 
  【口語訳】                   
   博雅三位が、月の明るかった夜に、直衣姿で、朱

雀門に出かけて、一晩中、笛を吹いていらっしゃっ

たときに、同じように、直衣を着た男が、笛を吹い

ていたので、(博雅三位は)｢だれだろう｣と思ってい

ると、その笛の音色は、この世に例がないほど素晴

らしく聞こえたので、(博雅三位は)不思議に思って、

近寄ってみると、今まで見たことがない人であった。

自分もものも言わず、その人も(ものを)言うことが

ない。このようにして、月夜のたびに、出会って、(笛

を)吹くことが、数夜続いた。 

   その人の笛の音色が、とりわけすばらしかったの

で、ためしに、笛を取りかえて吹いてみると、この

世に(比べるものが)ないほどの(すばらしい)笛であっ

た。その後、引き続き月夜になると、(二人は)出会っ

て笛を吹いたけれど、(相手は博雅三位に)｢もとの笛

を返してもらおう｣とも言わなかったので、長い間取

りかえたままで終わってしまった。三位が亡くなっ

たあと、帝が、この笛をお取り寄せになって、当時

の笛吹きたちにお吹かせになったが、(三位の出して

いた)その音色を吹いて出す人はいなかった。 

 

 [説明的文章]【学校裁量問題】 

問一 １…武士 2…つか(える) ３…はきゅう 

問二 ①…(例)効率よく伝える 

   ②…(例)ジャンルを認識する 

問三 何百年も伝承されてきた｢型｣ 

問四 (例) 庶民の間に芽生えはじめた個人という意識が、

もの珍しいものや新しいものに対する好奇心へ

と発展していったことを背景にして求められる

ようになった斬新な表現は、自己表現を求める

人びとの心を自由に解き放つ役割を果たした。 

問五 ウ 
  【解説】                    
問二 空欄①は｢どの弟子たちにも同じように教えようと

する｣に注目する。｢同じように教えようとする｣場合

｢型があると、誰にでも同じような手本を示すことが

できて、とても効率がよい｣と述べられている。空欄

②は｢何らかの共通点｣を手がかりに、段落の｢『こ

れは浮世絵だ』と思うことができます～浮世絵なら

ではの共通の型をもっているから｣に注目する。共通

の型によって何のジャンルなのかが認識できるので

ある。 

問三 ｢いけばな｣について触れているのは段落である。

この段落では｢型と個性の関係について｣述べられて

いる。この段落で歌舞伎やいけばなは最初｢何百年も

伝承されてきた『型』｣を｢徹底的に叩き込まれ｣、そ

れを土台として｢個性が醸し出されている｣と述べて

いる。したがって、最初に何を身に付けるのかを考

える。 

問四 設問の｢個人という意識｣に注目すると、段落で

｢庶民の間に芽生えはじめた個人という意識｣が｢もの

珍しいものや新しいものに対する好奇心へと発展し

ていった｣と述べられている。さらに｢斬新な表現｣

が段落で｢自己表現を求める人びとの心を自由に解

き放つ役割を果たすものであった｣と述べられている。

したがって、これらの部分をまとめるようにする。 

   ①｢庶民の間で芽生えはじめた個人という意識が、

もの珍しいものや新しいものに対する好奇心へと発

展していったことを背景にして斬新な表現を求めら

れるようになったこと｣、②｢斬新な表現が人びとの

心を自由に解き放つ役割を果たしたこと｣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 段落の｢表現や創造の分野において、型があるこ

と自体は、必ずしも悪いことではありません｣を受け

て、段落で歌舞伎やいけばなの例を通して、まず

型を徹底的に叩き込んで、そのうえで個性を花開か

せると述べられている。 

   アは｢の段落では～問題提起している｣、イは｢

の段落では～対立する内容を述べている｣、エは｢

の段落では、の段落の内容を否定した上で｣が不適

切である。 

 

 

 

《令和３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 

 

問一 

(1) 1 87.0 

 

問一 2 57.2 

(2) 1 89.9 問二 3 30.7 

(3) 1 74.9 問三 6 7.0 

(4) 1 74.4 問四 4 43.7 

問二 

(1) 1 83.6 

 

問一 3 59.8 

(2) 1 39.9 問二 3 57.3 

(3) 1 74.3 問三 3 42.6 

(4) 1 43.9 

 

裁
量
問
題 

問一 

１ 1 91.0 

問三 2 83.6 ２ 1 91.6 

問四 
(1) 2 61.1 ３ 1 93.5 

(2) 2 85.4 
問二 

① 2 49.4 

問五 
(1) 

① 2 56.2 ② 2 52.4 

② 2 84.0 問三 4 63.9 

(2) 3 85.2 問四 6 9.1 

 

問一 2 53.6 問五 4 84.9 

問二 
(1) 1 23.7      

(2) 1 71.3     

問三 
(1) 6 22.6     

(2) 5 30.0      

      

    標準問題合格者平均点 31.6 点 

    裁量問題合格者平均点 38.8 点 
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宗 [正負の数の計算，平方根，比例・反比例，空間図形

の基本，１次関数，連立方程式，平面図形の基本・

作図] 

【学校裁量問題選択校では差し替えになります。】 

問１ (１) 9  (２) －41  (３)  7  
問２ イ   問３ (右図) 
問４ y＝3x＋2 
問５ x＝2，y＝7 
問６ 3πcm 
――【解説】――――――――――――――――――― 
 
問１ (２) 9÷ －   ＋4＝－45＋4 
             ＝－41 
   (３)  28 － 7 ＝2 7 － 7  
           ＝ 7  
問２ yをxの式で表すと 
 

   ア y＝50x  イ y＝   
 

   ウ y＝100＋x エ y＝5πx2 

  yがxに反比例しているものは，イ 

問３ 組み立てたときに向かい合う面に，線分ABと平行

な対角線をかき入れる。 

問４ 傾きが3，切片が2なので，y＝3x＋2 
 

問５           とする。 
 

  ①に②を代入して 

   2x＋3x＋1＝11 より，x＝2 
  ②に x＝2 を代入して 

   y＝6＋1＝7 
 

問６ 2π×9×  ＝3π(cm) 
 

 

就 [2次方程式，確率，データの散らばりと代表値，平面

図形の基本・作図] 

【学校裁量問題選択校では宗になります。】 
 

問１ x＝       
 

問２ ア．8  イ．5  
   ウ．   
 

問３ 0.25 
問４ (右図) 
――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ 2次方程式の解の公式より 
 
   x＝          
 

    ＝          
 

 

 

 

問２ 3枚の硬貨を同時に投げるとき，表(〇)と裏(×)

の出方は，次の樹形図より 

   4×2＝
 ア 

8(通り) 

 

 

 

 

  上の樹形図より，表が出た硬貨の金額の合計が60円  
以上になるのは

 イ 
5通りなので，求める確率は，   

 

問３ 20÷80＝0.25 
問４ (作図の手順) 

   線分BDの垂直二等分線を作図し，辺ABとの交点

をP，辺BCとの交点をQとする。 
 

州 [数・式の利用] 

【学校裁量問題選択校では就になります。】 

問１ ア．9  イ．13  ウ．4  エ．n－1 
問２ (nを用いた式) 8n＋3 
   (考え方) 

   図4にはストローが11本
必要である。図4をn個つ

くるとき，右の図のよう

に8本ずつ囲むと，囲みの

個数は(n－1)個である。

したがって，ストローの

本数は，11＋8(n－1) 
 

修 [１次関数，平面図形の基本・作図，関数 y＝ax2] 

【学校裁量問題選択校では州になります。】 

問１ y＝－4x 

2  問２ a＝2 
問３ (解答例) 
   A(2，4)，B(3，9)，点Bとy軸について対称な点

をDとすると，D(－3，9) 
   線分BCと線分DCの長さは等しいから，線分AC

と線分BCの長さの和が最も小さくなるのは，3
点A，C，Dが一直線上にあるときである。 

   3点A，C，Dを通る直線の式を  y＝mx＋n とす

ると 
 
   連立方程式        を解いて 
 
    m＝－1，n＝6 
   したがって，点Cの座標は，C(0，6) 
――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ y＝4x2
 のグラフとx軸について対称なグラフの式

は，比例定数の符号が逆になる。 
問２ y＝ax2

 に x＝3，y＝18 を代入して 
   18＝9a より，a＝2 
 
 

 －3± 13           
2 

1    
5 ( ) 

300     
x 

2x＋y＝11 … ① 

y＝3x＋1 … ② 

60     
360 

A 

B 

5    
8 

A 

B 

P 

Q 

D 

C 

 －3± 32－4×1×(－1)                 
2×1 

 －3± 13           
2 

(100円) (50円) (10円) 
〇 (160円) 

× (150円) 

〇 (110円) 

× (100円) 

〇 

 

× 

〇 

(100円) (50円) (10円) 
〇 (60円) 

× (50円) 

〇 (10円) 

× (0円) 

〇 

 

× 

× 

5    
8 

ウ 

4＝2m＋n 
9＝－3m＋n 
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問３ 点A，Bの座標は y＝x2
 に x＝2，x＝3 をそれぞれ

代入して 
   A(2，4)，B(3，9) 
  点Bとy軸について対称な点をDとすると 
   D(－3，9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  上のグラフで 
   BC＝DC より，AC＋BC＝AC＋DC 
  AC＋DC の長さが最小になるとき，AC＋BC の長さ

も最小になる。AC＋DC の長さが最小になるとき，

3点A，C，Dは一直線上にある。 
  3点A，C，Dを通る直線の式を y＝mx＋n とする。 
  A(2，４)，D(－3，9)をそれぞれ代入して 
 
    
 
  ②－③ 
   5m＝－5 より，m＝－1 
  ②に m＝－1 を代入して 
   4＝－2＋n より，n＝6 
  3点A，C，Dを通る直線の式は，y＝－x＋6 … ④ 
  点Cは直線④のグラフの切片なので，C(0，6) 
 
愁 [平面図形の基本・作図，三角形，図形と証明] 

【学校裁量問題選択校では修になります。】 

問１ 105度 
問２ (解答例) 

   △ADEと△HBFにおいて 
    仮定より，DE＝BF … ① 
    AD//BC より，∠ADE＝∠HBF(錯角) … ② 
    対頂角は等しいので，∠AED＝∠CEB 
    AC//GH より，∠HFB＝∠CEB(同位角) 
    したがって，∠AED＝∠HFB … 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 
    △ADE≡△HBF 
   対応する辺は等しいので，AD＝HB 
 
 
 
 
 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ △CDEは CD＝CE の二等辺三角形なので 

   ∠CED＝(180°－30°)÷2＝75° 
  よって，∠BECの大きさは 

   ∠BEC＝180°－75°＝105° 
問２  
 

 

 

 

 

 

  上の図で 

   対頂角は等しいので，∠AED＝∠CEB 
   AC//GH より，∠HFB＝∠CEB(同位角) 
   したがって，∠AED＝∠HFB 
  これを利用して，△ADE≡△HBF を証明し， 

AD＝HB を導く。 

 

愁 [平面図形の基本・作図，１次方程式の応用，空間図形

の基本，立体の表面積と体積] 

【学校裁量問題】 
 

問１ (１)   πcm  (２) ウ 
  

問２ (１) 32cm3  (２)   倍 
   (３) (解答例) 

     点P，Qが頂点A，Bを出発してからの時間を

x秒とする。2直線PQ，EGが同じ平面上にあ

るのは，PQ//EG のときである。 
     点Pが辺AB上，点Qが辺BC上にあるとき，

PB＝BQ より 
      10－x＝2x  
     これを解いて，x＝    
     また，点Qが辺AB上，点Pが辺BC上にあると

き，QB＝BP より 
      40－2x＝x－10  
     これを解いて，x＝     
     (答)   秒後，  秒後 
 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ (１) 

 

 

 

 

    上の図で，あからいまで移動するとき，点Pが
えがく線の長さは，半径が2cmで中心角の大き

さが90度のおうぎ形の弧の長さになるので 
 

     2π×2×  ＝π(cm) 
 

  

A(2,4) 

B(3,9) 

x 

① 

D(－3,9) 

O 

y 

C 

4＝2m＋n … ② 

9＝－3m＋n … ③ 

A 

C 

D 

H 

E G 

B 

F 

 
 ▲＝● 

 ■＝● 

 よって 

 ▲＝■ 

10    
3 

1    
6 

10    
3 

50    
3 

10    
3 

50    
3 

P 

P 

Q R 

R 

R 

P 

Q 

Q 
P 

旭 
あ い う え

2cm 

90     
360 
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    いからうまで移動するとき，点Pがえがく線の

長さは，おうぎ形PQRの弧の長さになるので 
 

     2π×2×  ＝  π(cm) 
 

    うからえまで移動するとき，点Pがえがく線の

長さは，あからいまで移動するときと等しくな

るので，πcm 
    よって，点Pがえがく線の長さは  
     π＋  π＋π＝  π(cm) 
 

   (２) 次の図のように，図形Fがあからいまで移動

してできる図形の幅は常に一定で，その幅は正

三角形ABCの1辺の長さ(点A，B，Cを中心と

するおうぎ形の半径の長さ)と等しくなる。よ

って，図形Fがあからいまで移動してできる図

形の上側は，直線旭に平行な直線になる。 

 

 

 

 

 

問２ (１) 次の図のように，3点A，C，Gを通る平面は

点Eも通る。このとき，頂点Fをふくむ立体は三

角柱ABC-EFGになる。 
 
 

 

 

 
 

    この立体の体積は 
 

     4×4×4×  ＝32(cm3) 
 

   (２) 次の図のように，3点B，E，Gを通る平面で

切るとき，頂点Fをふくむ立体は三角錐B-EFG
になる。 

 

 

 

 

 
 

    上の図の三角錐B-EFGの体積は 
 

       ×a×a×  ×a＝  a3(cm3) 
 

    もとの立方体ABCD-EFGHの体積は 

     a×a×a＝a3(cm3) 
    三角錐B-EFGの体積を立方体ABCD-EFGHの

体積で割って 
 

       a3÷a3＝  (倍) 
 

 

 

   (３) 2点P，Qが頂点A，Bを同時に出発してから 
x秒後とすると，出発してからx秒間に点Pが移

動した距離は x cm，点Qが移動した距離は 2x cm
と表せる。 

2直線が同じ平面上にあるとき，2直線は交わる，

または，平行である。この問題では，直線PQ
と直線EGが交わることはないので，PQ//EG 

のときを考える。 

    ① 点Pが辺AB上，点Qが辺BC上にある場合 

      → PQ//EG のとき，PB＝BQ 
      図ア 

 

 

 

 
 

     上の図アで 

      PB＝AB－AP＝10－x(cm) 

      BQ＝2x(cm) 

     (式) 10－x＝2x 
 

     これを解いて，x＝   
 

    ② 点Qが辺AB上，点Pが辺BC上にある場合 

      → QP//EG のとき，QB＝BP 
      図イ 

 

 

 

 
 

     上の図イで 

      QB＝BC＋CD＋DA＋AB－2x 
         ＝40－2x(cm) 

      BP＝x－AB＝x－10(cm) 

     (式) 40－2x＝x－10 
 

     これを解いて，x＝   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《令和３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 

宗 

問１ 

(1) 2 87.6 

修 

問１ 3 67.6 

(2) 2 75.2 問２ 3 64.4 

(3) 2 79.5 問３ 5 15.0 

問２ 3 62.2 
愁 

問１ 3 73.1 

問３ 3 70.1 問２ 5 25.2 

問４ 3 42.6      

問５ 3 78.0 

愁 

問１ 
(1) 5 26.3 

問６ 3 37.5 (2) 4 15.2 

就 

問１ 3 64.9 

問２ 

(1) 3 51.2 

問２ 4 62.5 (2) 4 32.1 

問３ 3 69.3 (1) 5 5.1 

問４ 3 55.5      

州 
問１ 4 44.6      

問２ 3 23.9      
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宗 [小問集合] 

問１ (１) 太平洋 

  (２) 本初子午線 

  (３) (小) ③→②→①→④ (大)(完全解答) 

問２ (１) 元(漢字１字指定) 

   (２) 資料１ 室町(時代) 

     資料２ 平安(時代) 

問３ (１) Ａ…ウ，Ｂ…ア，Ｃ…イ(完全解答) 

  (２) 国事(行為) 

   (３) ①…ア，②…ア(完全解答) 

問４ (１) Ａ 県の名…新潟(県)，記号…②(完全解答) 

     Ｂ 県の名…群馬(県)，記号…④(完全解答) 

   (２) ａ…イ，ｂ…ア，ｃ…ウ(完全解答) 

問５ (１) (古) イ→ウ→ア (新) (完全解答) 

   (２) 征韓論 

   (３) 県の名…沖縄(県)，記号…イ(完全解答) 

問６ (１) 番人(漢字２字指定) 

  (２) ａ…与，ｂ…野(完全解答，各漢字１字指定) 

   (３) 団結権 

   (４) モンテスキュー 

  【解説】                    
問１ (３) 東京は，東経に位置する①から③の中で最も

東京との経度差が小さい③との時差が最も小さ

くなり，西経に位置する④との時差が最も大き

くなる。したがって，時差が小さい順に並べる

と，③→②→①→④。 

問２ (２) 資料１：明が日本に倭寇の取り締まりを求め，

日本がこれに応じたのは，室町時代の15世紀初

めごろ。 

     資料２：国風文化が栄えたのは平安時代。 

問３ (１)  Ａ に当てはまるのは，２月３日に行われ

るウの節分。 Ｂ に当てはまるのは，現在は

こどもの日となっている，５月５日に行われる

アの端午の節句。 Ｃ に当てはまるのは，一

般的に11月15日ごろに行われるイの七五三。 

問４ (１) 表２のＢにある｢富岡製糸場｣から，県の名は

群馬(県)，記号は略地図２の④。 

問５ (１) アは1582年，イは1096年，ウは1498年。した

がって，イ→ウ→ア。 

   (３) サンフランシスコ平和条約が結ばれた後もア

メリカの統治下にあった県なので，   には

沖縄が当てはまる。また，この県がアメリカの

軍事拠点となったのは，1965年から激化したベ

トナム戦争なので，{  }はイを選ぶ。また，

アの湾岸戦争は，1991年，アメリカを中心とす

る多国籍軍がイラクを攻撃したことをきっかけ

に始まった戦争。 

 

 

問６ (３) 労働者が使用者と交渉するためつくる組織を

労働組合といい，これをつくる権利を，労働基

本権(労働三権)の中の団結権という。 

    【労働基本権】 

     ・団結権：労働者が団結して労働組合をつく

る権利。 

     ・団体交渉権：労働組合と使用者(会社側)が

対等に交渉する権利。 

     ・団体行動権(争議権)：労働者が要求を実現

するためにストライキなどを行う権利。 

 

就 [室町時代～現代の日本と世界] 

問１ コシャマイン 

問２ ア，ウ，オ(完全解答，順不同) 

問３ ウ 

問４ Ⅰ群…ウ，Ⅱ群…カ(完全解答) 

問５ (古) ア→ウ→エ→イ (新) (完全解答) 

問６ (例) エネルギー源の中心が石炭から石油にかわ 

り，道内の石炭の生産量が減少したこと 

  【解説】                    
問１ 1457年は，日本の時代区分で考えると室町時代。

この時代に和人と戦ったアイヌの人々の指導者はコ

シャマイン。17世紀後半に松前藩と戦ったアイヌの

人々の指導者シャクシャインと区別しておくこと。 

問２ 15世紀(1401～1500年)は，日本の時代区分では室

町時代。 

  ア 市が定期的に開かれるようになったのは，鎌倉

時代の13世紀後半からで，室町時代の15世紀には

定期的に開かれていたので正しい。 

  イ この文は，安土桃山時代の16世紀後半(1582年)

から実施された太閤検地の際に行われたことにつ

いて述べているので誤り。 

  ウ 同業者ごとに座がつくられるようになったのは，

室町時代なので正しい。 

  エ 五人組がつくられたのは，江戸時代初期なので

誤り。 

  オ 初めての大規模な土一揆(正長の土一揆)がおこ

ったのは，室町時代の15世紀前半(1428年)なので

正しい。 

問４ Ⅰ群 ア 黒田清輝：明治時代，フランスの画風

を学び，新たな洋画を発展させ，｢湖畔｣

などの作品をえがいた画家。 

      イ 雪舟：室町時代，中国から水墨画をも

たらし，｢秋冬山水図｣などの作品をえが

いた僧。 

      ウ 歌川(安藤)広重：江戸時代の化政文化

が栄えたころ，｢東海道五十三次｣などの

風景画をえがいた浮世絵師。 

      エ 菱川師宣：江戸時代の元禄文化が栄え

たころ，17世紀末に｢見返り美人図｣など

の美人画をえがいた浮世絵師。 



令和３年度 

   Ⅱ群 カ ｢東海道五十三次｣の中の１枚 

      キ ｢秋冬山水図｣の中の１枚 

      ク ｢見返り美人図｣ 

      ケ ｢湖畔｣ 

問５ アは1792年，イは1905年，ウは1875年，エは1895

年。したがって，ア→ウ→エ→イ。 

問６ ｢エネルギー源の中心が石炭ではなくなった｣，｢道

内の石炭の生産量が減少した｣という２つの内容を

まとめ，文の前後とのつながりに注意して，文末を

｢こと｣とするのが記述のポイント。 

 

州 [現代社会・日本国憲法と基本的人権] 

問１ 国民(漢字２字指定) 

問２ (１) Ａ 個人(漢字２字指定) 

     Ｂ 幸福(漢字２字指定) 

   (２) ア，ウ，エ(完全解答，順不同) 

問３ 権利 日照権 

   工夫と効果 (例) 建物を階段状にする工夫が施し

てあり，周りの建物の日当たりを

妨げないようにする効果がある。 

問４ イ 

  【解説】                    
問２ (２) アは自由権の中の精神(活動)の自由(信教の

自由)，イは社会権の中の勤労の権利，ウは自由

権の中の経済活動の自由(居住・移転及び職業選

択の自由)，エは自由権の中の精神(活動)の自由

(学問の自由)，オは社会権の中の教育を受ける

権利。したがって，ア，ウ，エ。 

問３ 指定語句｢日当たり｣を使い，｢階段状にする工夫が

施されている｣，｢周りの建物の日当たりを妨げない

効果がある｣という２つの内容をまとめることが工

夫と効果のポイント。 

問４ アはプライバシーの保護について，ウはグローバ

ル化について，エはICTについて述べている。 

 

修 [世界の諸地域，日本の諸地域] 

掘 

問１ ａ…④，ｂ…③，ｃ…①，ｄ…②(完全解答) 

問２ (１) 語句 鉄鉱石 

     記号 ア 

   (２)  

 

 

 

 

 

 

 

 

     記号…エ(完全解答) 

 

窟 

問１ (例) 日本海を渡るときに大量の水蒸気を含むため。 

問２ ①…イ，②…ウ，③…ア(完全解答) 

問３ Ⅰ…京浜(工業地帯)，Ⅱ…中京(工業地帯)， 

   Ⅲ…阪神(工業地帯)(完全解答) 

  【解説】                    
掘 

問１ 人口と自動車の生産台数が最も多いｂが③(日本)。

一人当たりの国民総所得が最も多いｃが①(スウェ

ーデン)。穀物生産量が最も多いａが④(カナダ)。残

った，一人当たりの国民総所得が最も少ないｄが②

(フィリピン)。 

問２ (１) 日本とⅩの国(ブラジル)との貿易において，

日本がⅩの国から最も多く輸入しているもので

あり，機械類や自動車部品の原料の一つである

ことから，文の   とグラフ１の   には

鉄鉱石が当てはまる。また，その輸入額は， 

     804,112百万×0.394＝316,820.1…百万(概数

で計算すると，800,000百万×0.4＝320,000百万

＝3,200億)。したがって，アの約3,200億円。 

 
窟 

問１ ｢日本海で水蒸気を(大量に)含む｣という内容を書

き，文末を｢ため，から，ので｣などにすることが記

述のポイント。 

問２ ウのグラフは，他よりも冬の降水量が多いことか

ら，日本海側の気候に属する②。アとイのグラフの

年平均気温から判断する。気温の高いアが③，低い

イが①。 

問３ Ⅱは，出荷額が最も多く，機械工業の割合が最も

高いことから中京工業地帯。ⅠはⅡの次に機械工業

の割合が高いことから京浜工業地帯。残ったⅢは，

金属工業と繊維工業の割合が最も高いことから阪神

工業地帯。 

《令和３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 

宗 

問１ 

(1) 1 91.7 

就 

問１ 2 15.4 

(2) 1 84.8 問２ 2 21.6 

(3) 1 56.1 問３ 2 70.0 

問２ 

(1) 1 70.0 問４ 2 29.2 

(2)資料1 1 59.5 問５ 2 18.1 

(2)資料2 1 79.0 問６ 4 42.9 

問３ 

(1) 1 52.4 

州 

問１ 2 83.4 
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(1) 

Ａ 1 34.0 

(3) 1 73.4 Ｂ 1 38.8 

問４ 
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問３ 

権利 1 49.7 

(2) 2 89.0 工夫と効果 3 54.9 

問５ 

(1) 2 43.8 問４ 2 78.8 

(2) 1 48.1 

修 

Ａ 

問１ 2 20.4 

(3) 1 49.7 

問2 
(1) 

語句 1 37.8 

問６ 

(1) 1 73.9 記号 1 51.6 

(2) 1 76.4 (2) 2 74.9 

(3) 1 34.5 

Ｂ 

問１ 3 36.6 

(4) 1 68.0 問２ 2 44.0 

 
問３ 2 30.9 

合格者平均点 32.1 
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宗 [小問集合] 

問１ (１) ①オーム  (２) ②進化 

   (３) ③侵食   (４) ④分子 

   (５) ⑤DNA[デオキシリボ核酸] 

   (６) ⑥燃料 

問２ ア，オ  問３ ア，ウ  問４ 0.3g 

問５ 68％  問６ ①胚珠 ②胚  問７ Ｄ 

  【解説】                    

問４ 図１から，銅1.2gを加熱すると，加熱後に1.5gに

なることから，酸素が0.3g結びついたことがわかる。 

 

就 [動物の世界] 

問１ (１) ①ア ②ア  (２) ①ベネジクト液 ②イ 

   (３) ①対照 

     ②(例)試験管Ｃに含まれる消化酵素Ｘ，Ｙの

濃度と同じにする 

問２ (１) ①ウ ②イ  (２) イ 

  【解説】                    

問２ (１) ① 試験管Ｃは表１，試験管Ｅは表２から，

デンプン溶液，スキムミルク水溶液のどち

らも分解していることがわかるので，デン

プンとタンパク質を分解するはたらきがあ

る。試験管Ｇは，表３から，スキムミルク

水溶液だけを分解していることがわかるの

で，タンパク質を分解するはたらきがある。 

   (２) 次の表は実験の条件や結果などをまとめたも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ＥとＧの結果が異なった原因を，Ｘ液，Ｙ液

を用いて調べる。Ｇでは４時間あたためること

で，消化酵素Ｘのはたらきが失われる(デンプン

を分解するはたらきが失われる)と予想できる。

これを確かめるために，次の２つを調べる。 

    ・消化酵素Ｘのはたらきだけが失われたこと。 

     → Ａと①を比較することで確認できる。 

    ・パイナップル液中の消化酵素Ｘ，Ｙ以外の成

分は影響しないこと。 

     → Ｃと③を比較することで確認できる。 

 

州 [化学変化とイオン] 

問１ (１) ①水素 ②水酸化物 

   (２) ①イ ②ア ③ア  (３) ウ 

問２ (１) ①Ba２＋ ②Cl－ ③BaCl2  (２) ①イ 

     ②(例)イオンがほとんどなくなった 

  【解説】                    

問１ (１) BTB溶液が黄色になったので，水溶液は酸性

である。酸性の水溶液に共通して含まれるイオ

ンは水素イオン(H＋)である。アルカリ性の水溶

液に共通して含まれるイオンは水酸化物イオン

(OH－)である。 

     酸性の水溶液にアルカリ性の水溶液を加える

と，水素イオンと水酸化物イオンが結びついて

水をつくり(H＋＋OH－→H2O)，たがいの性質を

打ち消し合う。 

   (２) フェノールフタレイン溶液は，酸性・中性で

は無色，アルカリ性で赤色に変化する。実験１

[２]で，ビーカーＢに水酸化バリウム水溶液を

30cm3加えたところで水溶液が緑色(中性)に

なっているので，30cm3を超えると無色から赤

色に変化する。 

   (３) うすい硫酸(ビーカーＡ)にうすい水酸化バリ

ウム水溶液を加えると｢硫酸＋水酸化バリウム

→水＋硫酸バリウム｣という化学変化が起こる。

うすい硫酸に水酸化バリウム水溶液を加えてい

くとき，中性となるまでは硫酸バリウムが生じ

るが，中性になって以降は硫酸イオンが存在し

ないので，硫酸バリウムは生じない。 

問２ (１) 実験２[２]のＢの水溶液は，うすい塩酸に水

酸化バリウム水溶液を加え，中性となったもの

である。中性なので，この水溶液には水素イオ

ンと水酸化物イオンが同じ数だけある。よって， 

    存在するイオンをモデルで表

すと，図のようになる。水を

蒸発させると，バリウムイオ

ン１つと塩化物イオン２つが

結びついて，塩化バリウム

(BaCl2)ができる。 

 

修 [力のはたらき] 

問１ (１) ①0.6 ②0.0012  (２) ①イ ②イ ③ア 

問２ (１) ①ア ②ア  (２) 90N  (３) ①イ ②ウ 

Ba２＋ OH－

   
 OH－

H＋ 
 

 Cl－ 

H＋ 
 

 Cl－ 

 Ｘ Ｙ 
パイン

液 
時間 

デンプ

ン溶液 

スキム

ミルク 
 

Ａ 〇 ×  10分 透明 乳白色 
デンプンが

分解された

Ｂ × 〇  10分 青紫色 透明 
タンパク質が

分解された

Ｃ 〇 〇  10分 透明 透明 
デンプン,タンパ

ク質が分解された

Ｄ × ×  10分 青紫色 乳白色 分解されず

Ｅ (〇) (〇) 〇 10分 透明 透明 
デンプン,タンパ

ク質が分解された

Ｆ (×) (×) 水 10分 青紫色 乳白色 分解されず

Ｇ (〇) (〇) 〇 4時間 青紫色 透明 
タンパク質が

分解された

Ｈ (×) (×) 水 4時間 青紫色 乳白色 分解されず

① 〇 ×  4時間   
実験1[3]を行う

(デンプンの有無)

② × 〇  4時間   
実験1[3]を行う

(デンプンの有無)

③ 〇 〇  4時間   
実験1[3]を行う

(デンプンの有無)

④ 〇 〇  4時間   
実験1[4]を行う

(タンパク質の有無)
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  【解説】                    

問１ (１) ① 105.9g－105.3g＝0.6g 

     ② 密度＝質量[g]÷体積[cm3] 

         ＝0.6g÷500cm3＝0.0012g/cm3 

問２ (１) ① ゴム板Ａの一辺の長さは0.03m(３cm) 

      なので，面積は３cm×３cm＝９cm2である。

同様にゴム板Ｂ，Ｃの面積を求め，表に追

加すると次のようになる。よって，面積と

はがれたときのおもりの重さは比例する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ② Ａ～Ｃがはがれたとき，単位面積あたり

の力の大きさは次の通り。 

       ゴム板Ａ＝36N÷９cm2＝４N/cm2 

       ゴム板Ｂ＝64N÷16cm2＝４N/cm2 

       ゴム板Ｃ＝100N÷25cm2＝４N/cm2 

   (２) 実験を行ったときの気圧は100000Pa(N/m2)

である。これは１m2あたり100000Nで押す力で

ある。これより１cm2あたりを押す力，９cm2

あたりを押す力を次のように求める。 

       １m2     100000N 

      (10000cm2) 

        

       １cm2      10N 

 

       ９cm2      90N 

   (３) ① 天井からはがれた裏の面の面積は大きく

なるので，裏の面が大気から受ける力の大

きさＹは大きくなる。 

     ② 表の面が大気から受ける力の大きさＸの

大きさは変化しないので，ＷとＹが大きく

なった分，Ｚの大きさは小さくなる。 

 

愁 [大地の変化] 

問１ 液状化現象 

   [液状化] 

問２ ①ア ②15 

問３ (１) ４km/s 

   (２) グラフ 

 

 

 

     時刻…10時26分50秒 

問４ 18秒後 

問５ (例)震度は地震による観測地点のゆれの大きさ

を表し，マグニチュードは地震の規模を表す。 

  【解説】                    

問３ (１) Ｂ地点とＣ地点の間の距離は，56km－16km

＝40kmである。この距離をゆれＹは，10時27

分04秒－10時26分54秒＝10秒かけて進む。よっ

て， 

     速さ＝40km÷10秒＝４km/s 

   (２) Ｂ地点でのゆれＸの継続時間 

    ＝10時26分54秒－10時26分52秒＝２秒 

     同様に，Ｃ地点では７秒，Ｄ地点では11秒で

ある。これをグラフにする。 

問４ ゆれＸは，Ｂ地点とＣ地点の間の40kmを10時26

分57秒－10時26分52秒＝５秒かけて進む。よって，

ゆれＸの速さ＝40km÷５秒＝８km/s 

   ゆれＸが震源距離80kmの地点に到達するまでに

かかる時間は，時間＝80km÷８km/s＝10秒 

   また，この地震の発生時刻は問３(２)より，10時

26分50秒である。これらより，震源距離が80kmの地

点にゆれＸが到達する時刻は，10時26分50秒＋10秒

＝10時27分00秒である。震源距離80kmの地点におい

て，緊急地震速報はゆれＸが始まってから４秒後に

伝わるので，緊急地震速報が伝わった時刻は10時27

分00秒＋４秒＝10時27分04秒。よって，Ｅ地点でゆ

れＹが始まる時刻は10時27分22秒なので， 

   10時27分22秒－10時27分04秒＝18秒後 

 

 

 

 

 ゴム板Ａ ゴム板Ｂ ゴム板Ｃ

一辺の長さ[cm] ３ ４ ５ 

面積[cm2] ９ 16 25 

はがれたときの 

おもりの重さ[N] 
36 64 100 

16 
９ 

倍 25
９

倍

25
９

倍16 
９ 

倍 

１ 
10000 

倍 

１ 
10000 

倍 

９倍 ９倍 
《令和３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 75.3 ① 

(2) ② 1 88.1 ② 

(3) ③ 1 70.0

(1) 

③ 

2 9.3

(4) ④ 1 64.4 ① 

(5) ⑤ 1 83.0

州 問２ 

(2) 
② 

3 16.3

問１

(6) ⑥ 1 54.4 ① 1 73.3

問２ 2 60.1
(1) 

② 1 42.5

問３ 2 48.1 ① 

問４ 2 71.4 ② 

問５ 2 76.4

問１ 

(2) 

③ 

2 40.7

① ① 
問６

② 
2 34.6 (1) 

② 
2 40.3

宗

問７ 2 88.9 (2) 2 14.0

① 1 95.5 ① 
(1)

② 1 64.8

修 

問２ 

(3) 
② 

2 34.8

① 1 42.8 問１ 1 72.1
(2)

② 1 71.3 ① 

① 1 79.4
問２ 

② 
1 62.0

問１

(3)
② 2 5.1 (1) 1 43.7

① グラフ 2 33.7
(1)

②
2 54.4

問３ 
(2) 

時刻 1 51.6

就

問２

(2) 2 18.7 問４ 2 14.8

①

愁 

問５ 2 39.4
(1)

②
2 47.5

     

① 1 71.4      

②      (2)

③
1 50.4

     

州 問１

(3) 2 56.7      

        

  合格者平均点 29.6点 
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宗 [リスニング問題] 

問１ No.1 エ  No.2 イ  No.3 ウ 

問２ No.1 エ  No.2 ア  No.3 ウ 

問３ No.1 ア  No.2 エ  No.3 ウ 

  【放送台本】                  
問１ No.1の問題 

Ａ： Satoshi, how was your weekend?  
Ｂ： It was great!  I went fishing with my father.  

What did you do last weekend, Katie?  
Ａ： I played badminton with my sister. 
Question： What did Katie do last weekend? 
問１ No.2の問題 

Ａ：What are you doing, Dave?  
Ｂ： I can’t find my dictionary.  I usually put it in my 

school bag, but it isn’t there.  Did you see it, 
Mom?  

Ａ：No.  Why don’t you look around your desk?  
Ｂ： OK, I will.  
Question： What is Dave looking for?  
問１ No.3の問題 

Ａ：Excuse me.  Could you tell me how to get to the 
art museum?  

Ｂ：Sure.  First, take the City Library Line to the 
Station Hotel.  

Ａ：So, you mean I should get off at the Station Hotel, 
right?  

Ｂ：Yes.  And change to the East High School Line 
and get off at the second bus stop from the Station 
Hotel.  The art museum is in front of the bus 
stop.  This is the easiest way to get there.  

Question： Where should the woman get off to visit 
the art museum? 

問２ No.1の問題 

 Kana： John, do you know a new hamburger shop 
opened near the station?  

 John： Yes.  I heard it’s very popular in Tokyo.  
How about going to the shop with me 
tomorrow, Kana?  

 Kana： (チャイム音)  
問２ No.2の問題 

 Kana： Hi, John.  You don’t look well.  What’s the 
matter?  

 John： I feel very sick and I want to go home, but 
there are two more lessons after lunch time. 
What should I do?  

 Kana： (チャイム音)  
問２ No.3の問題 

 Kana： Which city do you want to visit in Japan?  

 John： I want to visit Nara during my stay in Japan 
because I’m very interested in Japanese 
history.  Have you ever been there, Kana?  

 Kana： (チャイム音)  
問３の問題 

  Last year, I went to America with my family for 
sightseeing.  When we visited New York, we met a 
volunteer guide at a famous place.  She told us about 
the place in Japanese, so I was glad to learn more 
about it.  Then, I also wanted to help people from 
abroad as a guide in my town.  
  Now, I’m in a volunteer group to help people from 
abroad to do sightseeing in my town.  One day, I 
went to one of the old shrines and told people about its 
history in English.  I was glad because they said 
“Thank you,” but when some of them asked me to 
show them the best place for taking pictures of the 
shrine, I couldn’t answer quickly.  I thought it’s 
important to understand what people from abroad 
really want to know.  
  Since then, I’m trying to understand what they need.  
I believe they can enjoy sightseeing in my town much 
more if I become a better volunteer guide.  
 

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) down  (２) help 
問２ (１) zoo  (２) colors 
問３ (１) ago  (２) present 
問４ (１) mostなど  (２) July 
問５ (１) (例)I like bananas. 
   (２) (例)I studied math. 
  【解説】                    
問１ (１) 《sit down》｢座る｣ 
   (２) 《May I help you?》｢いらっしゃいませ，何か

ご用ですか｣ 
問２ (１) ｢私たちはふつう多くの種類の動物を見るため

に   に行く｣という文。station｢駅｣，factory
｢工場｣，gym｢体育館｣，zoo｢動物園｣ 

   (２) ｢青と赤，緑は   のためのことばだ｣とい

う文。week(s)｢週｣，family(families)｢家族｣，

color(s)｢色｣，number(s)｢数｣ 
問３ (１) ｢あなたはいつこのラケットを買いましたか｣

｢私はそれを２年   に買いました｣という会

話。《… ago》｢…前に｣ 
   (２) ｢ここにあなたへの誕生日の   がありま

す｣｢ああ，それはすてきな腕時計ですね。どう

もありがとうございます｣という会話。 
問４ (１) ｢９月に   雨が降る｣，グラフよりmuch

｢(量が)多い｣の最上級mostを入れる。 
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   (２) ｢３月と   には約80mmの雨が降る｣，グ

ラフよりJuly｢７月｣を入れる。 
問５ (１) ｢あなたは何のくだものが好きですか｣と聞か

れているので，I like ….｢私は…が好きです｣と

いう形で答える。likeの目的語(後ろ)に数えら

れる名詞を使うときは複数形にすることに注意。 
   (２) ｢あなたは昨夜何の科目を勉強しましたか｣と

聞かれているので，I studied ….｢私は…を勉強

しました｣と答える。 
 
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 イ，オ(順不同) 

 問２ (例) The ball has his favorite player’s 
autograph. 

窟問１ (１) ア  (２) イ 
 問２ (例) I want to go to the Ice Hockey 

Tournament because I want to see 
famous players. 

  【掘全文訳】                  

千香： この写真を見てください。美しい星を見ることが

できます。私は今年の夏に家族とキャンプに行っ

たときにこの写真を撮りました。夜が来たとき，

私は空に多くの星を見てとても感動しました。美

しい空の下で，母は私にいくつか星についてのお

もしろい神話について話してくれました。私はそ

の夜を決して忘れることはできません。ご清聴あ

りがとうございました。 

幸太： ぼくはあなたがたにどうやってこの特別なボール

を手に入れたか話します。ぼくは野球が大好きで

しばしばプロ野球の試合を見に球場に行きます。

ある日，ぼくの大好きな選手がホームランを打っ

て，彼のチームが試合に勝ちました。試合後に，

何人かの選手がファンにボールを投げて，ぼくは

自分のグローブでこのボールを取りました。その

ボールにぼくの大好きな選手のサインがあったの

で，ぼくはとても驚きました。だから，これはぼ

くの特別なボールになりました。以上です。 

友紀： これは私の大好きな本です。私の誕生日に，友だ

ちが私にこの本をくれました。それは冒険につい

てのものです。私はそのとき本を読むことにあま

り興味がありませんでしたが，それを試しに読ん

でみました。実際はそれはとてもわくわくするも

のだったので，私は１日でそれを読んでしまいま

した。それ以来，私は多くの本を読んできました。

私は本は私を様々な世界に連れていき，私は違っ

た人になることができると思います。もっと多く

の本を読んではどうですか，みなさん。 

  【窟全文訳】                  

★12月４週目のイベント情報 

イベント名(場所) 日付 時間 備考 

冬のバードウォッチ 

ツアー(西野湖) 

 22日 

 ～28日 

7:00 

～8:30 

プロのガイ

ドが同伴 

アイスホッケー大会 

(三四郎スタジアム) 
24日 

15:00 

～17:00 

多くの有名

選手が出場 

スキージャンプ大会 

(北山ジャンプ場) 
25日 

13:00 

～16:00 
国際大会 

★駅と各会場の間は無料のバスに乗ることができます。

(30分かかります) 

★もし自動車で各会場に行くと，駐車場に500円が必要で

す。 

 大人(16歳以上) 1,500円 

チケット(各イベント) 子ども(12～15歳)   700円 

 子ども(０～11歳)     0円 

  【解説】                    
掘問１ ア ｢それぞれの生徒がスピーチの中で自分の家

族について何か言った」，家族について話した

のは千香だけである。 
    イ ｢星の写真はキャンプに行ったときに千香に

よって撮られた」，本文１～２行目と一致する。 
    ウ ｢友紀の友だちは(友紀の)誕生日に星につい

てのいくつかの話を友紀にした｣，本文３～４

行目参照。千香の母親が千香に話した。 
    エ ｢千香と幸太のお気に入りのものは両方とも

友だちによって与えられた｣，千香は自分で

撮った写真が，幸太はプロ野球選手からもらっ

たボールがお気に入りである。 
    オ ｢(本が)とてもわくわくするものだったので，

友紀は冒険についての本を１日で読んだ｣，本

文下から３～５行目と一致する。 
 問２ ｢幸太のボールはなぜ特別なのですか｣という質

問。本文下から６行目に｢だから，これはぼくの特

別なボールになりました｣とあることに注目し，そ

の前に書いてある内容をまとめる。本文中のmy｢ぼ
くの｣をhis｢彼(幸太)の｣に直すこと，疑問文が現

在形なので答えの文も現在形にすることに注意。

文頭にBecauseを加えたり，the ballをitにかえた

りしてもよい。 
窟問１ (１) ｢たった   日間だけこの町に滞在すれ

ば，あなたは全てのイベントに行くことがで

きます｣という文。24日と25日の２日間この町

に滞在すれば，どちらかの日の午前中にバー

ドウォッチ，24日の午後にアイスホッケー大

会，25日の午後にスキージャンプ大会に行く

ことができる。 
    (２) ｢女子中学生が父母といっしょにこの町の駅

の近くのホテルに宿泊しています。もし彼女

らがバスでスキージャンプ大会に行きたいの

なら，彼女らは   払うでしょう｣という

文。表より，両親のチケット代が1,500円×２

＝3,000円，女子中学生のチケット代が700円
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である。★印の注意書きから，バス代や駐車

場代はかからないので，合計3,700円と計算で

きる。 
 問２ ｢あなたはどのイベントに行きたいですか｡そし

てなぜですか｣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にし，疑問文に

合わせてwant to go to …｢…に行きたい｣を使って

答える。理由は《because＋主語＋動詞～》などで

加える。様々な理由が考えられるが，because I like 
birds[ice hockey / skiing]｢鳥[アイスホッケー／

スキー]が好きだから｣等，確実に書ける内容でま

とめるのが無難である。 
 

修 [エッセイ] 

【学校裁量問題選択校では州になります。】 

問１ became  問２ (例) told me to 
問３ ア  問４ イ，オ(順不同)   

問５ (例) give letters 
  【長文全訳】                  

 ぼくは中学校に入ったとき，新しい友だちができて部

活動に参加したのでとてもわくわくしていました。２年

生のとき，ぼくはまだ楽しい時を過ごしていました。ぼ

くはサッカー部のキャプテンになり，クラスのリーダー

にもなりました。しかしするべき仕事が多すぎると感じ

たので，ぼくは徐々にあまりに忙しくて疲れていると感

じ始めました。たとえば，ぼくはサッカー部のキャプテ

ンとして毎週練習計画を作らなければなりませんでした。

そしてクラスのリーダーとして，ぼくはクラスメートか

ら多くの考えを聞いて，学校祭で何をするか決めなけれ

ばなりませんでした。 
 ぼくは何をするべきかわからなかったので，それにつ

いて昼休みに担任の加藤先生と話しました。そのとき，

加藤先生はぼくに時間の管理について話しました。僕が

あまりに忙しく感じて自分の時間を上手に使いたいと

思ったときにはやるべきことをまとめたリストを作るべ

きだと彼女は言いました。彼女はぼくにそのリストの作

り方を教えてくれました。 
 最初に，加藤先生はぼくにその日にぼくが何をしなけ

ればならないのかをたずねて，彼女はそれらを紙に書く

ようにぼくに言いました。ぼくはそれらを書いたあとで，

紙にとても多くのことがあるのを見て驚きました。それ

から彼女はぼくに｢それらから特に重要なことを選びなさ

い。そのあとで，あなたはいつそれらをするべきかにつ

いて考えなければなりません。昼休みの間ですか。放課

後ですか。夕食後ですか。これも重要です｣と言いました。

ぼくは加藤先生がぼくに言ったようにやるべきことをま

とめたリストを作りました。 
 今ではぼくはやるべきことをまとめたリストを作るこ

とは何をするか，いつそれらをするかを知るためのよい

方法だとわかります。だからぼくは毎日やるべきことを

まとめたリストを作ります。ぼくは以前よりも上手に自

分の時間を使うことができると思います。やるべきこと

をまとめたリストはとても役に立ちます。 
 加藤先生のおかげでぼくは再び学校生活に前向きにな

りました。ぼくはここでの残りの時間を楽しもうと思い

ます。 
  【解説】                    
問１ 直後にthe captain of the soccer team｢サッカー

チームのキャプテン｣，the classroom leader｢クラ

スのリーダー｣，positive about my school life｢自分

の学校生活について前向きな｣とあるので，become
｢…になる｣を入れる。話の流れから過去形にする。 

問２ ｢紙に書くよう指示した｣＝｢紙に書くように言っ

た｣と考えて，《tell＋人＋to＋動詞の原形～》｢(人)

に～するように言う｣の文を作る。話の流れから過去

形にすること，武本人が書いているので｢ぼくに書く

ように言った｣となることに注意。 
問３ thatは｢それ，そのこと｣という意味で，直前の文

の内容を指す。よって，ア｢特に重要なことを選ぶこ

と｣が正解となる。なお，イは｢紙にとても多くのこ

とがあるのを見ること｣，ウは｢毎日やるべきことを

まとめたリストを作ること｣，エは｢リストの作り方

を教えること｣という意味である。 
問４ ア ｢武は中学校の１年目にやるべき仕事があまり

に多いと感じた｣，本文２～４行目参照。１年目

ではなく，２年目のことである。 
   イ ｢武は昼休みに加藤先生によってやるべきこと

をまとめたリストの作り方を教えられた｣，本文

８～11行目と一致する。 
   ウ ｢加藤先生が紙に多くのことを書いたので武は

驚いた｣，本文下から８～９行目参照。武が自分

で書いている。 
   エ ｢武は加藤先生が彼に言ったように，放課後に

全ての重要なことをしなければならなった｣，本

文下から６～８行目参照。特に重要なことを選

び，いつやるか決めるように言われている。 
   オ ｢武は加藤先生と話したので，今では上手に自

分の時間を使うことができると感じている｣，本

文下から１～５行目と一致する。 
問５ やるべきことをまとめたリストであること，文頭

にtoがあるので不定詞《to＋動詞の原形～》で書いて

いることをおさえる。後ろのto my friends以降が｢感

謝を示すために友だちや先生に｣という意味であるこ

とから，give[write] letters｢手紙をあげる[書く]｣，

say something｢何かを言う｣などの内容を入れる。 
 

修 [会話文・自由英作文]【学校裁量問題】 

掘問１ イ  問２ (例) project through 
 問３ ウ，オ(順不同) 
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 問４ (１) (例) eating fruits 
    (２) fansなど 
窟 (例) I’m interested in baseball, and I’d like to 

watch it at a stadium with you.  Also, I 
want to know what’s popular for young 
people to make lots of friends. 

  【掘長文全訳】                  

スミス先生：こんにちは，洋子。私はあなたがこの町の

特別なプロジェクトのメンバーになったと聞きま

した。そのプロジェクトは何についてのものです

か。 
洋子： ええと，私たちはどうやってこの町の将来をより

よくするかについて考えています。このプロジェ

クトのメンバーの大半は大人で，彼らは去年から

プロジェクトチームにいます。今年から，２人の

高校生が参加しています。 
スミス先生：なるほど。あなたはなぜメンバーになるこ

とを決めたのですか。 
洋子： あなたは私が生徒会に入っていることを知ってい

ますよね。私たちのメンバーが生徒会の会議でこ

の町のために何を高校生がすることができるのか

について話したとき，私たちの先生がそのプロジェ

クトを紹介してくれました。私はそれに参加すれ

ば多くのことをすることができると思いました。 
スミス先生：いいですね。私は特別なプロジェクトのメ

ンバーになることはあなたにとってすばらしい経

験だと思います。この町のためのあなたのアイディ

アは何ですか。 
洋子： 私の第１の計画は旅行者を引きつけるために私た

ちの町のよいものを紹介する地図を作ることでし

た。しかし私が昨日のプロジェクトの会議でその

アイディアについてメンバーに話したとき，メン

バーの１人が｢私たちにはすでに同じアイディアが

あります。私たちは若者の別の観点を必要として

います｣と言いました。だから，私は旅行者がこの

町に住んでいる人々と会うためのコーヒーショッ

プのような場所を作る別のアイディアについて話

しました。 
スミス先生：よい考えですね。ほかのメンバーはあなた

に賛成しましたか。 
洋子： いいえ，私の計画を実行するには多くのお金が必

要なので，それには大きな問題があります。 
スミス先生：そのとおりですが，あなたは｢クラウドファ

ンディング｣について知っていますか。それは人々

がたとえば新しい映画の制作や音楽祭の開催など

何かをしたいときに，インターネットを通して人々

に助けてくれるように頼むことによってお金を得

る方法です。クラウドファンディングを使えば，

世界中の多くの人々に頼むことができます。これ

はそれに関するよい点の１つです。 

洋子： それはとてもおもしろそうですね。どうすればそ

れを使うことができるのですか。 
スミス先生：あなたは最初に多くの人々を引きつけるす

ばらしい計画を立てるべきです。あなたはその計

画を実行するのにどれだけのお金が必要になるか

についても考えなければなりません。 
洋子： わかりました。私たちは私たちの計画が多くの人

たちにとって興味深くなるようにして，どれだけ

のお金が必要になるかについて考えなければなり

ませんね。それからはどうですか。 
スミス先生：あなたの計画をクラウドファンディング団

体に送って，団体にそれを審査するように頼まな

ければなりません。もし団体の審査員がそれを合

格させれば，あなたはウェブサイトにあなたの計

画を載せて人々にあなたのプロジェクトを支援す

るように頼むことができます。 
洋子： わかりました。どうやってクラウドファンディン

グ団体が審査するのですか。 
スミス先生：たとえば，彼らは十分なお金を得ることが

できれば計画を実行することが可能かどうか審査

します，そして彼らはそれが合法的かどうかも

チェックします。 
洋子： クラウドファンディングが私の考えによいことが

わかりました。私は次の町の会議でクラウドファ

ンディングと私のアイディアについて再び話そう

と思います。 
スミス先生：私はそれを聞いてうれしいです。会議での

プレゼンテーションがうまくいくことを願ってい

ます。 
洋子： アドバイスをありがとうございます，スミス先生。 
  【解説】                    
掘問１ 挿入する１文は｢あなたは最初に多くの人々を引

きつけるすばらしい計画を立てるべきです｣という

意味である。should … first｢最初に…するべき

だ｣と言っていることに注目し，クラウドファンディ

ングの使い方についての質問に答えているイが適

切だと判断する。 
 問２ ｢クラウドファンディングについてのよい点の１

つは何ですか｣｢私たちはインターネット   世

界中の多くの人々に私たちの   を助けるよう

に頼むことができます｣という対話文。本文21～25

行目ほかを参照。まず空欄の前にour｢私たちの｣

とあるので，本文下から９～10行目を参考に

project｢プロジェクト｣などの名詞を入れる。また

空欄の後ろにthe Internet｢インターネット｣とあ

るので，本文22行目を参考にthrough｢…を通して｣

をおく。 
 問３ ア ｢スミス先生は洋子に特別なプロジェクトの

メンバーになるように頼んだ｣，本文１～２行

目ほかを参照。頼んだとは言っていない。 
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    イ ｢特別なプロジェクトのメンバーは洋子に

コーヒーショップを作る彼らの計画について

話した｣，本文16～17行目参照。コーヒー

ショップのアイディアは洋子がメンバーに話

したものである。 
    ウ ｢洋子はスミス先生が彼女にそれ(クラウド

ファンディング)について話す前には，クラウ

ドファンディングについてあまり知らなかっ

た｣，本文21～26行目と一致する。 
    エ ｢クラウドファンディング団体はあなたが十

分なお金を持っているかどうかを確認する｣，

本文下から５～７行目参照。お金があれば計

画が実行可能かどうかを判断する。 
    オ ｢クラウドファンディング団体の審査員は合

法的ではない場合は計画を合格させない｣，本

文下から５～７行目と一致する。 
 問４ (１) まず太字のTravelers can enjoy … in the 

coffee shop.｢旅行者はそのコーヒーショップ

で…を楽しむことができる｣の…に入る部分を

書くということをおさえる。またenjoyに続く

語句なので，名詞か動名詞から始まる内容を

考える。特定の正解はないので，確実に書け

る内容でまとめることが重要。模範解答の

eating fruits (of this town)｢(この町の)くだ

ものを食べること｣以外にも，(eating) the 
special food｢特別な食べ物(を食べること)｣

やlearning about the events｢行事について学

ぶこと｣なども考えられる。 
    (２) ｢旅行者たちはこの町の   になるでしょ

う｣という文。下の対話文の洋子の発言を参考

にfans｢ファン｣を入れる。 

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。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。 
  まず｢あなたは何のスポーツに興味がありますか｣と

いう質問にI’m interested in ….｢私は…に興味があり

ます｣などで答える。次の｢そしてアメリカで私たちと

どのようにそのスポーツを楽しみたいですか｣に対して

は｢いっしょにプレーしたい｣｢観戦したい｣｢話し合いた

い｣などの返答が考えられる。 
  ｢あなたは私に外国を訪れるのはあなたにとって今回

が始めてだと言いましたね。あなたは今何について心

配していますか，または訪問の前に何を知りたいです

か｣はor｢または｣でつながっているのでどちらか片方へ

の返答を書けばよい。模範解答は｢友だちをたくさん作

るために，若者に何が人気があるのか知りたい｣という

意味である。ほかにDo I have to bring my sweaters?

｢セーターを持っていく必要はありますか｣や，Are there 
any places I should visit in your town?｢あなたの町に

は私が訪れるべき場所がいくつかありますか｣などの質

問が考えられる。 
  語数が満たない場合は，複数の質問を組み合わせた

り，It is very cold here in Japan.｢ここ日本はとても

寒いです｣やI want to visit many famous places.｢私は

多くの有名な場所を訪れたい｣などの情報をつけ足した

りするとよい。 
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