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問題４は＜１＞, ＜２＞のどちらか１問を選択して解答すること。 

答だけではなく，考え方，途中の式変形なども丁寧に記述すること。答が間違っていても，途中

式や考え方があっていれば，部分点を与える。答だけしか記述していない場合は，減点すること

もある。 
 
 

問題１ 

［１］次の式を因数分解せよ。 

x 2＋2xy＋2x＋6y－3 

 

［２］下の表は，6 人の生徒 A, B, C, D, E, F の計算テストを行ったときの得点の結果である。こ

のとき，6 人の平均点，標準偏差を求めよ。 

 

 A B C D E F 

得点 8 2 7 4 4 5 

 

［３］
57

1


x , 
57

1


y のとき，次の式の値を求めよ。 

 

（1）x＋y  （2）xy  （3）x 2＋y 2 

 

［４］は鋭角とする。tanθ=3 のとき，cosθ，sinθの値を求めよ。 
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問題２ 

［１］幅 12cm の銅板を，断面が下の図の形になるように折り曲げて雨どいを作る。雨どいの高

さを xcm，幅を ycm とするとき，断面積を最大にするには，x，y の値をそれぞれいくら

にすればよいか。また，そのときの断面積を求めよ。 

 

 

 

 

 

 

［２］軸が直線 x =－1 で，2 点（2, 6）,（－2, －2）を通る放物線をグラフにもつ 2 次関数を求めよ。 

 
  

ycm 

xcm xcm 
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問題３  

下の図のような円に内接する四角形 ABCD において，AB=2，BC=2，CD=3，DA=1 である。

∠ABC=θとするとき，次の問いに答えよ。 

 

［１］△ABC に着目して，AC２を cosθを用いて表せ。 

 

［２］∠ABC＋∠CDA=180°であることを利用して，cosθの値と AC の長さを求めよ。 

 

［３］四角形 ABCD の外接円の半径 R を求めよ。 

 

  

A 

B

C
D 3

1 

2

2
θ
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問題４ 

＜１＞または＜２＞のいずれか１問を選択して解答せよ。 

 

＜１＞ 

赤球 3 個，白球 3 個の入った袋から球を 1 個取り出し，色を調べてからもとに戻す。この試行を

5 回続けて行うとき，次の確率を求めよ。 

 

［１］赤球が 4 回以上出る確率 

 

［２］5 回目に 4 度目の赤球が出る確率 

 

＜２＞ 

a, b は整数とする。a を 6 で割ると 5 余り，b を 6 で割ると 2 余る。次の数を 6 で割ったときの

余りを求めよ。 

 

［１］a+b 

 

［２］ab 
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問題１ 次の文章を読み、以下の設問（A～F）に答えなさい。 
 

Wheelchair with revolutionary design offers a ride like no other 
 

Tmsuk Co. President 
Yoichi Takamoto sits in a 

Rodem at the Tmsuk 
Kyoto Robotics Lab in 

Kyoto on Feb. 12. 
(Seiji Tanaka) 

                    

KYOTO--Comparisons to horse 
or piggy-back riding are apt, 
but the real aim of the 
“Rodem” wheelchair is to 
provide mobility while “feeling 
more positive in your life.” 

The brainchild of robot products maker Tmsuk Co. (pronounced “Temzak”), the device can be 
easily mounted from the rear and features an adjustable seat. It can also be summoned with a 
smartphone. 

The groundbreaking product, for which Tmsuk has obtained patents in a host of countries, has 
overturned the conventional notion of a wheelchair. 

A proposal was made at an in-house meeting to call the unique product the “Rodeo” owing to its 
association with riding a horse, but ultimately it was decided to replace the last letter with “m” 
for “mobility.” 

Others, however, have a different theory. They attribute the name to the main character’s 
companion, Rodem, in the old anime “Babel II” from the 1970s. Rodem has the ability to 
physically  (1) transform and sometimes carries the main character on its back. 

A Tmsuk employee is said to have been humming or singing the song to himself around the time 
the company had just started developing the product. 

Whatever the origin, Tmsuk President Yoichi Takamoto hopes the Rodem will be used not only 
by those who have difficulty walking, but also by others as a next-generation means of 
transportation. 

(2) “You lean forward when you are on a Rodem, which makes you feel more 
positive in your life,” he said at the company’s Kyoto Robotics Lab in the ancient capital. 

Tmsuk worked with NTT Docomo Inc. and other companies to conduct trial runs in March in 
Tokyo’s Marunouchi district, where tourists were invited to ride on a Rodem mounted with a 
device for providing tourist information on surrounding areas. 

英語試験問題
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Tmsuk is currently working on the development of maps that will allow the Rodem to be used as 
an autonomous vehicle. 

While maps have been developed for use by self-driving cars, which are being tested around the 
world, few are available for sidewalks and building interiors, which would likely be the main 
sites of the device’s use. 

Even a small step can present an obstacle, so the company is collecting vast amounts of data on 
the locations and types of existing steps. 

Akifumi Inoue, 29, an engineer with Tmsuk, said he mounted the Rodem’s front wheels with 
cushioning to improve rider comfort when the vehicle passes over a step. 

The company plans to update the Rodem’s self-driving, self-charging, collision avoidance and 
other features in the future. 

“Having always studied programming, I am determined to manufacture a robot that will always 
be a friend,” Inoue said. “I’ll put all my passion into the Rodem.” 

［出典］Wheelchair with revolutionary design offers a ride like no other, The Asahi Shimbun, 
June 8, 2019 承諾番号 20-1528 朝日新聞社に無断で転載することを禁じる 

［写真］朝日新聞社提供 
 

【語註】 
piggy-back：背中に背負うこと 
apt：適切な、ふさわしい 
mobility：the ability to move or be moved freely and easily 
brainchild: 独創的な考え、発案物 
rear：the back part of something 
mount：climb or move up onto 
adjust：調整する 
summon：呼び出す 
groundbreaking：革新的な、画期的な 
patent：特許（権） 
overturn：ひっくり返す 
conventional：traditional 
notion：概念 
replace：置き換える 
attribute：～に帰する、～をゆえんとする 
Babel II：『バビル２世』：1970 年代のアニメ作品の名前 
Transportation：輸送、運送 
lean forward：前かがみになる、前傾になる 
autonomous：自立した、自律性の 
obstacle：障害物、妨害物 
vast：膨大な、広大な 
collision：衝突 
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Ａ 文章中の語彙 (1) transform の意味の説明として近いものを下記の番号から１つ選びなさい。 
① form a different part 
② replace the form with another one 
③ make a change in form 
④ make the form consists of a lot of parts  

 
Ｂ 新型車椅子 Rodem に現段階でできないことを下記の番号から 1 つ選びなさい。 

① 携帯電話で呼び出せること。 
② 後ろから乗ることができること。 
③ 自動運転をすること。 
④ シートを調節できること。 

 
Ｃ Rodem の形状や特徴を簡潔に説明しなさい。 
 
Ｄ Read the underlined part (2) “You lean forward when you are on a Rodem, which 

makes you feel more positive in your life,” and explain what the writer means ‘in 
Japanese’ 

 
Ｅ Rodem はどのような人たちや対象に使用されるようになると述べられていますか。 

２つ書きなさい。 
 
Ｆ 本文を読み、あなたならどのような車椅子を開発したいですか。 自分が考える車椅子につ

いて 
（１）デザイン案を描き、考えた車椅子の（２）形状（寸法や形状等）（３）目的（４）機能

（５）今後の車椅子の在り方、を「日本語」で説明してください。特に、これまで存在す
る車椅子とどのように異なり、どのような点で優れており役に立つものなのか、という視
点から述べなさい。 
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問題２ For question G, choose the appropriate answer  from ① - ④ below.     
 
G A：“Why don’t you sit and have some coffee in the afternoon?”            

B：“ (                         )” 
 

① I’m sorry, I have a meeting in the evening. 
② Because I’m busy in the evening. 
③ I’d like to go to another coffee shop. 
④ Tom can’t join us. 

 
問題 3 For questions H and I, put the appropriate word in the space (      ) to give the two 

sentences nearly the same meaning.  
 
Ｈ The baseball game was postponed because it rained heavily. 

The baseball game was postponed (         )(        ) heavy rain. 
 
Ｉ Jason woke up early so that he can catch the train for Osaka. 

Jason woke up early (         )(        ) (         ) catch the train for Osaka.  
 
問題４ 次の J、K、L 各英文の空欄には、a), b), c) に共通の英語表現が１語入ります。例を参考

にして、それぞれの組に共通する適切な英語表現を書きなさい。  
例： a) I have to finish my homework (   ＊   ) next Monday. 

b) The girl (   ＊   ) the window is my sister. 
解答： ＊ = by 

 
Ｊ a) Matt and Kathy fell in love (   J   ) each other.  

b) Takeshi is busy (   J   ) his work every day. 
c) The taxi driver didn’t seem to be familiar (   J   ) the main streets in the city. 

 
Ｋ a) Tokyo and Paris are beautiful cities and have a lot (   K   ) common.           

b) The girl seemed to be interested (   K   ) architecture. 
c) You must study hard and submit the assignment (   K   ) five days. 

 
Ｌ a) Researchers from foreign countries consist (   L   ) the project team.     

b) The beautiful picture reminds me (   L   ) the wonderful days in Hawaii. 
c) I am writing to inform you (   L   ) our price change. 
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問題５ 次の M、N の日本語の文章に合うように［      ］内の英語表現を正しい順番に並べか
えて英文を完成させなさい。  文章の最初は大文字にすること。 

 
Ｍ その電池を充電するのに 2 時間かかる。 

[ to / two / takes / hours / charge / It / the battery / me ].   
 
Ｎ 私たちが京都で初めて会った日を覚えていますか。 

[ met / do / for / remember / we / you / when / first / the / Kyoto / the day / in / time ]?  
 
問題６ 日本語の意味になるよう、括弧内の英語表現のうち適切なものを１つ選びなさい。 
 
Ｏ The white big cloud is ( above / on / upside ) your head.  

（白い大きな雲はあなたの頭上にあります。） 
Ｐ Turn left ( on / in / at ) the second intersection. 

（2 番目の交差点を左に曲がってください。） 
Ｑ Risa didn’t enjoy ( to drive / driving / drove ) very much last weekend. 

（リサは先週末ドライブを楽しめなかった。） 
Ｒ If you had asked her Tom’s cell phone number, you ( could call / can call / could have called ) him. 

（もし彼女にトムの電話番号を聞いていたなら、電話をかけることができたのに。） 
Ｓ The restaurant will remain ( closing / closed / to be closed ) until the end of March. 

（そのレストランは、3 月末まで閉まっている。） 
Ｔ It snowed heavily in Tokyo ( of / from /with ) time to time yesterday. 

（昨日、東京では時々雪が激しく降った。）  
Ｕ Don’t forget to ( take off / put off / get off ) your shoes when you enter this room. 

（この部屋に入るときには、忘れずに靴を脱いでください。）  
Ｖ Can you show me some beautiful pictures ( took / taken / be taken ) during the trip to 

Okinawa? 
（沖縄を旅行中に撮った美しい写真を何枚か見せてもらえませんか。） 

Ｗ My mother is very good at ( to play / play / playing ) chess. 
（私の母は、チェスが得意だ。） 

 
問題７ 日本語の意味になるよう次の文中の空欄に適語を入れなさい。  
 
Ｘ The company used aluminum (           )(          ) titanium to make the frame.   

その会社は、フレームを作るのにチタンではなくアルミを使った。 
 
Ｙ You need (         )(        ) one million yen to develop the device.  

あなたは、その装置を開発するのに少なくとも百万円必要です。 
 
Ｚ Yuko (       ) an important (       ) in building a good relationship between the US 

and Japan. 
ユウコは、日米の良い関係を築く上で重要な役割を果たしている。 
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次の文章を読み、設問に答えよ。 
 
 紀伊半島南西にある和歌山県田辺湾は海洋生物の（い）ホウコだ。温帯性の生き物に加えて、黒
潮が亜熱帯さらには熱帯の生物を運んでくる。この湾口の南端に緑に包まれた小高い番所山公園
があり、その麓に京都大学の臨海実験所がある。分類学者の久保田信はここで二二年間毎日、海
辺を歩いて漂着生物などを調べ、クラゲ、それも不老不死のクラゲの研究に熱中している。 
 不老不死クラゲの名前はベニクラゲ。体長わずか数ミリメートル、半透明の白い身体で、傘の
中心部が紅色に染まっていることからこの名が付いた。多細胞生物の中で現在、不老不死が確認
されているのはベニクラゲとヤワラクラゲで、（Ⅰ）後者の不老不死性は久保田が発見した。 
 久保田の生活はベニクラゲとともにある。朝、海を望む研究室に着くと、ベニクラゲや、クラ
ゲに成長する前のポリプを育てているシャーレを（イ）恒温器から取り出し、顕微鏡で健康状態を
観察する。現在、シャーレの中で暮らしているベニクラゲは福島と、臨海実験所近く、沖縄、イ
タリアとイスラエルで（ロ）採集された四種類。彼らが元気であることを確認すると、けし粒より
小さな甲殻類の孵化したばかりの幼生をエサとして与える。一ミリメートルにも満たない小さな
個体には、顕微鏡で見ながらエサとなる幼生を針でちぎって与える。（Ⅱ）水の取り替えもきめ細
かく行う。 
 一年三六五日そうした作業を続ける。海外出張の際も保冷したシャーレを機内に持ち込み、ホ
テルで作業をする。ベニクラゲたちは南アフリカや中国、イタリアなど、久保田とともに世界を
旅行している。 
 クラゲは海中をフワフワ漂う傘のような姿形の生き物の（ろ）ソウショウで、物を捕らえる毒針
（刺胞）を必ず持つ。サイズは体長一ミリメートルから四〇メートルまで様々。光を放つもの、

（ハ）網膜やレンズを備えた人間のような目を持つものなどもいる。クラゲには雄雌があって、有
性生殖を行い、卵がかえって誕生したプラヌラ幼生は海底に付着してポリプになる。ポリプは植
物のような姿形で、根を生やし、茎が伸びて芽を出し、実のようなものをいくつも付ける。これ
がクラゲの赤ちゃんで、海中に分離されると、一人前のクラゲへと育っていく。年を取ったクラ
ゲは死に、溶けて海に還る。 
  （１）  ベニクラゲはそうはならない。ベニクラゲは成熟して約二カ月ほど時が過ぎたり、
傷を負ったりすると浅瀬の海底に沈み、おなじみのクラゲの姿から、単なる細胞の（ニ）塊へと変
化する。この塊からポリプの根が生え始め、茎が伸びて、たくさんの赤ちゃんクラゲを生み出す。
わずか三日程度で、この若返りの初期過程が完了する。生殖や摂食を担う口柄（クラゲの傘の中
心から垂れ下がっている部分）は若返らず、それ以外の部分が若返りを担う。「ベニクラゲは種
として誕生して以来、数億年もの間、遺伝的に同じ個体が生き続けているのかもしれない」。 
 二〇一二年、ノーベル賞を受賞した京都大学の山中伸弥は、（は）ヒフや臓器などへと分化した
細胞（体細胞）に、四つの遺伝子を入れて働かせることで、生物の胚の細胞のように、どんな種
類の細胞にもなり得る万能性を持つ iPS 細胞を作り出した。生命の誕生から死へと至る時の流れ
を逆転させるプロセスを細胞レベルで行ったことになる。 

国語試験問題
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 一方、ベニクラゲでは、そうした若返りが個体レベルで自然に起きている。自ら iPS 細胞を生
み出していると言えるかもしれない。老化や身体の損傷が引き金となって、ある種の遺伝子群が
働き始め、（Ⅲ）若返りプログラムがスタートするとみられるが、詳しいことはわかっていない。
「ベニクラゲの不老不死の仕組みを解き明かせば、人類も不老不死を獲得できるかもしれない」。 
 ベニクラゲの不老不死性を世界で初めてイタリア・レッチェ大学のボエロ（Ferdinando Boero）
らが詳細に報告したのが一九九六年。久保田は一九九九年九月から二〇〇〇年三月にかけてイタ
リアで在外研究をしている間、ボエロの研究室を何度も訪れ、自身でイタリア産ベニクラゲを飼
育して、その若返りの模様を目の当たりにした。そしてベニクラゲの虜になった。 
 ベニクラゲ類は日本近海にもたくさんいる。日本産のものも不老不死を獲得しているのではな
いか？久保田は帰国後、各地でプランクトンネットを引き、ベニクラゲを捕らえては若返るかど
うか調べた。臨海実験所近くの和歌山県白浜産や瀬戸内海産のものは、みんな死んでしまった。
ところが鹿児島湾で二〇〇〇年九月に採集した未成熟のベニクラゲを飼育したところ、若返りが
確認できた。 
  （２）  二〇〇二年、鹿児島県種子島で採集したベニクラゲを飼育して二回若返らせるこ
とに成功した。ベニクラゲは不老不死ではあるが、非常にデリケートな生物だ。適度な海水温で
なければ若返りは起きないし、水が汚れていてもだめだ。同じ環境条件でも若返るものと、若返
らないものがいる。ボエロらの研究グループは海から採集したクラゲの個体を一回は若返らせる
ことはできていたが、それを飼育し、二回目の若返りを起こすことは世界のどの研究者も成し遂
げていなかった。 
 その後、同一個体での若返り回数の世界記録は久保田の手によって更新され続け、二〇一一年
春には一〇回まで伸びた。ベニクラゲの不死性の実証は久保田によるところが大きい。記録
が一〇回で止まったのは久保田が（ホ）病に倒れたためだ。九死に一生を得る病だったが、素早い

（に）ショチが奏功、容態が安定すると病院を抜け出し、研究室に通ってベニクラゲの世話をした。
しかし、さすがにいつも通りの手厚い飼育はできす、ベニクラゲは若返ることなく（Ⅳ）溶け
ていった。「彼らが私の身代わりになってくれたのだと思っている」。 
 現在、ベニクラゲを継続して育てているのは久保田だけ。久保田のもとには世界各地の研究者
や水族館からベニクラゲの提供要請が来る。それに応えて大切に育てた（Ⅴ）“我が子”を送り出
す。二〇一二年冬、ニューヨーク・タイムズが久保田の特集記事を載せて以来、その数が急増し
たが、若返りに成功し続けたという連絡は受けたことがない。 
 また、久保田は全国を回ってクラゲを採集しているが、二〇〇四年、沖縄で採集したヤワラク
ラゲでも若返りを確認、これが世界で二つめの不老不死生物の発見となった。ヤワラクラゲも体
長一センチメートルほどの小さなクラゲで、観察した個体は二週間ほどで若返りを完了した（た
だし二回目の若返りまでは飼育を続行していない）。「ベニクラゲと（ほ）ヒカク研究することで、
若返りの仕組みを解明する新たな手がかりが得られるだろう」。 
 久保田がこの道に進むきっかけは大学入学祝いに祖父から贈られた岩波生物学事典だ。高校時
代、勉強はあまりせず、SF 小説ざんまいの日々だったが、この辞典を手にすると、すべてのペ
ージを読んだ。最も（へ）カンメイを受けたのが進化の系統樹だった。人間や鳥などは枝分かれし
た先の方、いわば樹木の端にあるのに対し、根幹に置かれていたのがクラゲやサンゴ、海綿など。
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彼らを深く研究すれば生命の起源の謎に迫れるのではないかと考えた。 
 卒業論文はもちろんクラゲだったが、「最初の頃は海に行っても、まったくポリプが見つから
なかった。これでは卒論ができないと泣きたくなった」。半年近く海に通い続けたある日、ポリ
プが初めて見えた。そして一度見え始めると「こんなにいるものなのかと思うほどいた」。クラ
ゲ研究者としての文字通りの“開眼”だった。 
 大学院に進むと、（ト）気鋭の系統分類学者だった伊藤立則（故人）と激しく議論する中で「生物
学における分類学の重要性と、分類することの厳しさを知った。一つの個体で生物集団を代表さ
せるとはどういうことか、新種を記載するとはどういうことか、深く考え学んだ」。分類学者と
しての開眼だった。クラゲ研究者としても（と）トウカクを現した。修士課程で四－五本の論文を
書き、それが認められて海外の国際会議での招待講演では「世界一、クラゲの飼育がうまい男」
として紹介された。 
 大学院時代の後半、久保田が熱中したのはベニクラゲとは正反対、超短命の「カイヤドリヒド
ラクラゲ」だった。カイヤドリ（貝宿り）という名前の通り、ポリプの段階ではムラサキイガイ
などの二枚貝の内部、貝の軟体部分にくっついて「のほほんと暮らしている」。そしてある日の
夕暮れ、一斉にクラゲとなって旅立つが、エサも採らず生殖を行うとすぐに死んでしまう。 
 久保田はクラゲ飼育の腕前を生かし、カイヤドリヒドラ類の各グループのポリプとクラゲの形
態を詳しく観察、系統関係を明らかにしていった。成果をまとめた博士論文の内容は、久保田の
恩師、山田真弓が、この分野（ヒドロポリプ）の研究者として知られる昭和天皇にご進講し、天
皇は研究の進展にたいそう喜ばれたという。 
 カゲロウのように超短命のカイヤドリヒドラクラゲ、不老不死のべニクラケをはじめ様々なク
ラゲを見つめてきた久保田は「生命にはいろいろな生き様がある。一生懸命、いろいろな環境の
中で、それぞれバランスを取って生きている。そう考えれば、人間は今、好きなように生きては
いられない」と話す。 
 そうした思いを多くの人に伝えようと久保田はたくさんの歌を作り、機会を得ては人前で

（ち）ヒロウする。ほぼ毎晩、地元のカラオケでも熱唱する。代表作に『生命（いのち）の星』『ス
カーレットメデューサ』『地球の住民動物篇』などがある。「もともと家族みんなが歌好きで、カ
ラオケなどない小さな頃、ごちそうを食べながら、順番に一人ずつ歌って楽しんでいた」。 
 研究室を訪ねた時のこと。ベニクラゲのポリプに（チ）餌をあげようと顕微鏡を覗き込んだ久保
田は大きな声を上げた。今までにないポリプの状態が観察されたという。一〇年以上飼育しても
ベニクラゲの生態にはわからない部分がある。世界各地に分布する種どうしの関係の解明もこれ
から。カイヤドリヒドラについては宿主である二枚貝とのつながりもまだよくわかっていない。
クラゲを通して生命の神秘を探り始めて約四〇年、「やるべきことはまだ無限にあります」。 
 
 

［出典］久保田 信「不老不死のクラゲを育てる『フロントランナー 挑戦する科学者』所収」 

― 12 ―― 33 ―



問題 1 （い）（ろ）（は）（に）（ほ）（へ）（と）（ち）を漢字に直しなさい。 
 
問題 2 （イ）（ロ）（ハ）（ニ）（ホ）（ト）（チ）の漢字の読みを書きなさい。 
 
問題 3  （１）   （２）  に入る，適切な語を以下から選び書きなさい。ただし， （１）  

 （２）  は同じ語ではなく，それぞれ異なる語が入る。 

つまり  さて  それとも  さらに  ところが  なぜなら 
 
問題 4 下線部（Ⅰ）「後者」が何を指しているか本文中の言葉を用いて答えなさい。 
 
問題 5 下線部（Ⅱ）「水の取り替えもきめ細かく行う」が必要な理由を、本文中の言葉を用いて

答えなさい。 
 
問題 6 下線部（Ⅲ）「若返りプログラム」の具体的な過程を本文中の言葉を用いて 80 字以内（句

読点や符号も数字に数える）で答えなさい。 
 
問題 7 下線部（Ⅳ）「溶けていった」とありますが、これはベニクラゲがどのような状態

になったことを意味するか、本文中の漢字一文字で答えなさい。 
 
問題 8 下線部（Ⅴ）「“我が子”」が何を指しているか本文中の言葉を用いて五文字で答えなさい。 
 
問題 9 本文中で、「不老不死」と正反対の意味で用いている漢字三文字の表現を抜き出しなさい。 
 
問題 10 次の事柄が起きた順番で正しいものを解答群より選び、アルファベット記号で答えな

さい。 
【事柄】 

    ①久保田が鹿児島湾で採集したベニクラゲにより若返りを確認した年 
    ②久保田による若返り回数の世界記録が一〇回にまで更新した年 
    ③久保田が沖縄で採集したヤワラクラゲでの若返りを確認した年 
    ④山中伸弥がノーベル賞を受賞した年 
    ⑤ボエロらがベニクラゲの不老不死性を世界で初めて詳細に報告した年 

【解答群】 
    a. ⑤→①→②→③→④ 
    b. ④→⑤→①→②→③ 
    c. ⑤→①→②→④→③ 
    d. ④→⑤→①→③→② 
    e. ⑤→①→③→②→④  
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