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く義肢装具学科＞ 入学試験問題

（注意）

学力 試 験

（国語・英語・数学）

100点

90分

1 試験官の指示があるまで，問題用紙及び解答用紙に触れないでください。

2 国語の問題は1頁~9頁，英語の問題は11頁~14頁，数学の問題は16頁に印刷され

ています。

3 解答用紙に氏名，受験番号及び受験科目名を記入してください。

4 英語と国語の問題では，次のように解答してください。

例 〔l〕埼玉県の県庁所在地として正しいものを 1つ選び，記号で答えなさい。［エコ

の前橋市 ＠甲府市 ＠さいたま市 R 横浜市 ＠千葉市

この〔 l〕の正答は「③さいたま市」ですから，解答用紙の解答番号 1の横に並ん

でいるマーク欄の中の「＠」を，鉛筆またはシャープペンシルで「●」のように塗

リつぶしてください。

5 数学の問題では，解答欄に当てはまる数字をそのままマークしてください。 2桁の数の

ときは 2箇所それぞれに 1つずつマークします。分数形で解答する場合，それ以上約

分できない形（既約分数）で答えてください。根号を含む形で解答する場合，根号の

中に現れる自然数が最小となる形で答えてください。

6 机の上に鉛筆，シャープペンシル，消しゴム，時計（辞書・計算・通僧機能のついて

いないものに限る），受験票以外は置かないでください。

7 受験票は番号札の手前に置いてください。

8 マスクを着用している者は，試験官が本人を確認する間，マスクを外してください。

9 ハンカチ，ティッシュペーパーを使用する者は，静かに挙手をして，試験官の指示に

従ってください。

10 試験中に気分が悪くなったリ， トイレヘ行きたくなった者は，静かに挙手をして，試

験官の指示に従ってください。

11 試験問題に関する質問は一切受け付けません。

12 途中で退出する者は，解答用紙を机の上に置き，静かに挙手をして，試験官の指示に

従って退出してください。ただし，試験開始後30分間及び試験終了前10分間の退出

は認められません。

13 試験終了後，試験問題は持ち帰って結構です。





［第1問】次の文章を読んで＇後の問に答えなさい。（配点 25点）「了□]~[亘ご］
紺人の父訊簑で人が，籟噂と呼ばれる，土手に桜とつつじを植えた鶴ヶ岡八幡宮への参

道から，少し横道にそれたところに居を構えたのは，昭和初年のことだった。

その家はスレート＊葺きの屋根が高い家だった。和室でも晨神＊から天井までがニメート

ルもあるので，四畳半のような狭い部屋に坐ると，まるで細長い四角な壺の底に落ち込ん

だような感じがした。外観は典型的な大正期の洋館造りだったが，家の中央に三十畳藪の

洋間が一つあるだけで，他はすべて和室だった。扉と窓の造りから見て，明らかに洋風の

部屋も数室あったが，和風を好む秀人はこれを改造して畳を入れさせた。
みづ"±..Vと

絹問屋を営んでいた純人の祖父水月膝人が，この家を秀人に買い与え，秀人は妻と生れ

たばかりの長男の蒻人を連れて，田舎からここに移リ住んだ。鎌倉を保養の地として選ん

だのだった。ひとつには，秀人自身，学生時代に結核を病んでやむを得ず中退し，いまだ

に半「亙］生活者の身であったためであり，同時に，長男の義人も生れつき病弱であった

からである。義人は生れた時，産声も上げず息もしないので，産科の医者が足をつかんで

逆さにつるし，尻をぱんぱんと叩いたらようやく息を吹き返したのだ，と秀人は酔って機

嫌のよい時に，義人と純人を話相手にして，昔の想い出話に興じていったことがあった。

秀人は，短歌の師にこの家を面紐芯槍と名づけてもらい，秀人のいわゆる籠閃のようにみ

ごとな字を書く裟刻薇にそれを彫らせた篇籟＊を，玄関の式台＊の上に掲げた。秀人は帥心

居でもっぱら勉学にいそしんだ。秀人の師が，歌人たるものは歌のみに（ア）肱盪していたの

ではだめだ，学芸百般の素養がなければすぐれた歌は作れぬ，と教えたからである。

水月秀人は，その当時，療養生活を送りつつ，体の許すかぎリ東京日本橋で藤人が経営

する，主として絹物を扱う織物問屋に出勤して家業にも精を出し，疲労すると家に引き龍っ

て，「一万ページ読書計画」をたて，洋の東西を問わず，あらゆる書籍を手当り次第一万ペ

ージに達するまで読破することを実行した。このため，秀人の師が，水月の家へ行くと，

手洗へ行くのに，本のトンネルの中を通らなければならぬ，と冗談にいったほどの書物が

たまった。手洗へ行く廊下の，利用できる壁面にはすぺて書架が並び，家中の部屋に書物

がうず高く積まれた。

純人は，義人より三年のちに，生れた。義人より少し程度がよいだけで，同じように虚

弱な体質だった。

環境のせいか，義人と純人も幼少時から読書を好んだ。特に義人は病気がちなため，読

書に熱中し，早熟であったせいか児童向けの読み物は小学校の低学年時代に切り上げ，父

の蔵書を片端から読むようになった。義人の特技は，高校を卒業する頃にはすでに，家中

のおびただしい書籍のうちどの本はどの書架にあり，どんなことが書いてあるのか，すべ

てそらんじてしまったことである。義人はまた，幼い頃から絵を描く（イ）云稟にめぐまれ．

学校の絵画展はおろか，市，県などの絵のコンクールで，特賞，金賞をとり続けた。とリ

わけ，小学校三年の頃和紙に墨と日本画の顔料を使って描いた武者絵巻一巻を秀人のとこ

ー
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＊注釈 スレート：粘板岩または人造の薄板。

長押：日本建築で見られる，柱と柱を水平方向につなぐ飾り板。

扁額：門戸や室内などにかける細長い額。

式台：玄関先に設けた 1段低い板敷き。客の送迎で礼をする場所。

問 l 下線部（ア）～（オ）の漢字の読みとして最も適切なものをそれぞれCD~Rから

1つ選び，記号で答えなさい。

（ア）［ニ

（イ）口こ］

（ウ）亡戸］

（エ）［

（オ）口[]

① チンジャク

① テンピン

CDセンピョウ

のタズ

CDゴウケッ

② チンデキ

② テンリン

② センリチ

② ユダ

② コウケッ

③ タンジャク

③ テンカイ

③ センリッ

③ カサ

③ ドウケッ

④ タンデキ

④ テンビン

＠センフ

＠オモ

＠ゴウキ

問2 文中［~～亡亙口の空襴に入る言葉として，それぞれ最も適切なものをCD~@か
ら1つ選び，記号で答えなさい。

工
工

C
D
C
D
④

CD
④
 

問3

CD
②
 
③

①

⑤

 

静養

悩んだ

虜になった

茫然として

我慢して

② 養

②

⑤

②

⑤

療 ③ 永住

はまった

とりつかれた

単座して

凝視して

＠ 保養

③ 夢中になった

③ 端坐して

本文下線部①の「力強い父の手の頼もしさが純人の腹にじんとこたえるのだった」

という描写について，わかりやすく説明しているのはどれか。最も適切なものをCD~

⑤から 1つ選び，記号で答えなさい。［互二l

父の腕力の強さに驚博した。

父の頼もしさに対して自分のふがいなさが情けなく感じた。

父の謄と力強さのギャップが面白かった。

父の頼もしさを実感した。

父の力に応えようと力が入リすぎ腹に痛みを感じた。

⑤ 養育
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ろへ遊びに来た日本画の老大家が認め，このお子さんは将来必ず一人前の絵描きになると

予言して，秀人をひどく喜ばせた。秀人も，若い頃の一時期，絵描きになりたいという熱

病のような欲望に0:コことがあったからである。

純人がもの心のつく頃になると，秀人の健康も篠筏し，家にいれば和服姿で机の前に

|書に籠)'それでも義人や純人がまつわりつくと，いつも機嫌よく，座敷の中を

馬になって背に幼な児をのせて遊んだりした。春と秋には，妻と義人，純人を連れて鎌倉

の周囲の山を歩き，海沿いの道を逗子まで歩いたり，江ノ島への道をたどったりした。夏

には，二人の男の子を連れて海岸へ行き，泳ぎを教えた。父の巨腹の笑った眼のような藤を

見ながら，手をひかれてばた足の練習をしていると，①カ強い父の手の頼もしさ力涼い、の腹

にじんとこたえるのだった。

土曜日の午後になると，秀人は妻と二人の子を連れて，横須賀線で三十分かかる横浜へ

よく遊びに出た。外国映画の見物と舶来品を軒ごとに並べた元町での買物，南京町での中

華料理の食事というコースが多かったように思う。その当時の横浜は，幼い純人にとって

は驚異の町で，伊勢佐木町の繁華街を歩いている赤毛の異国人に会うたびに，純人は恐怖

と好奇のないまぜられた心の（ウ）監墨を感じたものだった。後年純人は，②異国情緒という心

のふるえは，たぶん，あの感懐をいうのだろう，と思い当ったことがある。

そして時に，義人と純人の兄弟の世話を女中の手に（エ）至ねて，秀人は妻のみをともなっ

て外出することもあった。置いてけぼりをくった二人は座敷で，相撲というよりは犬のじ

ゃれあいのような格闘に興じたり，剣玉，ヨーヨーの遊びに夢中になったり，時に，読み

たての三国志の一節を，互いに仇瀦になったり植蔽になったりして，もっともらしいせり

ふをいい合って，淋しさをまぎらした。まだ帰ってこないね，と義人がいうと，純人は何

かもの悲しくなって，無理に水滸伝に出てくる（オ）呈堡のせリふをいって，リきみ返ったリ

した。

純人が母の外出に限りない淋しさを感じたのは，純人の生母が純人を可愛がり過ぎたせ

いもあった。幼い純人は，母の“恨とにぎりの名人”で，母がどこへ行くにも，袂をにぎっ

てつきまとっていたような甘えん坊だった。

しかし，秀人と妻だけの外出には，純人にとっては，淋しいけれどいつも甘美な期待が

あった。父と母はたいてい~塑態で帰宅し，どっさりおみやげを持って帰って来たからで

ある。それは，横浜の異国の街のにおいのするモロゾフのチョコレートであったり，パラ

シュートのうち上がる太い筒の花火などの奇抜なおもちゃであったリした。

戦前の水月秀人の生活は，妻に心をくだき，虚弱な二人のこどもの健康を気づかい，何

とか丈夫に育てたいということに努力を傾け，かたわら学芸の道に励んだ，というふうに

要約してもよいと思う。

出典：吉野壮児著『歌びとの家』新潮社
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［第2問】次の文章を読んで，以下の各問いに答えなさい。（配点25点）

［亘］～［亘］

歴史学は様々なアプローチが存在する学問ですが，私自身は，史料を基に過去の出来事

を筋道立てて説明することで，人間の生き方について深く考える材料も提供したいと考え

ています。江戸，明治時代の地方制度を主に研究していますが，一貫してテーマにしてい

るのは，人々が受けてきた「抑圧」です。

江戸時代の身分制度と言えば「士農工商」という階層的な秩序を思い浮かべる人が多い

と思いますが，私は少し違った形で捉えています。農業を営む「百姓」は「村」という集

団に属し，都市部に住む「町人」は「町」に所属するなど，職業に応じた身分集団を作っ

ていました。身分に応じた仕事をしていれば，生存（ア）ホショウが与えられる構造です。

いわば単純な上下関係というより，一人ひとリが村とか町とかの「袋」に分けて入れら

れているイメージです。その表れとして，領主への年貢は，現在の市町村より小さな規模

の集まリだった村単位で納入されていました。「村請制」と言われる仕組みです。

明治維新を機に，この秩序が大きく変わります。身分制はなくなり，「袋」は破られまし

た。 1873年に始まった地租改正によって，村単位で納めていた年貢は，個人に納入責

任がある税金へと姿を変えました。さらに，政治権力によって新たな境界線が引かれ，職

業とは関係ない新たな町や村などの自治体が生まれました。

市場経済の原理も導入され，自分で何かを生み出したり，商品として売ったリして生計

を立てる必要が出たことで， (a)それまでになかった社会の混乱と抑圧が現れたのです。

江戸後期から明治時代前期に現れた抑圧，言い換えれば「生きづらさ」について，私は

「通俗道徳」という歴史学の用語を使って説明しています。人が貧困に陥るのは，その人

の努力が足りないから，というような考え方です。

身分制と引き換えに競争社会となった明治時代には，「吐っ湊涌根り」という現在の生活保

護制度と似た仕組みが存在しました。大日本帝国憲法の制定よリ 15年前の 1874年に

できた法令です。ただ，「憧」は「あわれみ恵むこと」を意味し，相当な「上から目線」の

法令で，現在の生活保護法と根本的に異なりました。

救済対象は①障害者②70歳以上の高齢者③病人④1 3歳以下の児童—のいずれ

かで，さらに，働くことができず，極めて貧しく，独り身であるという厳しい条件を満た

した人に限って，一定の食費を支給することとしていました。

厳しい運用を問題視した政府は18 9 0年，他救規則に代わる法令として，市町村に貧

困者を助ける義務を負わせる「窮民救助法案」を帝国議会に提出しました。ところが，選

挙で選ばれた議員が集まった衆議院で法案は否決されます。議員の多くが「貧困に陥った

のは，働き．貯蓄するという努力を怠った結果だ」と考えたのです。当人が怠けた結果を

税金で解決するのはおかしい，貧困は自己責任であり社会の責任ではない，との主張でし

た。
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問4 文中下線部②の「異国情緒という心のふるえ」とは，どのような感懐か。最も筆者

の意に近いものを， CD~⑤から 1 つ選び，記号で答えなさい。［~

① 南京町の中華情緒や，繁華街で赤毛の異国人に出会う恐怖や好奇心などのこと

② 外国映画のせつなさ，南京町での甘酸っぱい香り，繁華街での赤毛の異国人たち，

など日本にない日常に驚いたこと

③ 自分が住んでいる鎌倉にはない，横浜港町の景色や人物往来に感動したこと

④ 父母が横浜に出かけた日には，子どもたちにも「甘美な期待」があったこと

⑤ 横浜という町全体に対して，子どもながらに日本的でないものに恐れおののいて

いたこと

問5 文中下線部③の「上機嫌」の「機」と同じような意味で「機」の文字が使われてい

る漢語を，①～⑤から 1つ選び，記号で答えなさい。［亘：

CD 契機

② 機先

③ 機会

＠ 機転

⑤ 機運
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世の中を良くするため，歴史を知ることは不可欠だと思います。歴史には一定のパター

ンが存在するからです。自分自身で解決できないつらさを感じたとき，過去の抑圧の歴史

を知っていれば乗リ越える力になるはずです。

江戸から明治は．後戻りできない大きな変化を遂げた時代でした。私自身は現代政治や

経済の専門家ではありませんが，あの時代に漂っていた漠然とした不安やストレスについ

て考えることが，現代の人が自らを取り巻く社会について考察する補助線になれば幸いで

す。

出典：松沢裕作著「社会の変化 現れる抑圧」『読売新聞』 2020年5月 10日

問 l 下線部（ア）～（オ）の中で用いられる漢字を，それぞれCD~@から 1つずつ選び，

記号で答えなさい。

（ア）仁亘□
（イ）仁亘□
（ウ）［

（エ）亡

（オ）「

CD障

CD詩

CD並

CD緒

CD夫

②証

②此

②塀

②且

②生

③償

③之

③弊

③臨

③節

＠相

④是

④平

＠庶

④扶

⑤礁

⑤世

⑤ 併

⑤処

⑤普

問2 下線部(a)で，明治維新を機に「それまでになかった社会の混乱と抑圧が現れた」要

因として適切なものを，①～⑤から 2つ選び，記号で答えなさい。 ODOD

①

②

③

④

⑤

 

通俗道徳という規範が広まった

身分制と引き換えに競争社会となった

他救規則が制定された

窮民救済法案を帝国議会が否決した

大日本帝国憲法が制定された
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江戸時代まで，社会は「通俗道徳のわな」にはまりきってはいませんでした。社会の基

礎が個人ではなく，集団で成リ立っていたからです。村請制では，村単位で納めていた年

貢は農民が連帯責任を負ったため，足リない分を豊かな人が肩代わりして助け合いました。

しかし，明治になって多くの人が勤勉や倹約を（イ）立とする通俗道徳を信じたことで，弱

者が直面する貧困などの問題は全て当人のせいにされました。勤勉に働いていても病気に

なることもあれば，いくら倹約しても貯蓄するほどの収入が得られないこともあったにも

かかわらずです。通俗道徳を守れば必ず成功するわけではありませんが，守っていた人の

中に成功者も多く，この規範は強い支持を得たのです。

歴史学は社会の動きと無縁ではありません。新型コロナウイルスの世界的大流行を見て

も思います。

明治初期，町村合併によって境界を引き直したことと市場経済を導入したことで，社会

が大きく姿を変えました。境界を引いて成り立つ国家と，境界を飛び越えて商品が飛び交

う市場経済は相反するようにも見えますが，両者が（ウ）ヘイゾンしながら近代以降の社会は

成り立ったと考えています。

近年，グローバル経済の発展により，国と国との境界は実質的に消滅し，国家の力は弱

体化しているとの言説が強まりました。ところが今回，国籍のない無境界的な新型コロナ

ウイルスが猛威を振るい，うろたえた人々からは，「ロックダウン（都市封鎖）」に代表さ

れる強い国家権力の行使を望む声も上がりました。危機に（エ）タイショするには，国家権力

に頼らざるを得ないという考え方です。

争いや災いが繰り返された歴史を踏まえれば，人々の希望の根底には「なるべく平穏無

事に過ごしたい」という思いがあります。近代社会が達成した人権という概念は，それぞ

れの人が望む平穏の形を妨げられることなく生きていく，ということに集約されるのだと

思います。

コロナウイルスが引き金となり，社会は様々な面で大きく変わるでしょう。その時，明

治時代のように，生きづらさで苦しむ人たちを作り出さないか，私たちは目を凝らさなく

てはならないのです。

現在，私は他救規則を巡り， 1880~90年代，老齢で夫や子供のいない一人暮らし

の女性がどんな仕事をして生計を立て， 生活が苦しくなった時にはどのような手続きを経

て公的な（オ）ユ孟旦を受けていたのかを調べています。当時の行政記録を通じたミクロな視

点からのアプローチで，明治の経済成長率をマクロに分析するだけでは分からないもので

す。

この作業を通じ，明治の経済が当時の人々をどのように生かしていたのかを明らかにし

たいと考えています。そして．特に近代において女性やジェンダー（社会的な性差）がど

のように扱われてきたかも浮かび上がらせられると思っています。
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問5 本文の内容として最も適切なものを， CD~@から 1つ選び．記号で答えなさい。

［ 

の 明治時代の「伽救規則」という制度は，現在の生活保護制度と根本的に同一のも

のであった。

② 憔救とはあわれみ恵む意味であったが，名称が良くないという理由から「窮民救

済」に改められた。

③ 明治になって多くの人が信じるようになった「通俗道徳」は，人が貧困に陥るの

はその人の努力が足りないから，という教えである。

① 明治になっても貧困問題はいっそう深刻な問題になリ， しばしば一揆のような社

会混乱が起きた。

⑤ 現代の新型コロナウイルス問題では，「ロックダウン《都市封鎖》」など国家によ

る強い権力の行使が社会的に広く容認されている。

，
 



問3 筆者は現在どのようなことを進めているか。最も適切なものをCD~@から 1つ選び，

記号で答えなさい。［互こ］

① 世の中を良くするために，現代社会の生きづらさについて政治学や経済学の観点

から考察する

② 当時の人々がどのように生きていたかを明らかにするために，明治の経済成長率

をマクロに分析する

③ 他救規則を巡って，行政記録から救済を必要とする当時の女性たちがどんな募ら

しを強いられたかを調べる

④ 近代において高齢者がどのように扱われてきたかという「抑圧の歴史」をいろい

ろな角度から考える

⑤ 社会的弱者が直面する貧困について，江戸から明治にかけてのミクロ経済に焦点

を当てて調べる

問4 本文の内容として最も適切なものを， CD~@から 1つ選び，記号で答えなさい。

□ 
① 江戸時代は単純な上下関係による階層的身分制度が確立しており，武士や農民と

いった身分集団を形成していた。

② 江戸時代の村の百姓は農業従事者であり，「村請制」と呼ばれる百姓集団に全員が

属していた。

③ 明治になって，市場経済が主流になると，百姓一揆のような社会混乱は起きなく

なった。

④ 地租改正法で，現物貢租は金納に改められ，個人が税金の納入の責任を負うよう

になった。

⑤ 地租改正法で，旧来の土地保有権者を土地所有権者に改め，政府は財政的基礎を

固めた。
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［第3問】次の英文を読んで，以下の問いに答えなさい。（配点30点）□互互］～［互こ］
In a break from the long tradition of adopting CA>Westem name order in 

(I〉Romanscript, the government Friday decided to put surnames first when 

writing Japanese names in official documents. 

"In a globalized world, it has become increasingly important to be aware 

of the (2)diversity of languages that humans possess. It's better to follow the 

Japanese tradition when writing Japanese names in the Roman alphabet," 

education minister Masahiko Shibayama said at a news conference. 

Shibayama c3Jproposed the idea and won approval from his fell ow Cabinet 

ministers at a meeting Friday. 

Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga said details still need to be 

worked out but the government will step up preparations for the change. 

The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology will 

decide whether to ask the④ private sector to follow the government's 

decision, according to Suga. 

Critics have wondered whether the change is necessary and whether the 

public will support it. 

cs>Japanese are accustomed to writing their given name first when using 

a foreign language such as English, a practice that began in the 19th to early 

20th centuries due to the growing influence of Western culture. 

When asked if he will request to be referred to as Suga Yoshihide, the top 

government spokesman said he thinks cclhe will. 

Shibayama is not the only member of Prime Minister Shinzo Abe's 

Cabinet to call for an end to reversing the name order. 

Foreign Minister Taro Kono, who studied in the United States, also raised 

the issue, noting that Asian leaders such as Chinese President Xi Jinping and 

South Korean President Moon Jae-in c5Jretain their original name order in 

English. 

On the official English website of the education ministry, Shibayama's 

name is written in the same name order as in Japanese. 

Many other high-ranking Japanese officials, including Kono, continued 

to be listed in the Western order. As of Friday, the Foreign Minist四 website

was using "Taro Kono." 

(KYODO "Let's discuss Japanese names" The Japan Times: September 23, 2019) 

11 

この文章は、著作権上の都合により公開できません



一

（英語の問題は次のページから始まります）
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問 2 Choose the phrase which has almost the same meaning as the 

underlined part (A) among the following four choices. Then, mark your 

answer on the answer sheet. [互互コ

CD to put surnames first 

② Japanese tradition 

③ their given name first 

ctheir original name order 

問3 Choose the sentence which is the most similar to the underlined part (B) 

in meaning among the following four choices. Then, mark your answer on 

the answer sheet. 亡垣コ

① Japanese used to write 

② Japanese are used to write 

③ Japanese used to writing 

RJapanese are used to writing 

問4 Choose the concrete meaning of the underlined part (C) from among the 

following four choices. Then, mark your answer on the answer sheet. 

□ 
CD スガ・ヨシヒデと呼ばれるよう望むこと。

② ヨシヒデ・スガという語順を使うこと。

③ スガ ・ヨシヒデという人について語ること。

④ ヨシヒデ ・スガと呼ぶことを許容すること。
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問 1 Choose the most appropriate meanings of the underlined words or 

phrases (1) to (5) from among respective sets of four choices. Then, mark 

your answers on the answer sheet. Nate that all verbs are written in their 

base forms. 

(1) Roman script□酉コ
CD the writing system based on alphabet 

② a writing about ancient Rome 

③ the period of Roman Empire 

④ a set of fonts in Roman style 

(2) diversity □否工〕
① a particular type 

② a range of diff er~nt things 
③ developing in similar ways 

Ra  large town in deep sea 

(3) proposeこ亘コ
CJ) to intend to achieve something 

② to suggest something and ask people to vote on it 

③ to come up with 

Rto ask somebody to marry 

(4) private sector [こ互コ
① the industries and services that are not owned by the government 

② the area belonging particular person 

③ the part of the economy controlled by the government 

cthe thing that you don't want other people to know 

(5) retain□垣コ
① to stay in the same place 

② to make someone remember something 

③ to keep something 

④ to get back something 
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（数学の問題は次のページから始まります）
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問5 Choose the most appropriate answers to the following questions A to C 

from among respective sets of four choices. Then, mark your answers on 

the answer sheet. 

A According to the text, which of the following is true? 

［ 

CD In 19th century, Japanese used English for the first time. 

② Japanese have practiced to speak English for a century. 

③ The influence of Western culture decreased in 20th century in Japan. 

④ Japanese would write our given name first when they use English. 

B According to the text, which of the following is true? □亘コ
CD Shibayama is not a member of Abe's Cabinet. 

② Kono is for the idea to put surnames first. 

③ Xi Jinping studied in the United States. 

④ Asian Leaders don't use山eirnames in Western order. 

C Which of the following is true? [コ互］

の Allof the official English website use the Japanese order. 

② All of the official English website don't use the Japanese order. 

③ Not all of the official English website use the Japanese order. 

RNone of the official English website use the Japanese order. 
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【第4問】以下の問題に答えなさい。（配点20)CJD~[互二l

問1 x2十x-6<0かつ x2-7x+6>0のとき，ー亡亘コ<xくじ五二である。

問2 (1, 3), (2, 0), (3, -7)の3点を通る 2次関数の式は，

y=―□豆コx吐に豆コx+[三工］である。

問3 平行四辺形 ABCDについて， AB=4,AD=6, 乙B=60°とする。

辺ADの中点を M,辺CDの中点を Nとし，

直線 ANと直線 BMの交点を Pとする。

(1) BM= ✓ ロロロ2]である。

(2) MP : BP = 1 : 仁匝］である。

(3)三角形 APMの面積は ニ 近
ロこ］
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である。
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