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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)…きろ (2)…びょうしゃ 

   (3)…そ(らす) (4)…もよお(す) 

問二 (1)…鉄橋 (2)…統計 (3)…豊(かだ) 

   (4)…垂(らす) 

問三 (例) 文章を書く技能が一段とすぐれている。 

問四 (例) 託された 

問五 (1)…(例) 田んぼは、管理されてきた人為的な空

間なのに、自然を感じさせること。 

   (2)①…(例) すみかとし、産卵する 

   (2)②…(例) 羽根を休め、冬を越す 

   (2)は完全解答 

   (3)…イ・オ (完全解答・順不同) 

  【解説】                    

問三 ｢文芸部｣は執筆を主な活動とする部活であること

から判断する。 

問四 主語が｢兄は｣から｢弟は｣に変わっていることや｢弟

に｣から｢兄から｣になっていることから、受け身の文

に書き換えることがわかる。 

問五 (1) ｢矛盾した感覚のように思える｣の主部が｢長き

にわたって管理されてきた人為的な空間なのに、

そこに自然を感じるというのは｣である。この主

部は逆接の接続助詞｢のに｣でつながれているの

で、｢のに｣の前の部分とあとの部分が矛盾した

感覚に思われるのである。また、主語｢田んぼは｣

を補うこと。 

   (2) ｢魚｣と｢渡り鳥｣の田んぼの利用の仕方は第三段

落で述べられている。｢魚にとって｣、｢カモなど

渡り鳥にとって｣以降に注目する。 

   (3) 文中で述べられているかどうかで判断する。ア

は｢身近な自然ではなかった｣、ウは｢人の手が

入っていない｣、エは｢渡り鳥を、好ましく思っ

ていなかった｣が文中で述べられていないので不

適である。 

 

 [小問集合] 

【学校裁量問題選択校ではです。】 

問一 寒暖 

問二 (1)…(誤)積→(正)績 (完全解答) 

   (2)…(誤)集→(正)拾 (完全解答) 

問三 (1)…ウ 

   (2)…(例) クラスが一体となって頑張ること 

   (3)…(例) ｢和｣を選んだ人数は、百六十八名で一

番多く、全校生徒二百九十四名の半数以

上を占めていること 

  【解説】                    

問一 ｢善悪｣とＢ｢寒暖｣は反対の意味の漢字が組み合わ

さったものである。Ａ｢厳守｣は前の字があとの字を

修飾する関係、Ｃ｢均等｣は似た意味の漢字が組み合

わさったもの、Ｄ｢登頂｣は前の字が述語であとの字

が対象を示す関係である。 

問二 漢字は読みとともに意味を一緒に覚えることで、

同音異字・同訓異字などに対応できるようになる。

(2)｢収集｣は｢ものを集めること｣の意味で、｢収拾｣

は｢混乱などを収めること｣の意味である。 

問三 (1) 最初と最後に学校祭のテーマである｢和｣を示し、

２でグラフを用いてテーマ設定の根拠を示して

いる。アは｢少数意見を最優先した｣、イは｢テー

マ設定の根拠を最初に示す｣、エは｢結論を最後

に示す｣が不適。 

   (2) スライド番号３の｢発表のポイント｣から判断す

る。 

   (3) グラフから全校生徒 294 名中、168 名が｢和｣を

選んでいることを読みとり、具体的に表現する。 

     ｢『和』を選んだ生徒が一番多く｣、｢全校生徒

の半数以上を占めている｣の二点をまとめている

ものが正答となる。後半がなければ、三点減点と

なる。文末表現が稚拙なものは、一点減点となる。 

 

 [文学的文章] 

【学校裁量問題選択校ではです。】 

問一 エ 

問二 ①…無造作に刈られた切口 

   ②…上と下の枝の切られ方 

問三 (例) 田坂が、木鋏を無数に鳴らしながら、猛然と

生垣を切り続ける様子。 

問四 (例) (しまわれていく道具類を見ていると、)生垣

全体をやさしい表情に変えた木鋏は、単に木や

葉を切り落としていたのではなく、それらと一

瞬鋭く繋がろうとしていたように思われ、愛着

を感じた。 

  【解説】                    

問一 田坂が｢お婆ちゃんの目の高さ｣を聞いたのは、お

婆ちゃんの目から見て生垣を最も美しく見えるよう

に仕上げようとしている、つまり｢職人として納得の

いく仕事｣をしようとしているからだと、幸子にはわ

かったので、｢絶対に間違ってはいけない｣と思った

のである。 

問二 空欄の前後の表現に注目し、それと同じ意味の表

現をしている部分を探す。 

   ①は最初の場面で｢無数の細い枝が～無造作に刈

られた切口を見せている｣とある。 

   ②は｢ちぎられたような枝葉は｣以降で、｢幸子の目

の位置を境にして、上と下の枝の切られ方が微妙に変

えられている｣とある。 

問三 ｢せわしなく鳴き続ける鳥｣は田坂が木鋏で枝を切り

そろえる様子をたとえた表現である。また、｢せわし

なく｣は｢木鋏｣が常に鳴っている＝｢無数に鳴る｣様子

を表している。そこで、田坂がどのような様子で生垣

の木を切っているのかに注目すると、｢猛然と生垣に

向かった｣とあるので、この部分を含めてまとめる。 

   ｢田坂が、木鋏を無数に鳴らしながら｣、｢猛然と生

垣を切り続ける｣ことが適切に表現されているものを

正答とする。前半がなければ、二点減点となる。文

末表現が稚拙なものは、一点減点。 
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問四 直後の｢鋏に愛着を感じた｣が幸子の道具に対する

特別な気持ちである。道具は木や葉を切っただけで

はなく、それらと｢一瞬、鋭く繋がっている｣物だか

ら、｢生垣全体がやさしい表情になっている｣と幸子

は感じたのである。 

   ｢生垣全体をやさしい表情に剪定した木鋏であるこ

と｣、｢木鋏が単に木や葉を切り落としたのではなく、

それらと一瞬鋭く繋がろうとしたことに気付き愛お

しくなった｣の二点を指定語句を用いてまとめている

ものが、正答となる。一方が欠けているものは、三

点減点。文末表現が稚拙なものは、一点減点。 

 

 [古典] 

問一 エ 

問二 水の上に身 

問三 ア 

  【解説】                    

問一 ア～ウは烏の動作、エは鵜の動作である。 

問二 烏が｢羨し｣と思ったのは、鵜が水に身を浮かべ休み

ながら、苦労しないで魚を捕まえていると思ったから

である。このことを具体的に述べている一文を探す。 

問三 鵜が魚を捕るのに苦労をしていることも知らず、

見た目だけで判断しているという内容である。 

  【口語訳】                   

   烏が、鵜に言うことには、｢もしもし鵜殿、あなた

は幸せ者だなあ。水の上に体を浮かべて休みながら、

何の苦労もなく、腹の下(の水の中)にいる魚を易々

と捕らえて食べなさっていることだよ。私たちは一

日中飛び回っても食べ物に巡り逢うことは少なく、

たまたま乾した魚や木の実などを見つけても、みん

な持ち主がいて守りが厳しいので、ひやひやし、簡

単に取ることは難しい。このために食べ物はいつも

不足して苦しい思いをしている。(飛ぶのに)疲れて

羽を休めようとして木に止まると、また足が疲れま

す。あなたのまねをして水に入って魚を捕ろうとす

ると、すぐに水を飲んでしまいます。ああ羨ましい

鵜殿よ。食べ飽きなさった食べ物を少しこちらにも恵

んでくださいよ。けちな考えだなあ｣と言う。鵜が答

えて言うことには、｢烏殿烏殿、そんなふうに思いな

さるな。あなたから見なさると、水に浮かんで何の苦

労もなく食べ物を手に入れていると思いなさっている

けれど、水の中で少しの暇もなく足を動かしています。

その苦労は並大抵のことではありません。そのうえ(食

べ物とする)魚も生きているものなので、簡単に取る

のはなかなか難しいことなのです。 

 

 [説明的文章]【学校裁量問題】 

問一 １…おちい(る) 2…せんぱく ３…除(1) 

問二 (例) シカが、オオカミによって間引かれることに

より、餌資源である草を食い尽くすことがなく

なるので、個体群を維持していけること。 

問三 (例) 食う食われるという関係ではなく、生態系の

なかにおける立場が同じものどうしの関係で成

立する。 

問四 (例) (従属栄養生物である人間が、)他者に依存し

なければ生きていけない弱い存在にも関わらず、

食う立場のものが強いと思いこみ、自分たちが

最も強くて偉いと思っているから。 

  【解説】                    

問二 シカ＝草食動物、オオカミ＝肉食動物の関係である。

この両者の関係について、同じ段落の｢つまり｣以降で、

シカが全滅することがない理由を述べている。 

   ｢シカが、オオカミによって間引かれることにより｣、

｢餌資源である草を食い尽くすことがなくなるので｣、

｢個体群を維持していける｣ことをまとめているもの

が、正答となる。一つ欠けるごとに二点減点。文末

表現が稚拙なものは、一点減点。 

問三 同じ段落で｢このように、強い弱いという概念は～

生態系のなかにおける立場が同じものどうしの間に

成立する｣と述べられている。｢弱肉強食｣は次の段落

で｢食う食われるという関係｣と述べられている。 

   ｢食う食われるという関係ではなく｣、｢生態系のな

かにおける立場が同じものどうしの関係で成立する｣

ことをまとめているものが、正答となる。一方がな

ければ、三点減点。文末表現が稚拙なものは、一点

減点。 

問四 従属栄養生物とは、第四段落で｢他者に依存してい

る｣生物であると述べられている。ところが、第八段

落で｢食う立場のものが強いと思いこんで～自分たち

がすべての生き物のなかで最も強い、だから、最も

偉いのだ、という大いなる勘違い｣をしているから、

｢人間の存続の危機をもたらす｣と筆者は述べている

のである。したがって、この二点をまとめる。 

   ｢他者に依存しなければ生きていけない弱い存在で

あること｣、｢食う立場のものが強いと思いこんでいる

ため、自分たちが最も強くて偉いと思っていること｣

の二点を指定語句を用いてまとめているものが、正答

となる。一方がなければ、三点減点。文末表現が稚拙

なものは、一点減点。 

 

 

 

 

《平成28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 72.5 (2) 3 31.8

(2) 1 74.6
 問三 

(3) 5 17.7

(3) 1 83.5 問一 3 81.4
問一

(4) 1 39.0 ① 2 77.3

(1) 1 63.4
問二 

② 2 76.3

(2) 1 41.8 問三 3 2.9

(3) 1 86.3

 

問四 5 3.6
問二

(4) 1 56.9 問一 3 58.9

問三 2 45.9 問二 3 37.4

問四 2 78.9

 

問三 3 68.8

(1) 3 28.3 １ 1 88.0

(2)の① ２ 1 13.8

(2)の②
3 44.0

問一 

３ 1 83.8



問五

(3) 3 77.4 問二 6 15.8

問一 2 48.2 問三 6 17.0

(1) 1 42.4

 

裁
量
問
題 

問四 6 10.8
問二

(2) 1 6.6    


問三 (1) 3 81.6    

       

  標準問題合格者平均点 32.0 点 

  裁量問題合格者平均点 36.0 点 
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宗 [正負の数の計算，平方根，1次関数，円周角と中心角，

確率，標本調査，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) －1  (２) 80  (３) 6 6   
問２ y＝2x＋3  問３ 80度  問４    
 

問５ 60個  問６  13 cm 

――【解説】――――――――――――――――――― 
 
問１ (２) (－4)2÷  ＝16×5 

           ＝80 

   (３) 7 2 × 3 － 6 ＝7 6 － 6  

              ＝6 6  

問２ 傾き2，点(0，3)を通ることから切片3なので，求

める直線の式は，y＝2x＋3 

問３ 中心角は円周角の2倍なので 

   ∠x＝40°×2＝80° 

問４ 7個のボールの中で，奇数が書かれているボール  
は4個あるので，求める確率は，    

問５ 標本における不良品の数の比率は，300個の中に2

個の不良品があったので 
 

     ＝   
 

また，母集団(9000個)における不良品の個数につい  
ても  と推測されるので，不良品の個数をx個と  
すると  
    ＝   より，x＝60(個)  

問６ △ABDで三平方の定理より 

   22＋32＝BD2
 より，BD＝± 13  

  BD＞0 より，BD＝ 13 (cm) 

 

就 [因数分解，平面図形の基本・作図，資料の散らばり

と代表値，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 ア．x2＋4x－12  イ．(x－2)(x＋6) 

   ウ．A2－2A－15 

   エ．(A－5)(A＋3) 

問２ (解答例)右図 

問３ 6点   

問４ エ，12πcm3 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ (方法1) 

  ①を展開して，同類項をまとめると 

   (x＋3)2－2(x＋3)－15 … ① 

  ＝x2＋6x＋9－2x－6－15 

  ＝x2＋4x－12 

  これを因数分解すると 

   x2＋4x－12＝(x－2)(x＋6) 

  (方法2) 

  x＋3＝A とおくと，①は 

   (x＋3)2－2(x＋3)－15 … ① 

  ＝A2－2A－15 

  ＝(A－5)(A＋3) 

  Aを x＋3 にもどし，かっこの中を計算すると 

   (A－5)(A＋3) 

  ＝(x＋3－5)(x＋3＋3) 

  ＝(x－2)(x＋6) 

問２ (作図の手順) 

  ① 点Aを通る，直線旭の垂線を作図する。 

  ② 直線mと①の交点を中心に，点Aを通る円を作図

する。 

問３ この資料の中央値は，得点が高い方(低い方)から

数えて20番目の生徒を含む得点である。よって，こ

の資料の中央値は6点。 

問４ 投影図より，この立体は底面の半径が3cm，高さ

が4cmの円錐(エ)なので，体積は 
 

     ×π×32
×4＝12π(cm3) 

 

 

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 (解答例) ア．18  イ．1  ウ．8  エ．2 

問２ オ．9x＋9  カ．x＋1 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問２ 10x＋y を，一つの文字xだけをふくむ式で表す。 

  x＋y＝9 をyについて解いて，y＝9－x … ① 

  ①を 10x＋y に代入して 

   10x＋y＝10x＋(9－x) 

       ＝9x＋9 

       ＝9(x＋1) 

  x＋1 は整数なので，9×(x＋1) は9と整数の積とな

り，9の倍数である。 

 

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 2  問２ a＝   
 

問３ (解答例)  

   △OABと△OBPにおいて，線分OB(底辺)が共通

で，高さが等しいとき，面積が等しくなる。 

   直線OBの傾きは1なので，Aを通り，直線OBに平

行な直線の式を，y＝x＋b とする。 

   条件から，A(－2，4) 

   よって，b＝6 となるので，y＝x＋6 

   Pはこの直線とx軸との交点であり，P(－6，0) 

   (答) P(－6，0) 

 

 

 

1    
5 

4    
7 

4    
7 

2     
300 

1     
150 

1     
150 

x      
9000 

1     
150 

旭 
A 

m 

1  
3

1  
3
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――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ 点Aと点Cのy座標が等しいとき，点Aと点Cはy軸

について対称な点になる。点Aのx座標が－2なので，

点Cのx座標は2。 

問２ a＞0 のとき，右のグラフの

ようにxの変域が －1≦x≦3 

の範囲では，x＝3 のとき，y

は最大値をとるので y＝3 に

なる。y＝ax2
 に x＝3，y＝3 

を代入して  

   3＝a×32
 より，a＝   

 

問３  

 

 

 

 

 

 

 

  上のグラフで，△OAB＝△OBP のとき，PA//OB 

  直線OBの式は，y＝mx にB(1，1)を代入して 

   1＝m×1 より，m＝1  y＝x … 直線OB 

  直線PAの式は，PA//OB より，直線OBと傾きが等

しいので，y＝x＋b にA(－2，4)を代入して 

   4＝－2＋b より，b＝6  y＝x＋6 … 直線PA 

  点Pの座標は，直線PAとx軸との交点なので，y＝0 

を代入して 

   0＝x＋6 より，x＝－6  P(－6，0) 

 

愁 [相似，平行線と線分の比] 

【学校裁量問題選択校では修になります。】 

問１ 155度 

問２ (解答例) 

   △BEDと△CBEにおいて 

    仮定より，DE//BC 

    よって，∠BED＝∠CBE(錯角) … ① 

    仮定より，ED：EB＝1：2 … ② 

    また，DE//BC なので 

    仮定より，DE：BC＝1：4 … ③ 

    ②，③より，EB：BC＝2：4＝1：2 … ④ 

    ②，④より，ED：BE＝EB：BC … ⑤ 

   ①，⑤より，対応する2組の辺の比とその間の角

がそれぞれ等しいので，△BED∽△CBE 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ AD：DB＝AE：EC より，DE//BC 

   ∠AED＝∠ACB＝25° 

   ∠CED＝180°－∠AED 

       ＝180°－25° 

       ＝155° 

愁 [円周角と中心角，三平方の定理，1次関数，  

関数 y＝ax2，空間図形の基本，確率，2次方程式の応用] 

【学校裁量問題】 

問１ (１) 30度 

   (２) (解答例) 

     円の中心をOとすると，△OPSの面積は 
 

      3×  ×  ＝   
 

     △OQSの面積は 
 

      3×   ×  ＝    
 

     △OPQの面積は 
 

      3×3×  ＝   
 

     求める△SPQの面積は 

      △OPS＋△OQS－△OPQ 
 

     ＝  ＋   －  ＝     
  

     (答)     cm2 
 

問２ イ 

問３ (１) (解答例)  

     (方程式)   ×  ×x×2x×10＝20  
     (計算) x2＝6 

          x＝± 6  

          x＞0 より，x＝ 6  

     (答)  6 cm 
 

   (２)    
 

――【解説】――――――――――――――――――― 

問１ 円の中心をOとする。 

   (１) 5秒後の点P，Qの位置は

右の図のようになるので 

∠SOQ＝360°÷12×2 

         ＝60°  
     ∠SPQ ＝60°×   
 

         ＝30° 

   (２) 155秒の点P，Qの位置を考える。 

    点P → 円周上を矢印アの方向へ，毎秒1目もり

ずつ進み，12秒間で円周を1周するので 

        155÷12＝12あまり11 

       よって，点Pは円周を12周して，さらに

11秒間(矢印アの方向に11目もり)進む。 

    点Q → 円周上を矢印イの方向へ，毎秒2目もり

ずつ進み，6秒間で円周を1周するので 

        155÷6＝25あまり5 

       よって，点Qは円周を25周して，さらに5

秒間(矢印イの方向に10目もり)進む。 
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    よって，155秒後の△SPQ

は，右の図ような三角形

になる。求める面積は，

△OPSと△OQSの面積の

和から，△OPQの面積を

ひいて求める。 

    ① △OPSの面積 

    → 底辺OS，高さPAとする

と，△OPAで 1：2： 3   
の比より，PA＝  cm 

  

      3×  ×  ＝  (cm2) 
 

    ② △OQSの面積 

    → 1辺の長さが3cmの正三

角形より，底辺QS，高

さOBとすると，△OBQ

で  1：2： 3 の比より， 
 

OB＝   cm 
  
      3×   ×  ＝   (cm2)  
    ③ △OPQの面積 

    → ∠POQ＝90° の直角二等

辺三角形。  
      3×3×  ＝  (cm2)  
 

問２ 0≦x≦5，5≦x≦10 に分けて考える。 

  (Ⅰ) 0≦x≦5 のとき，求める面積は直角三角形にな

るので 

 

 

 
 

  
     y＝x×2x×  ＝x2

 … ①  
  (Ⅱ) 5≦x≦10 のとき，求める面積は台形になる。

また，線分PQと辺BCの交点をRとすると，線分

BRの長さは，△APQ∽△BRQ より 

     AP：BR＝AQ：BQ 

       x：BR＝2x：(2x－10) 

    これを解いて，BR＝x－5(cm) 

 

 

 

 

 

    よって，面積を求める式は  
     y＝(x＋x－5)×10×  ＝10x－25 … ②  
    よって，グラフは放物線と右上がりの直線をつな

げた形になる。 

問３ (１) AP＝x cm とすると，AQ＝2x cm と表せる。 

    △APQを底面，線分ABを高さとすると，頂点A

を含む立体(三角錐)の体積が20cm3なので 
 

       ×  ×x×2x×10＝20 
 

   (２) 面BFGCを通る切り口の線分をRSとすると，

線分PQと線分RSは同一平面上にあり，延長し

ても交わらないので，PQ//RS。また，点Sは線

分BRの長さ(acm)によって，辺BF上，辺FG上

を移動する。次の図のように，点Sが辺BF上の

とき，切り口の面は台形，点Sが辺FG上(点F以

外)のとき，切り口の面は五角形になる。 

     点Sが辺BF上     点Sが辺FG上 

 

 

 

 

 
 

右の図のように，点S

が頂点Fと重なるとき， 

△APQ∽△BRS より 

AP：BR＝AQ：BS 

        4：a＝8：10  

         a＝5(cm) 

    よって，a＝1，2，3，4，5 のとき，切り口の

面は台形，a＝6，7，8，9 のとき，切り口の面

は五角形になる。  
    したがって，求める確率は，  になる。  
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宗 [小問集合] 

問１ (１) 北  (２) ユーラシア(大陸) 

   (３) 大西(洋) 

問２ ａ…ロシア連邦，ｂ…中国 

問３ (１) 卑弥呼  (２) 元  (３) ドイツ 

問４ (１) 主権  (２) 非核三原則 

   (３) フランス人権宣言[人権宣言] 

   (４) 生存権 

問５ (１) 記号…い，都市の名…金沢(市) 

   (２) Ａ…オ，Ｂ…ア，Ｃ…キ 

   (３) 当時の都の名…平安京 

     現在の都市名…京都(市) 

問６ (１) 天平(文化)  (２) 平家物語 

   (３) 千利休  (４) 浮世絵 

問７ (１) 福祉  (２) 衆議院  (３) 労働基準法 

  【解説】                    

問１ (１) 略地図１は北極を中心にえがかれた世界地図

なので，   には北が当てはまる。 

   (２) ｢世界の６つの大陸(六大陸)のうち，最も面積

が広く，アジア州やヨーロッパ州を含んで｣いる

ことから，Ａはユーラシア大陸とわかる。 

問３ (２) ｢フビライ(フビライ＝ハン)が中国北部を支

配し，定めた国号｣から元。この国は，1274年の

文永の役，1281年の弘安の役と２度にわたって

日本を攻めてきた。 

   (３) 三国同盟が結ばれた当時，ドイツはヒトラー

の率いるナチ党(ナチス)が，イタリアはムッソ

リーニの率いるファシスト党が，それぞれ政権

を握っていた。 

問４ (２) 非核三原則は，1971年に衆議院で決議された。 

   (３) フランス革命のときに発表されたものである

ことから，   には(フランス)人権宣言が当

てはまる。 

   (４) 日本国憲法が保障する社会権には，生存権・

教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権(労

働三権)がある。 

問５ (１) あは山形県山形市，いは石川県金沢市，うは

高知県高知市，えは宮崎県宮崎市。 

   (２) Ａの千葉県はオの関東，Ｂの静岡県はアの中

部，Ｃの和歌山県はキの近畿に属する。 

問６ (２) ｢鎌倉時代｣，｢琵琶法師｣，｢軍記物｣から平家

物語とわかる。 

   (４) 元禄文化の時期に始まった浮世絵が，化政文

化の時期に技術が進み，鈴木春信は錦絵とよば

れる多色刷りの版画を始めた。錦絵は人々の人

気を集め，東
とう

洲
しゅう

斎
さい

写
しゃ

楽
らく

は歌舞伎の役者絵，喜多

川歌麿は美人画，飾北斎や歌川(安藤)広重は

風景画に優れた作品を残した。 

問７ (１) 日本の社会保障制度 

     ・社会保険…医療保険(健康保険，国民健康保

険)，介護保険など 

     ・公的扶助…生活保護(生活扶助，住宅扶助，

教育扶助など) 

     ・社会福祉…高齢者福祉，児童福祉，障がい

者福祉など 

     ・公衆衛生…感染症予防(対策)，上下水道整

備，公害対策など 

   (３) 労働三法 

     ・労働基準法…労働時間，休日，賃金などの

労働条件についての最低基準を

定めた法律。 

     ・労働組合法…団結権，団体交渉権，団体行

動権の保障を目的に制定された

法律。 

     ・労働関係調整法…労働者と使用者の対立を

調整し，両者の関係を正常

にするための法律。 

 

就 [飛鳥時代～現代の日本と世界] 

問１ イ 

問２ イ 

問３ 記号…ｂ，国の名…ポルトガル 

問４ ア，ウ 

問５ (例) 国力の充実 

問６ (１) 最も近い時期…ウ，最も遠い時期…オ 

   (２) 島の名…色丹(島)，記号…ウ 

  【解説】                    

問１ 岩倉使節団が欧米を訪問したおもな目的は，｢不平

等条約の改正｣，｢欧米の政治や産業，社会の状況の

視察と調査｣であった。 

問２ 593年に推古天皇の摂政となった聖徳太子は，蘇我

馬子とともに，603年に冠位十二階の制度，604年に

は十七条の憲法を定めて，天皇(大王)中心の政治制

度を整備しようとした。 

問３ わが国に鉄砲が伝わったのは1543(1542)年なので，

略年表のｂを選ぶ。 

問４ ア 幕府に米を献上させる制度(上げ米の制)が行

われたのは享保の改革のときなので正しい。 

   イ 参勤交代の制度を初めて設けたのは徳川家光

が将軍だったときなので誤り。 

   ウ 公事方御定書が制定されたのは享保の改革の

ときなので正しい。 

   エ 株仲間の解散が命じられたのは天保の改革の

ときなので誤り。 

   オ 地価を定め土地の所有者に地券を発行したの

は明治時代初期なので誤り。 

問５ 正答例以外に｢国内の整備｣など，国内政治優先の

視点で書くことが記述のポイント。 
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問６ (１) 吉田茂がサンフランシスコ平和条約に調印し

たのは1951年。アは1920年，イは1905年，ウは

1955年，エは1964年，オは1901年。したがって，

最も近い時期のできごとはウ，最も遠い時期の

できごとはオ。 

   (２) ラクスマン(ラックスマン)が根室に来航した

のは江戸時代後期の1792年。したがって，カー

ドＣとカードＤの間の時期であるウを選ぶ。 

 

州 [国民生活と政治・経済] 

問１ ウ，エ 

問２ エ 

問３ (例) 権力の抑制と均衡を図ること。 

問４ エ 

問５ Ａ Ⅰ群…イ，Ⅱ群…ク 

   Ｂ Ⅰ群…ア，Ⅱ群…カ 

問６ イ 

問７ あＡＰＥＣ  いＡＳＥＡＮ 

  【解説】                    

問１ アとオは内閣の仕事，イは地方議会の仕事。 

問２ 裁判員制度：国民が裁判員として刑事裁判に参加

し，裁判官といっしょに被告人の有罪・無罪や刑罰

の内容を決める制度。 

問３ 正答例以外で｢権力が一つの機関に集中するのを

防ぐ｣，｢権力の濫用を防ぐ｣という内容を書くことが

記述のポイント。 

問４ 間接税とは，税金を納める人(納税者)と，実際に

負担する人(担税者)が異なる税のこと。おもな間接

税には消費税や酒税，たばこ税，関税などがある。

ア(所得税など)，イ(法人税など)，ウ(相続税)は直

接税，エ(消費税)は間接税について述べている。 

問５ Ａは，わが国の歳出総額で最も大きな割合を占め

ていることからイの社会保障関係費，Ｂは２番目に

大きな割合を占めていることからアの国債費。 

問６ 需要量が供給量を上回るとは，消費者が買いたい

と考える(買おうとする，買う)量が，生産者が売り

たいと考える(売ろうとする，つくる)量よりも多い

状態のことで，この場合，市場価格は上がる。つま

り，さんまの価格が高くなったイが正解。 

問７ あは，ロシア，北アメリカや南アメリカ，オセア

ニア，東アジアや東南アジアなどの国や地域を囲ん

でいることからＡＰＥＣ。また，いは東南アジアの

10か国を囲んでいることからＡＳＥＡＮ。 

 

修 [世界の諸地域，世界からみた日本] 

問１ 東京…ア，①の都市…エ 

問２ 日本…エ，あ…ウ，い…イ，う…ア 

問３ 国…Ｂ，ａ…ア 

問４  ウ 

問５ (例) 日本の65歳以上の人口割合は，1970年には，

イギリスやスウェーデンより低かったが，2010

年には，イギリスやスウェーデンより高くなっ

ていることからわかる。 

  【解説】                    

問１ 東京は温暖(温帯)湿潤気候，①の都市は地中海性

気候に属する。 

  ア 気温の変化と年平均気温，夏から秋にかけて降

水量が多いことから温暖(温帯)湿潤気候。 

  イ 年平均気温が高く，１年中降水量が多いことか

ら熱帯雨林気候。 

  ウ 夏と冬の気温差が大きく，特に冬の気温が非常

に低いことから冷帯(亜寒帯)気候。 

  エ 気温の変化と年平均気温，夏は乾燥して冬にや

や降水量が多くなることから地中海性気候。 

問２ アは米の生産量が最も多いことからうのタイ，イ

は国土面積に占める農地の割合が最も低いことから

いのエジプト，ウは小麦の生産量が最も多いことか

らあのフランス，エは穀物自給率が最も低いことか

ら日本。 

問３ 輸出総額に占める割合で，液化天然ガスや石炭が

高くなっていることから，Ｂのオーストラリア。日

本はこの国から多くの鉄鉱石を輸入しているので，

ａはアの鉄鉱石。 

問４ Ⅰは人口が最も多くなっていることから東京都，

Ⅱは工業生産額が最も多くなっていることから愛知

県，Ⅲは人口と工業生産額が２番目に多くなってい

ることから大阪府，Ⅳは農業生産額が最も多くなっ

ていることから北海道。 

問５ ｢日本の65歳以上の人口割合は，1970年はイギリス

やスウェーデンより低い｣，｢日本の65歳以上の人口

割合は，2010年はイギリスやスウェーデンより高い｣

という２つ内容をまとめることが記述のポイント。 
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宗 [小問集合] 

問１ (１) ①恒星  (２) ②発熱  (３) ③寒冷 

   (４) ④くもり  (５) ⑤裸子 

問２ 陽子 

問３ ア，オ(順不同) 

問４ O2 

問５ 36km/h 

問６ 右図 

問７ カ 

問８ Ｃ→Ｂ→Ａ 

  【解説】                    

問２  

 

 

 

 

 

問３ 幼生(子)は主にえらで，成体(親)は肺と皮ふで呼

吸するのは両生類である。イのメダカは魚類，ウの

トカゲとエのカメはは虫類である。 

問５ １秒で10m進む自動車が，１時間で何km進むかを

考える。１時間は3600秒なので， 

   10m×3600秒＝36000m 

  よって，１時間で36000m(36km)進む。 

問７ 動脈血とは酸素を多くふくむ血液である。酸素は

肺で血液中にとり入れられ，体中の細胞に運ばれる

ので，動脈血は肺から心臓を通り，体中の細胞へつ

ながる血管に流れる。 

   血液は心臓の各部屋，全身，肺を次のような順に

流れている。 

  全身→右心房→右心室→肺→左心房→左心室→全身 

 

 

問８ 露点が同じであれば(地点Ａと地点Ｂ)，気温が低

いほど飽和水蒸気量が小さくなり，湿度は高くなる。

よって，地点Ｂの湿度＞地点Ａの湿度となる。 

   気温が同じであれば(地点Ｂと地点Ｃ)，露点が高

いほど空気にふくまれる実際の水蒸気量が大きくな

り，湿度は高くなる。よって，地点Ｃの湿度＞地点

Ｂの湿度となる。これらより，地点Ｃの湿度＞地点

Ｂの湿度＞地点Ａの湿度 

 

就 [大地の変化] 

問１ (１) ①ハザード ②(例)可能な限り小さくする 

   (２) 火砕流 

   (３) (例)西風に運ばれる 

問２ (１) Ｘ…マグマ Ｙ…溶岩 

   (２) 形… 

 

 

     理由…ねばりけが小さい 

問３ ①ア ②イ ③イ 

  【解説】                    

問１ (３) 図１で，火山灰の到達危険域は，火口から東

の方向に広がっている。このことから，上空で

は西から東に向かって風がふくと考えられる。 

問２ (２) 会話文より，空気と混ぜ合わせる時間が長い

ほど，生クリームのねばりけは大きくなること

がわかる。生クリームＡは60秒間，生クリーム

Ｂは30秒間混ぜ合わせているので，生クリーム

Ａよりも生クリームＢのねばりけの方が小さく

なる。 

     ねばりけが大きれば盛り上がった形，小さけ

れば傾斜のゆるやかな形になるので，図３の生

クリームＡの盛り上がった形よりも，横に広

がった傾斜のゆるやかな形をかく。 

問３ 火山の形とマグマのねばりけ，噴火のようす，火

山噴出物の色には次のような関係がある。 

 

 

 

 

 

 

 

   また，盛り上がった形の火山には雲仙岳(雲仙普賢

岳)や昭和新山や有珠山など，円すいの形の火山には

富士山や桜島など，傾斜のゆるやかな形の火山には

マウナロアなどがある。 

 

州 [生命の連続性] 

問１ (１) エ   (２) ①染色体 ②DNA  

   (３) エ 

問２ (１) Ｘ…AA Ｙ…Aa   (２) ウ 

  【解説】                    

問１ (３) 根では先端に近い部分で細胞分裂が起こり，

さらにその細胞が大きくなり，根は長くなる。

そのため，根のもとに近い部分は細胞が大きく

なっている。 

問２ (１) 実験１，２をまとめると，次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

原子核 

中性子…電気をもっていない

陽子…＋の電気をもっている

電子…－の電気をもっている 

動脈血 静脈血 

(AA：Aa：aa＝１：２：１) 

茎が紫色：茎が緑色＝３：１     

茎が紫色 

(AA) 

茎が緑色 

(aa) 

茎が紫色 

(Aa) 
茎が紫色 

(Aa) 

盛り上がった形 円すいの形 傾斜のゆるやかな形

大きい    マグマのねばりけ    小さい

激しい     噴火のようす    おだやか

白っぽい     火山噴出物     黒っぽい
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   (２) 実験２において，茎が紫色のものはAA：Aa

＝１：２の割合でできるので，下の図のように

それぞれの種子から同数(４個)の種子ができる

と考え，茎が紫色：茎が緑色＝10：２＝５：１

となる。よって，実験２における，茎が紫色：

茎が緑色＝３：１よりも紫色の割合が高くなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

修 [身のまわりの物質] 

問１ (１) 20％  (２) ①ウ ②イ  

問２ (１) (例)ろ紙の穴よりも小さい物質だけが，ろ紙

を通り抜ける。  

   (２) ウ 

   (３) イ 

   (４) 記号…ａ 

     図…右図 

 

 

 

 

 

  【解説】                    

問１ (１) 質量パーセント濃度＝     ×100＝20％ 

   (２) 物質がとけた水溶液は，どの部分も濃さは同

じで，その状態はいつまでも続き，時間がたっ

ても，液の下の方が濃くなることはない。 

問２ (２) 図２から，10℃の水100gに物質Ｐ(ａのグラ

フ)は20gとけるので，10℃の水10gに物質Ｐは

２gとける。50℃の水100gに物質Ｐは約83gとけ

るので，50℃の水10gに物質Ｐは約8.3gまでと

ける。 

     これより実験２で，水10gに物質Ｐがとけて

いる質量は次の通り。 

    試験管Ｘの水溶液が10℃のとき(濃度Ｍ1)…２g 

    試験管Ｘの水溶液が50℃のとき(濃度Ｍ2)…５g 

    ろ紙を通りぬけた後の水溶液(濃度Ｍ3)…２g 

     よって，濃度は，Ｍ1＜Ｍ2，Ｍ1＝Ｍ3 

   (３) 図２をもとに，約34℃以上のとき，水10gに

物質Ｐは５gとけるので，水溶液を50℃から約

34℃まで冷やしてもとけている物質Ｐの質量は

５gのまま変化しない。しかし，約34℃より温

度が下がると物質Ｐがとける質量は小さくなり，

10℃では２gとなる。 

   (４) ｢10℃の水10gに物質Ｐを５gとかした｣とい

うことを，｢10℃の水100gに物質Ｐを50gとかし

た｣と考える。よって，100gの水にとける物質の

質量50gと溶解度曲線の交点(約34℃)となる部

分に点をつける。 

 

愁 [電流と磁界] 

問１ (１) ①イ ②ア 

   (２) ①磁界 

     ②誘導電流 

   (３) エ 

問２ (１) 右図 

   (２) ①0.6 

     ②12 

     ③３ 

     ④25 

  【解説】                    

問１ (３) 実験のしくみは，電気エネルギーを運動エネ

ルギーに変換している。アは電気エネルギーを

光エネルギーに，イは電気エネルギーを熱エネ

ルギーに，ウは運動エネルギーを電気エネル

ギーに変換している。 

問２ (１) 電流計は回路に直列に，電圧計は回路に並列

に接続する。 

   (２) ① 電力[W]＝0.2A×３V＝0.6W 

     ② 電力量[J]＝0.6W×20秒＝12J 

     ③ 仕事[J]＝３N×１m＝３J 

     ④ 手回し発電機が消費した電力量は12J，

おもりを引き上げる仕事は３Jなので 

      変換率＝   ×100＝25％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《平成28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 81.7 (1) 2 79.8

(2) ② 1 78.6 ① 

(3) ③ 1 80.9
(2) 

② 
1 74.6

(4) ④ 1 72.2

問１ 

(3) 2 25.2

問１

(5) ⑤ 1 85.1 Ｘ 

問２ 1 67.3
(1) 

Ｙ 
2 68.7

問３ 2 64.0

州 

問２ 

(2) 3 35.4

問４ 2 86.0 (1) 1 57.4

問５ 2 34.3 ① 

問６ 2 65.8

問１ 
(2) 

② 
2 54.1

問７ 2 45.9 (1) 2 51.0

宗

問８ 2 58.2 (2) 2 29.8

① (3) 2 32.4
(1)

②
2 75.3

記号 

(2) 1 30.7

修 

問２ 

(4) 
図 

2 27.0問１

(3) 1 37.2 ① 

Ｘ
(1) 

② 
2 76.1

(1)
Ｙ

2 44.4
① 

形
(2) 

② 
2 53.8問２

(2)
理由

2 53.4

問１ 

(3) 1 21.2

① (1) 2 27.9

② ① 

就

問３

③ 

2 54.6

② 

   ③ 

   

愁 

問２ 
(2) 

④ 

4 28.5

        

  合格者平均点 32.8 点 

 

AA 
↓ 
AA 
AA 
AA 
AA 

Aa 
↓ 
AA 
Aa 
Aa 
aa 

Aa 
↓ 
AA 
Aa 
Aa 
aa 

茎が紫色 
10 

茎が緑色 
２ 

10g 
40g＋10g 

３J
12J
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宗 [リスニング問題] 

問１ No.1 イ  No.2 ウ  No.3 エ 

問２ No.1 ウ  No.2 ア  No.3 イ 

問３ No.1 ア  No.2 ウ  No.3 エ 

  【放送台本】                  

問１ No.1の問題 

Ａ： Daiki, how do you come to school every day? 

Ｂ： I come to school by train.  Do you come to school 

by train, Beth? 

Ａ： No, I come to school by bus. 

Question： How does Daiki come to school every day? 

問１ No.2の問題 

Ａ： Mom, have you bought a birthday present for 

Mike? 

Ｂ： No, David.  What should I buy for your brother, a 

watch or a computer? 

Ａ： Well, he broke his tennis racket last week.  I 

think he wants a racket. 

Ｂ： That’s a good idea.  I’ll buy a new one for Mike. 

Question： What will Mom buy for Mike? 

問１ No.3の問題 

Ａ： Excuse me, will you tell me the way to the library 

and the museum? 

Ｂ： Sure.  Walk to the hospital and turn right there.  

The library is next to it.  Then go straight and 

turn left at the bookstore.  You’ll see the museum 

on the right.  The museum closes earlier, so you 

should visit it first. 

Ａ： I will.  Thank you very much. 

Ｂ： You’re welcome. 

Question： Where is the woman going to visit first on 

the map? 

問２ No.1の問題 

 Megumi： Nice to meet you, Tom Brown.  I’m 

Megumi Sato.  Welcome to our school! 

 Tom： Nice to meet you.  Call me Tom.  What 

should I call you? 

 Megumi： (チャイム音) 

問２ No.2の問題 

 Megumi： I hear you’ll stay in Japan for one year.  

What do you want to do in Japan? 

 Tom： I want to try many things.  I’m especially 

interested in traditional Japanese things.  

What should I try?  Do you have a good 

idea? 

 Megumi： (チャイム音) 

問２ No.3の問題 

 Megumi： I often enjoy watching American basketball 

games on TV. 

 Tom： Oh, you watch them on TV!  I’m happy 

because basketball is very popular in my 

country, America.  Is it popular in Japan 

too? 

 Megumi： (チャイム音) 

問３の問題 

  Last month I had three-day work experience at a 

hospital.  First, the doctor and the nurses told me 

about their jobs.  And I helped them by talking with 

sick people and taking them to their beds.  I was very 

glad when I saw their smiles.  Then, a nurse showed 

me around the hospital building.  She said doctors 

and nurses are not the only workers in hospitals and 

many other jobs help sick people there too. 

  On the last day, I worked with an old man taking 

care of the hospital garden.  When I was helping him, 

he said he likes his job because sick people in the 

hospital look happy when they see the beautiful 

garden. 

  At first I didn’t think the garden was important for 

helping sick people, but after talking with him, I 

found his job also makes them happy.  Through this 

experience, I learned each job in hospitals is 

important and helps sick people in different ways. 

Questions 

No.1： How long was Asuka’s work experience? 

No.2：What was Asuka’s job on the last day? 

No.3：What did Asuka learn through the work 

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) How  (２) Can 

問２ (１) rainy  (２) breakfast 

問３ (１) desk  (２) underなど  (３) eatingなど 

   (４) tallerなど 

問４ (１) is made in  (２) when he has 

   (３) are you looking for 

   (４) have never been to 
  【解説】                    

問１ (１) 《How are you?》｢お元気ですか｣ 

   (２) 《Can[May] I＋動詞の原形 …?》｢～してもい

いですか｣ 

問２ (１) ｢午後は雨になるので，傘を持っていきなさい｣，

cloudy｢くもりの｣，hot｢暑い｣，cold｢寒い｣ 

   (２) ｢午前中に食べられる食事は朝食と呼ばれる｣，

fruit(s)｢果物｣，newspaper(s)｢新聞｣，coffee

｢コーヒー｣ 

問３ (１) ｢本はどこにありますか｣｢それは机の上にあり
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ます｣という会話。 

   (２) ｢少女はどこにいますか｣｢彼女は木の下に座っ

ています｣という会話。 

   (３) ｢少年は何をしていますか｣｢彼はパンを食べて

います｣という会話。疑問文に合わせて現在進行

形《be動詞＋～ing》｢～している(ところだ)｣を

使って答える。 

   (４) ｢ティムはお父さんより背が高いですか｣｢いい

え｣という会話。直後にthan｢～より｣があるの

で比較級(～er / more ～)にする。 

問４ (１) ｢日本製｣＝｢日本で作られた｣と考えて受動態

《be動詞＋過去分詞》｢～される，～された｣の文

を作る。 

   (２) 《Ｂ when Ａ.[When Ａ, Ｂ.]》｢ＡのときＢ｣

の文。Ａ，Ｂには《主語＋動詞 …》が入る。 

   (３) 現在進行形《be動詞＋～ing》｢～している(と

ころだ)｣の疑問文を作る。《look for ～》｢～を探

す｣ 

   (４) 《have[has] never＋過去分詞》｢１度も～した

ことがない｣，現在完了経験用法の文。《have 

[has] been to ～》｢～に行ったことがある｣ 

 

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 (１) エ  (２) ア  問２ foundなど 

 問３ (例) He started to use English more. 

窟問１ (１) イ  (２) ウ 

 問２ (例) I can bring my bag to stores. 
  【掘全文訳】                  

 ある日，英語の授業で，高夫は問題のある国の人々に

治療を行うＮＧＯである国境なき医師団についての話に

感動しました。さらに，彼は多くの人々がそのＮＧＯの

治療を望んでいるけれども，医者の数が十分ではないこ

とも学びました。それでより多くの医者が必要とされて

います。この授業のあとで，高夫は人々の生命を救いた

いと思いました。 

 高夫はその夜，父親とそのことについて話しました。

高夫は｢国境なき医師団のメンバーになるために，ぼくは

何をするべきですか｣とたずねました。父親は｢最初に，

あなたはたくさん勉強して，医科大学に入らなければな

りません。もう１つの大切なことは，さまざまな国々の

人々とのコミュニケーションのとりかたを学ぶことです｣

と言いました。高夫は答えを見つけたと感じました。彼

は家ではより一生懸命に勉強することを，英語の授業中

はより多く英語を使うことを始めました。今，高夫は医

学生になったあとで海外に行く計画があり，ほかの国々

の学生たちといっしょに勉強することを望んでいます。 

 

 

 

  【窟全文訳】                  

ゴミの収集日 

ゴミの種類 収集日 

プラスチック類 水曜日 リサイクル

できるもの 缶，びん，ペットボトル 木曜日 

燃やすことができるもの 

例：生ゴミ，衣類，古紙 

火曜日 

金曜日 

燃やすことができないもの 

例：鉄類，陶器類 

第１月曜日

第３月曜日

■午前８時までにゴミを出してください。 

生活の中でゴミを減らすように努めてください。 

  【解説】                    

掘問１ (１) but以前で｢多くの人々がそのＮＧＯの治療

を望んでいるけれども｣と書いてあることから，

医者の数が足りないと判断できる。small｢小

さい｣，same｢同じ｣，few｢少しの｣，enough

｢十分な｣ 

    (２) a plan to go …で｢(…に)行く計画｣という

意味であることから，abroad｢海外に，外国

に｣が入る。afraid｢恐れて｣，fast｢速い，速

く｣，hard｢一生懸命に，困難な｣ 

 問２ 空欄に適当な語を考える問題は，空欄の前後を

よく見て，どのような種類(品詞)の単語が入るか

を判断することが重要。ここではfelt(feel｢～と感

じる｣の過去形)とheの間に接続詞のthat｢～だと，

～ということ｣が省略されており，he以降が《主語

＋動詞 …》になることを見抜く。また，空欄の直

後のthe answer｢答え｣との意味のつながりから

find｢～を見つける｣が入る。時制の一致(接続詞

thatの前の動詞が過去形のときは，後ろの動詞も

過去形にする)に注意。 

 問３ ｢高夫は父親と話したあとで英語の授業で何をす

ることを始めましたか｣という質問。本文下から２

～３行目より，より多く英語を使うことを始めて

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(Takao)

を人称代名詞の主格(he，it，theyなど)にする。

動詞は疑問文と同じもの(《start to＋動詞の原形》

｢～し始める｣)を使い，時制も疑問文に合わせる(過

去形にする)。なお，英語の授業のことについて質

問されているので，study harder at home｢家でよ

り一生懸命に勉強する｣を含めると不正解となる。 

窟問１ (１) ｢古いＴシャツはいつ出すことができますか｣

という質問。表より衣類は火曜日と金曜日に

出せる。clothes｢服，衣類｣ 

    (２) ｢カレンダーを見てください。今日は10月６

日です。あなたは今朝，陶器のカップを割り

ました。あなたはその割れた陶器のカップを

いつ出すことができますか｣という質問。表よ

り陶器は第１月曜日と第３月曜日に出すこと
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ができる。６日以降の最初の第１・第３月曜

日なので，17日が答えとなる。 

 問２ ｢あなたは生活の中でゴミを減らすために何をす

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。こ

こでは疑問文に合わせて《I[We] can＋動詞の原形 

….》｢わたし[わたしたち]は～することができる｣

という形で答える。模範解答は｢わたしは店に袋を

持っていくことができる｣という意味である。ほか

にも｢古いものを修理する｣，｢リサイクルできるも

のを買う(使う)｣等，様々な答え方が考えられるの

で，確実に書ける表現を使って答えることが重要

である。 

 

修 [会話文] 

【学校裁量問題選択校では州になります。】 

問１ (例) What are you going to do 

問２ ウ  問３ イ，オ(順不同)   

問４ (１) (例) playing volleyball 

   (２) (例) happy to hear 
  【長文全訳】                  

ジョーンズ先生：奈々子，健二，あなたがたは何をして

いるのですか。 

奈々子： こんにちは，ジョーンズ先生。わたしたちは９

月24日のあさひ公園への学校遠足の計画を立て

ています。あなたが遠足に参加できるので，わ

たしたちはとてもわくわくしています。 

ジョーンズ先生：わたしは待ちきれません。(解答例)あ

なたがたはそこで何をする予定ですか。 

 健二： ぼくたちは野外で料理して食べます。 

ジョーンズ先生：料理？ それはキャンプなのですか。 

奈々子： いいえ，それはただの１日遠足です。わたした

ちはそれを炊事遠足と呼びます。わたしたちは

よく肉や野菜でジンギスカンやカレーライス，

みそ汁を料理します。 

ジョーンズ先生：なるほど。アメリカにはそのような遠

足がありません。わたしたちはふつう博物館や

公園のような場所に行くのにバスに乗ります。

わたしたちは１日遠足で野外で料理して食べた

りはしません。 

奈々子：炊事遠足は北海道でよく行われます。わたしはそ

れが北海道の文化の一部だと聞いています。 

ジョーンズ先生：北海道の文化？ それはおもしろいで

すね。しかし，あなたがたはどうやって野外で

火をたくのですか。 

 健二： あさひ公園には大きな石がたくさんあります。

ぼくたちはそれらで円形を作ることができます。

ぼくたちは中心に木炭を置いて，火をたきます。

それからぼくたちは石の上に鍋を置いて，それ

らで料理をします。 

ジョーンズ先生：いいですね。料理して食べたあと，わ

たしたちは何かをするのですか。 

奈々子： はい，今わたしたちはそのことについて考えて

います。健二はバレーボールをしたいと言いま

したが，そこにはコートもネットもないので，

わたしはそうすることができるとは思いません。 

 健二： 奈々子，ぼくたちにはそうすることができます

よ。ぼくはひもを持ってきて，ネットとしてそ

れを２本の木に結びつけます。それからぼくは

地面に線をかいて，木の間にコートを作ります。

ぼくたちは自然の中にバレーボールのコートを

作ることができるのです。 

ジョーンズ先生：よい考えですね。もしそのためのよい

木を見つけることができなければ，いっしょに

そのひもを持ちましょう，健二。 

 健二： いいですよ。 

奈々子： それはすばらしいですね。明日，わたしたちは

クラスメートにこの計画を説明します。 

  【解説】                    

問１ ｢予定を質問する｣ので，｢あなた(がた)は何をする

予定ですか｣などの文を作る。動作をたずねるときは

疑問詞what｢何(を)｣と一般動詞do｢する｣を使う。未

来の予定についてたずねるので，《is[am / are] going 

to＋動詞の原形》や《will＋動詞の原形》の疑問文を作

る。ジョーンズ先生も遠足に参加するので，主語に

weを使ってもよい。なお，｢遠足に行った先で｣は空

欄の後ろのthere｢そこで，に｣で表現されている。 

問２ themは｢彼(女)らを[に]，それらを[に]｣という意

味で，前に出てきた複数の名詞を指す。ここでは｢そ

れらで円形を作る｣と言っているので，stones｢石｣

のことを指していると判断する。《with＋道具》｢～

で，～を使って｣ 

問３ ア ｢奈々子と健二は，ジョーンズ先生が彼らのと

ころに来たとき，ジョーンズ先生に遠足に参加

するように頼んだ｣，本文３～４行目参照。最初

からジョーンズ先生が遠足に参加すると知って

いた。 

   イ ｢奈々子と健二の学校の遠足は，秋に開催され

る１日行事である｣，本文２～３，８行目と一致

する。 

   ウ ｢ジョーンズ先生は，アメリカの遠足でクラス

メートといっしょに野外で料理をして楽しんだ｣，

本文10～12行目参照。アメリカの遠足では野外

で料理や食事をしないと言っている。 

   エ ｢奈々子はバレーボールをすることがよい考え

だと思っているが，健二は同意していない｣，本

文下から８～10行目参照。奈々子と健二の立場

が逆になっている。 

   オ ｢奈々子とクラスメートは木がなくてもバレー

ボールをすることができると，ジョーンズ先生
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は思っている｣，本文下から３～４行目と一致す

る。 

問４ (１) まず，空欄を含む１文が｢わたしは特に自然の

中で   を楽しんだ｣という意味になること

を読み取る。次の奈々子のせりふに｢あなたがと

ても上手な選手なので，わたしは驚きました｣

とあることや，本文下から３～10行目の内容か

ら，バレーボールをすることを楽しんだのだと

考えられる。《enjoy＋～ing》｢～して楽しむ｣ 

   (２) この前でジョーンズ先生から｢あなたと健二は

クラスメートのためにすばらしい計画を立てま

した｣と奈々子が誉められていることから，｢わ

たしはそれを聞いてとてもうれしいです｣等の文

を完成させる。《感情を表す形容詞＋to＋動詞の

原形》｢～して…｣，happyのかわりにgladを使っ

てもよい。 

 

修 [手紙文]【学校裁量問題】 

掘問１ イ 

 問２ sounded interesting but I didn’t understand 

what he meant 

 問３ ア，ウ，オ  問４ ア，ウ(順不同) 

 問５ (例) which don’t move 

窟 (例) I’ll tell them about origami.  We make many 

things with origami paper, such as birds, 

animals and flowers.  Why don’t you make 

something with origami? 
  【掘長文全訳】                  

宛先：ジェームズ・スミス 

差出人：星野一輝 

親愛なるスミス教授へ 

 ぼくの名前は一輝です。ぼくは日本の高校生です。ぼ

くはインターネットでオーロラについての情報をさがし

ていたとき，あなたのウェブサイトを見つけました。ぼ

くはオーロラに関するあなたの研究について知りたいの

で，あなたに電子メールを送っています。 

 先週プロの写真家がぼくたちの学校を訪れて，ぼくた

ちに特別授業をしてくれました。彼はぼくたちにオーロ

ラの美しい写真や映像を見せて，アラスカでの彼の経験

について話しました。彼はオーロラが世界で最も美しい

現象で，ぼくたちは人生で少なくとも一度はそれを見る

べきだと言いました。ぼくは地球からの風でカーテンの

ように動いているオーロラの美しい映像に感動しました。 

 授業の中で彼はオーロラが太陽からのメッセージであ

ると言いました。それはおもしろそうに聞こえましたが，

ぼくは彼が何を言おうとしているかわかりませんでした。

ぼくはオーロラが太陽ではなく星の光による現象だと思っ

ていました，なぜならオーロラは暗いところで見えるか

らです。アラスカではいつオーロラを見ることができま

すか。 

 あなたにぼくの電子メールに返事をする時間があれば，

ぼくはうれしいです。読んでくれてありがとうございま

した。 

                        

宛先：星野一輝 

差出人：ジェームズ・スミス 

こんにちは，一輝 

 電子メールをありがとうございます。あなたがオーロ

ラに興味があるので，わたしはとてもうれしいです。あ

なたはオーロラが太陽からのメッセージだと聞いたので

すね。はい，そのとおりです。それはわたしたちに太陽

と地球についてのおもしろいことをたくさん教えてくれ

ます。オーロラは，約３日間かけて太陽から地球に移動

する粒子からできています。それでわたしたちはオーロ

ラが太陽の一部だと言うことができるのです。それらは

大気圏に入ってくるとき，光を放ちます。オーロラはそ

の粒子の光による現象なのです。 

 あなたはオーロラが地球からの風で動いていると思っ

ていますが，じつはそれは正しくありません。オーロラ

のそれぞれ粒子の光は，ただ点滅するだけなのです。そ

れは，それぞれの光は動かないけれども，ことばや絵が

動いているように表示する電光掲示板に似ています。そ

のためにオーロラは動いているカーテンのように見える

のです。しかしながら，わたしたちにはまだわかってい

ないことがあります。オーロラには多くの謎があるので

す。これは別のオーロラのおもしろい点です。 

 オーロラの現象はほとんど毎日起こりますが，いくつ

かの状況下ではアラスカでそれを見ることは難しいです。

ご存じのように，明るいときにはそれを見ることができ

ません。また曇りの夜もオーロラを見るのによくありま

せん。そして寒い日にだけオーロラを見ることができる

と考えている人もいます。実際に，冬の晴れた日はしば

しば寒いので，寒い日にはしばしばオーロラを見ること

ができます。しかし，あなたは暖かい日にもそれを見る

ことができます。 

 わたしはオーロラを研究する日本人の科学者を知って

います。彼は，いくつかの日本の高校や大学でも学生が

オーロラを研究していると言いました。わたしはあなた

がオーロラについてたくさん研究して，将来あなた自身

の目でそれを見にアラスカを訪れることを望んでいます。 
  【解説】                    

掘問１ 下線部は｢オーロラが太陽からのメッセージであ

る｣という意味である。スミス教授は電子メールの

第１段落でオーロラと太陽の関係について述べて

いるので，この段落の内容と一致するイ｢わたした

ちはオーロラから太陽と地球についてたくさん学

ぶことができる｣を選ぶ。ア｢太陽は，わたしたち

を幸せにする長い夏をわたしたちに与えてくれる｣，

ウ｢オーロラからの美しい粒子は地球に降りてく

る｣，エ｢わたしたちは，地球を暖かくする太陽の
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おかげで生きることができる｣はいずれもスミス教

授のメールに記載がない。 

 問２ (  )内のsoundedに注目すると《sound＋形容

詞》｢～に聞こえる｣とつながると判断でき，ここか

らThat sounded interesting｢それはおもしろそう

に聞こえた｣ができあがる。次にdidn’tの後ろには

動詞の原形を続けるので，didn’t understand ～

｢～がわからなかった｣ができあがる。ここで

understandの目的語(直後)にwhatを使うと，間

接疑問文《疑問詞＋主語＋動詞 …》｢(疑問詞)～な

のか｣を作ることができる。これらを組み合わせて，

｢それはおもしろそうに聞こえましたが，ぼくは彼

が何を言おうとしているかわかりませんでした｣

という文を完成させる。 

 問３ under以降は｢いくつかの状況下ではアラスカで

それを見ることは難しい｣という意味である。よっ

て，これ以降の内容からオーロラが見えづらいも

のを読み取る。この段落の２行目より明るい場合，

３行目より曇っているときが当てはまる。この段

落の３～５行目では寒暖について述べているが，

｢寒い日にはしばしばオーロラを見ることができま

す。しかし，あなたは暖かい日にもそれを見るこ

とができます｣と結論づけているので，寒暖とは無

関係である。よってbrightかcloudyのどちらかを

含むものをすべて選ぶ。 

 問４ ア ｢一輝の学校を訪れた写真家は，一輝にオー

ロラについてのウェブサイトについて話した｣，

一輝の電子メールの第１～２段落を参照。写

真家はウェブサイトについては話しておらず，

一輝が自主的に調べてウェブサイトを見つけ

ている。 

    イ ｢一輝はオーロラの写真や映像を見たあとで

スミス教授に電子メールを送った｣，一輝の

メールの第１～２段落と一致する。 

    ウ ｢スミス教授は，オーロラの粒子がどこから

来ているかまだわからないと言った｣，スミス

教授の電子メールの第１段落参照。太陽から

地球に来ていると書いている。 

    エ ｢一輝とスミス教授は，オーロラの光がどこ

から来ているかについての考えが違っていた｣，

一輝は電子メールの第３段落で星の光から来

ていると思っていたことを書いているが，ス

ミス教授は電子メールの第１段落で太陽から

の粒子によるものだと述べている。よって本

文と一致する。 

    オ ｢スミス教授は，オーロラが一輝の国のいく

つかの学校でも研究されていると言った｣，ス

ミス教授の電子メールの最終段落と一致する。 

 問５ 空欄を含む１文は｢ぼくはそれら(オーロラと電

光掲示板)の両方とも   光を持っているが，

それらは点滅することによってものを動かしてい

るように見えるのだと学びました｣という意味であ

る。オーロラと電光掲示板については，スミス教

授の電子メールの第２段落で述べられている。こ

こではオーロラと電光掲示板の光が，①ただ点滅

するだけであること，②動いているように見える

こと，③実際には動いていないことが書かれてい

る。この内容に合うように，空欄に関係代名詞を

用いて｢動かない｣という内容を補充する。先行詞

lightsが複数なので，doesn’tではなくdon’tを使う

ことに注意。 

窟 文化・風物は，｢だれが(に，と)｣｢いつ｣｢どこで｣｢何

を(使う，する)｣｢どのように｣を意識すると説明しやす

くなる。たとえば折り紙であれば｢紙を使う｣｢鳥や動物

や花を作ることができる｣，お正月であれば｢１月１日｣

｢(おせち料理や雑煮などの)特別な料理を食べる｣，ひ

な祭りであれば｢３月３日｣，｢人形を置く｣，｢女の子の

お祭りである｣，花見であれば｢春｣｢桜の木のある公園

で｣｢家族や友だちと飲食する｣等の内容が考えられる。 

  触れる機会をもつように勧める英文は，《Why don’t 

you＋動詞の原形 …?》｢～してはどうですか，～しま

せんか｣で表現することができる。《You should＋動詞

の原形 ….》｢あなたは～するべきだ｣等を使用してもよい。 

  最初からテーマを１つに絞るのではなく，日本語で

よいので書く内容の候補をいくつか挙げて，その中で

最も自信を持って書けるものを選ぶことがポイントと

なる。24語以上と指定されているが，採点基準では，

語数が満たなくとも中間点が与えられているので，書

ける部分だけでも書いておくことが非常に大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《平成28年度公立入試 配点・正答率》 
問題番号 配点 正答率 問題番号 配点 正答率

No.1 1 91.8 (1) 1 54.5

No.2 1 84.0
問１ 

(2) 1 50.4問１

No.3 1 52.1 問２ 1  7.4

No.1 2 82.4

掘 

問３ 2 19.0

No.2 2 60.0 (1) 2 80.8問２

No.3 2 65.6
問１ 

(2) 2 68.2

No.1 2 67.9

州 

窟 

問２ 3 18.6

No.2 2 62.9 問１ 2 32.0

宗

問３

No.3 2 59.9 問２ 2 65.8

(1) 1 83.7 問３ ４ 40.1
問１

(2) 1 77.4 (1) 2 37.4

(1) 1 79.9

修 

問４ 
(2) 3 28.6

問２
(2) 1 64.1      

(1) 2 74.8 問１ 3 57.5

(2) 2 63.1 問２ 2 27.6

(3) 2 80.0 問３ 2  2.0
問３

(4) 2 48.5 問４ 4 24.8

(1) 2 91.7

掘 

問５ 3  4.3

(2) 2 71.9

修

裁

量

問

題 
窟 6  5.0

(3) 2 60.4      

就

問４

(4) 2 71.3      

        

  標準問題合格者平均点 33.8 点 

  学校裁量問題合格者平均点 38.2 点 
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