平成 27 年度
高校入試比較資料

荒井学園
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新川高等学校

―新潟県版―
社

会

新潟県の社会は地理・歴史・政治経済・国際社会などバランスよく出題される。日本や世界の地域のことや地理的なことについて対応できるよう、
地図や統計を見直し、諸外国との関わりや各時代の出来事をまとめよう。

社会①【類似問題】■中国との貿易の変化についての問題：主な国の貿易を把握しておこう。
平成２７年度新潟県公立高校入試〔２〕(３)

平成２５年度新川高校入試２(７)

（３）次の表は， 日本と地図中のアメリカ，中国について， それぞれ
の国の 2000 年と 2012 年における輸入総額， 輸入相手国と輸入額を示し
たものである。この表を見て， 次の①， ②の問いに答えなさい。

（７）資料Ⅲは日本と中国・ブラジル・オーストリア・アメリカ・EU
との貿易の変化（2000 年→2010 年）についてあらわしたものです。
中国にあてはまるものをア～オから１つ選び，記号で答えなさい。

① 表中の国 A～C について， 2000 年を基準としたとき， 2012 年に
おける輸入総額の増加の割合の高い順に並べたものとして， 正しいも
のを， 次のア～カから一つ選び， その符号を書きなさい。

ア A→B→C
エ B→C→A

イ
オ

A→C→B
C→A→B

ウ B→A→C
カ C→B→A

② 表中の国 A～C に当てはまる国名の組み合わせとして，正しいもの
を， 次のア～カから一つ選び， その符号を書きなさい。
ア〔A 日本，B 中国，C アメリカ〕 イ〔A 日本，B アメリカ，C 中国〕
ウ〔A 中国，B 日本，C アメリカ〕 エ〔A 中国，B アメリカ，C 日本〕
オ〔A アメリカ，B 日本，C 中国〕 カ〔A アメリカ，B 中国，C 日本〕
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社会②【類似問題】■三国干渉に関する問題
平成２７年度新潟県公立高校入試〔４〕(２)①

平成２５年度新川高校入試４(４)

〔４〕右の略年表を見て, 次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

（４）年表の下線部 d のあとに獲得した遼東半島を中国に返還するよう
に迫った国は，フランス，ドイツと，もう１か国はどこか，書きな
さい。

（２）下線部分 a について，次の①，②の問いに答えなさい。

① 我が国が獲得した地域の一部を清に返すよう要求した三つの国の組合
せとして，正しいものを， 次のア～エから一つ選び， その符号を書き
なさい。
ア アメリカ，イギリス，フランス
イ イギリス，ドイツ，ロシア
ウ ドイツ，フランス，ロシア
エ アメリカ，ドイツ，ロシア

数

学

新潟県の数学は数や文字を用いた式や関数に関する基本計算は必ず出題される。また、昨年度は確率や資料を読み取りながら計算する問題も出題
された。平面図形や空間図形も出題されることが多いため、基本的な練習問題を多くこなすことが得点アップにつながる。

数学①【類似問題】■正と負の計算
平成２７年度新潟県公立高校入試〔１〕（１）

平成２６年度新川高校入試１(１)

（１）6－14÷2 を計算しなさい。

（１）4－3×5 を計算しなさい。
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数学②【類似問題】■文字と式の計算
平成２７年度新潟県公立高校入試〔１〕(６)

平成２７年度新川高校入試１(６)

（６）２次方程式ｘ2＋ｘ－5＝0 を解きなさい。

（６）２次方程式ｘ2－ｘ－3＝0 を解きなさい。

数学③【類似問題】■２次関数のａの値を求める問題
平成２７年度新潟県公立高校入試〔１〕(９)

平成２６年度新川高校入試１(８)

(９) 右の図のように，円 O の
円周上に 3 つの点 A, B, C が
あり，∠BOC＝74°である
とき，∠ｘの大きさを答えな
さい。

英

語

(８) 右の図は O を中心とする
円である。∠ｘの大きさを
答えなさい。

新潟県の聞き取りでは、数字や単語を正確に聞き取ったり、資料を見ながら情報を整理したりすることも問われる。書き取りでは、身近なテーマ
に関して、自分の考えを英語で表現することや長文の内容を正確に読み取ることが問われるので、英作文・長文問題に慣れておきたい。

英語①【類似問題】■ make O C と正しい順序に並べかえる問題
平成２７年度新潟県公立高校入試〔２〕（１）
対話文

平成２５年度新川高校入試３〔１〕（１）
〔１〕次の(1)～(3)の日本語に合うように，それぞれ(
)の中の単語
や語句を並べ替えて英文を作成しなさい。また，文のはじめは大
文字で書きなさい。

最終場面より

Ms. Brown : Of course! Please come to the teachers’ room when you
need my help.
Miki
: Thank you. I will to, speech, make, my, try interesting.

(1) 彼女のおいしい夕食はいつも私をしあわせにする。
( her delicious dinner / always / me / happy / makes ).

G

Ms. Brown : You can do it, Miki.
（１）文中の A, G の
て書きなさい。

の中の語を，それぞれ正しい順序に並べ替え
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英語①【類似問題】■行きたい場所とその理由を英語で書く問題
平成２７年度新潟県公立高校入試〔３〕

平成２７年度新川高校入試聞き取り 問題Ｄ

〔３〕あなたが将来，旅行するとしたらどこに行きたいですか。行きたい
と思うところを一つあげ，なぜそこに行きたいのかという理由を含
め，解答用紙にある“I want to go to…”という書き出しに続けて，5
行以内の英文で書きなさい。

理

科

聞き取り放送文
Hello, I’m Steven. I’m from the United States of America. I
want to travel to Australia because there are good places to see.
Now, I want to ask you a question. What country do you want to
go to? Please tell me your answer and why you want to go there.

新潟県の理科は第１・２分野からバランスよく出題されている。いずれも基本事項をしっかり押さえておくことが重要である。基礎知識を活用し、
応用して課題を解く問題も出題される。また、データやグラフを読み取る問題も練習しておこう！

理科①【一致問題】受粉したエンドウの種子の数を計算する問題
平成２７年度新潟県公立高校入試〔５〕(３)①

平成２７年度新川高校入試５(４)

〔５〕エンドウの種子の形が子や孫にどのように遺伝するかを調べる
ために, 次の実験１,２を行った。この実験に関して, あとの(1)～
(3)の問いに答えなさい。

５ エンドウを使って, 遺伝に関する次の実験を行った。あとの問
いに答えなさい。

理科②【類似問題】■植物の根の成長を問う問題
(3) 実験２について, 得られた種子（孫）が 1068 個であるとき, 次
の①, ②の問いに答えなさい。
① 得られた種子（孫）のうち, 丸形の種子は何個か。最も適当
なものを, 次のア～エから一つ選び, その符号を書きなさい。
ア 267 個

イ 356 個

ウ 712 個

(4) 孫の種子が 2400 個できた場合, 丸形の種子はおよそ何個できたと
考えられるか, 次のア～エから１つ選び, 記号で答えなさい。

エ 801 個

ア 600
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イ 1200

ウ 1800

エ 2400

―富山県版―
社

会

富山県の社会は資料を読み取った上で判断し、自分の考えをまとめる力が求められる。昨年度は、複数回答の選択問題や計算が必要な問題もあっ
た。また、選択や穴埋め問題も多く、基礎知識を使って自分の言葉で説明する問題もあった。日頃から社会の動きに注目することも大切！

社会①【類似問題】■生産上位の農畜産物や県名を答える問題
平成２７年度富山県公立高校入試２(３)①

平成２７年度新川高校入試１(４)②

（３）次の地形図は，和歌山県のある都市の一部を表した 2 万 5000
分の 1 の地形図である。地形図をみてあとの問いに答えなさい。

（４）中央高地にある盆地周辺には写真のような地形が広がっています。
下の問いに答えなさい。

① このような地形を何というか書きなさい。
② このようなところでは果樹栽培が盛んです。資料Ⅰの W にあてはまる
県を地図中 A～F から 1 つ選び，記号で答えなさい。
① 地形図中に多く分布する果樹園では，資料 2 で示したある果実
の栽培がさかんである。この果実名を書きなさい。

数

学

富山県の数学は、昨年どの領域、学年からもバランスよく出題された。難易度が高い問題もあるため、時間配分に気をつけたい。基礎的・基本的
な問題は多く出題されるため、確実に解けるようにしておこう。応用問題は基礎知識を活用して解くことになるため、日頃の授業を大切にしよう。

数学①【類似問題】■正と負の計算
平成２７年度富山県公立高校入試１(１)

平成２７年度新川高校入試１(１)

（１）10－5×(－3) を計算しなさい。

（１）5＋2×(－3) を計算しなさい。
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数学②【一致問題】■立体の体積を求める計算
平成２７年度富山県公立高校入試１(７)

平成２７年度新川高校入試１(９)

（７）右の図は，底辺 5 cm，
高さ 6 cm の直角三角形である。
この直角三角形を，直線ℓを軸
として 1 回転させてできる立体
の体積を求めなさい。
ただし，円周率はπとする。

（９）右の図のような△ABC を AC を軸に回転してできる立
体の体積を求めなさい。
ただし，円周率はπとする。

数学③【類似問題】■角度を求める基本問題
平成２７年度富山県公立高校入試１（１０）

平成２６年度新川高校入試１（８）

（１０）右の図のように，円 O の
円上に点 A，B，C がある。
このとき，∠ｘの大きさ
を求めなさい。

（８）右の図は O を中心とする
円である。∠ｘの大きさを
求めなさい。
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数学④【類似問題】■ 連立方程式をつくり、それを解く問題
平成２７年度富山県公立高校入試２

平成２７年度新川高校入試４

太郎さんの中学校では，毎月，アルミ缶とスチール缶の回収を行って
いる。6 月に回収したアルミ缶とスチール缶は両方合わせて 60 ㎏であっ
た。7 月は 6 月に比べ，アルミ缶が 30％増え，スチール缶は 20％減り，
全体で 68 ㎏であった。
このとき，次の問いに答えなさい。

ある中学校の男子生徒と女子生徒，合わせて 100 人が，美術館と水族
館の 2 コースに分かれて遠足に行くこととなり，その希望調査を行っ
た。その結果，美術館を希望した生徒は男子生徒の 20％と女子生徒の
60％で，女子生徒のほうが男子生徒より 16 人多かった。
次の問いに答えなさい。

（１）6 月に回収したアルミ缶をｘ㎏，スチール缶をｙ㎏として連立方
程式をつくりなさい。

（１）男子生徒の人数をｘ，女子生徒の人数をｙとして連立方程式を作
りなさい。
（２）
（１）を解き，男子生徒の人数と，女子生徒の人数を求めなさい。

（２）6 月に回収したアルミ缶とスチール缶の重さをそれぞれ求めなさ
い。また，7 月に回収したアルミ缶とスチール缶の重さをそれぞれ
求めなさい。

英

語

（３）美術館の入館料の合計は 9500 円となった。美術館の入館料を求
めなさい。

富山県の英語は英文の内容や要点を聞き取ったり読み取ったりする問題が多い。また、近年では理由を添えて自分の考えなどを表現できるかを問
う問題が多い。聞き取り問題では、資料を読み取りながら、またはいくつかの情報を組み合わせて答えを出す問いがよく見られる。

英語①【類似問題】■英語を聞いて、メモを完成させる問題
平成２７年度富山県公立高校入試

聞き取りＣ

平成２７年度新川高校入試

飛行機の出発直後の機内放送を聞き, メモを完成させなさい。

聞き取りＣ

あなたが自宅に帰宅すると, 留守番電話にメッセージが残されていま
した。次の内容を聞き取り, メッセージの内容を完成させなさい。

＜放送文＞
Thank you for choosing ABC Airline flight 747 to Narita.
Now it’s 10:20 p.m., Tuesday, September 12 th. We were going to leave
Sydney at 9:30 p.m., but we are very sorry that we are about 50 minutes
late because of the bad weather.
We will arrive at Narita at 7:10 a.m. tomorrow morning.
I hope you will enjoy your flight with us. Thank you.

＜放送文＞
Hi, this is John. Do you have time to come to my birthday party? If
you have time, please come to my house by 8:00 p.m. you can also
bring your friends if you want to. Oh, I forgot to tell you about the
date. It’s July 2nd. Please remember it. I will wait for your answer,
See you!

＜解答欄＞ メモ
① （
）月（
② 朝（
）時（

＜解答欄＞ 友人の誕生日パーティー
・日時 ①
月
日
午後
②
を誘っても良い

）日（
）分に到着

）曜日の
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時

・友人の家

英語②【一致問題】■ SVOC・受動態の並べ替え問題
平成２７年度富山県公立高校入試３〔１〕（２）・（３）

平成２７年度新川高校入試３〔１〕（２）・（３）

〔１〕次の(1)～(3)の対話が成り立つように, それぞれ（
）の中の単語
を並べ替えて英文を完成しなさい。また、文のはじめは大文字で書き
なさい。

〔１〕次の(1)～(3)の会話が成り立つように, それぞれ（
）の中の単語
や語句を並べかえて英文を完成しなさい。また、文のはじめは大文字
で書きなさい。

(2) A : Mom, I’m hungry. Can you ( something / me / eat / to / give )?
B : OK. Here you are.

(2) A : These ( my sister / the cookies / are / by / made ).
B : They look delicious! Can I have some?

(3) A : Look at this!
B : Oh, it’s beautiful.
A : This ( a picture / taken / my brother / is / by ).

(3) A : ( you / your passport / show / will / me )?
B : Sure. Here you are.

英語③【類似問題】■与えられた内容を自由に選択し、英文を作成する問題
平成２７年度富山県公立高校入試３〔２〕
（１）

平成２７年度新川高校入試３〔２〕（１）

〔２〕(1) 中学生のユミ(Yumi)さんの家に, 留学生のジュディ(Judy)さんが
ホームステイにやってきました。ユミさんは, ジュディさんを家の近
くの書店に連れていこうと思っています。ユミさんがその書店につい
て伝えたいことは, 下のように４つあります。このア～エから３つ選び,
ユミさんになったつもりで, 最初の文に続けてそれぞれ１文ずつ英語
で書きなさい。

〔２〕(1) 陽子(Yoko)さんは, 英語の授業で, 夏休みに家でホームステイを
予定しているスーザン(Susan)さんを紹介することになりました。陽子
さんのメモに書かれたア～ウから２つ選び, 陽子さんになったつもり
で, 最初の文に続けて２文で紹介しなさい。

メモ

ユミさんがジュディさんに伝えたいこと
ア
イ
ウ
エ

町で一番大きい書店である。
英語で書かれた本がたくさんある。
英語を話せる店員(salesperson)と話すことができる。
毎月, いくつかのイベントが行われている。

ア 夏祭りに参加するために富山へ来る。
イ テニスをすることが得意である。
ウ 英語とフランス語, 両方を話すことができる。

Susan will stay at my house this summer. I will introduce
her to you.

I’ll tell you about a bookstore near my house.

①
②

①
②
③
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理

科

富山県の理科は物理・化学・生物・地学の基本を問う問題が多く、観察や実験などの日ごろの授業内容がしっかり身についているかどうかがポイ
ントとなる。基礎や基本を問う問題が多く出題されるので、１学年の内容から見直していこう。

理科①【一致問題】■天体の動きに関して、地球の位置を問う問題
平成２７年度富山県公立高校入試４（１）②
４ 天体の動きについて, あとの問いに答えなさい。
（１）図１は, 日本のある地点（北緯 35 度）における, 春分の日（3
月 21 日）の太陽の連続写真である。また, 図２は, 太陽のまわ
りを公転している地球のようすを示した模式図である。ただし,
地球は地軸を公転面に対して垂直な方向から 23.4 度傾けたまま
公転している。

平成２５年度新川高校入試６（２）
６

図１は, 春分, 夏至, 秋分, 冬至の日の地球と太陽の位置関係を, 図２は,
日本のある地点で, 透明半球を用いて, 春分, 夏至, 秋分, 冬至の太陽の動
きを観測し, その経路を記録したものである。あとの問いに答えなさい。

(2) 春分の日の地球の位置を図１の A～D から, また, 夏至の日の太陽の
動きを図２のオ～キから, それぞれ１つずつ選び, 記号で答えなさい。
② 春分の日の地球の位置にあてはまるものを, 図２の A～D から
１つ選び, 記号で答えなさい。
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理科②【一致問題】■細胞分裂に関する問題
平成２７年度富山県公立高校入試５（１）（２）

平成２６年度新川高校入試５(２)①②

５

有性生殖でふえるカエルの, 受精卵の変化を観察した。あとの問い
に答えなさい。

５

生物の体温や生命の連続性について, 次の問いに答えなさい。
(2) 次の A～E は, カエルの受精卵が細胞分裂を繰り返していく過程の一部
を表したものである。
① A～E を受精卵の変化の順に並べかえなさい。

(1) 下のアは, カエルの受精卵, イ～オは, その後の細胞分裂のようす
をスケッチしたものである。アから細胞分裂の順に並べかえ, 記号で
答えなさい。

② 次の文の（ ア ）～（ ウ ）に当てはまる語句を下の語群から選び,
書きなさい。
(2) 受精卵が細胞分裂を始めてから, からだのつくりとはたらきが完
成していく過程を何というか。また, 自分で食物をとることがで
きる個体となる前までを何というか, それぞれ書きなさい。

精子と卵が受精してなかまをふやす方法は（ ア ）である。受精卵が細
胞分裂を始めてから, 自分で食物をとることのできる個体となる前までを
（ イ ）という。
受精卵が（ イ ）になり, からだのつくりとはたらきが完成していく過
程を（ ウ ）という。
語群
成長
有性生殖
無性生殖
胚
遺伝
発生
形質

理科③【一致問題】■地層のずれの名称を答える問題
平成２７年度富山県公立高校入試８（１）

平成２６年度新川高校入試４（３）①
ある地震を観測したとき, 最大の震度は 6 強, マグニチュードは, 7.1 で
あった。（以下省略）

８

図は, 近くの道路工事現場に地層が見える場所があり, 過去の地震
による地層のずれをスケッチしたものである。この場所の地層は傾き
がなく, どの地層も水平に堆積している。あとの問いに答えなさい。
図 スケッチ

４

(3) この地震で右の図のような
地層のずれが見られた。
① このように地層がずれた
ものを何というか, その名
称を書きなさい。

(1) 図に見られる地層
のずれを何というか,
書きなさい。
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