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受検上の注意 

 １． 解答用紙に、受検番号・氏名を記入してください。 

 ２． 声を出して読んではいけません。 

 ３． 解答は、解答用紙の所定のところに記入してください。 

    方法を誤ると得点になりません。 

 ４． 終了の合図とともに、解答用紙を提出してください。 
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１ 教室で太郎さんと花子さんと先生が話をしています。 

 

太郎：先生、僕の座っている椅子
い す

がガタガタしていて不安定です。 

花子：私のも同じようにガタガタしています。 

先生：ガタガタするとは、具体的には椅子がどのようになっている状態ですか。 

太郎：えっと、僕の場合は４本の脚
あし

のうち１本が浮いてしまっているような状態です。 

花子：私の椅子も、脚の長さが４本とも違うような感じで、座るときに体重のかけ方を変えると浮く脚

が変わります。 

先生：表現の仕方が違うだけで、二人とも同じ現象が起きているようですね。実は４本脚の椅子
い す

は安定

させるのが非常に難しいのです。 

太郎：そうなのですか。 

先生：ビデオを撮影するときなどに使う「三脚
さんきゃく

」を知っていますか。 

花子：はい。私の家でもビデオカメラを三脚で支えながら撮影しています。 

先生：撮影しているときに三脚がガタガタして安定しないということはありますか。 

太郎：三脚が倒れたことはありますが、三脚が安定しないために映像がぶれることはありません。 

先生：そうですよね。三脚のように３本脚になっているものは地面にぴたりと安定した状態で立たせる

ことができます。 

花子：なぜですか。 

先生：それを理解するためには、平面の特徴や性質を考えなければなりません。この図を見てください

（図１）。長方形や多角形などの平面は、三角形に分割することができます。つまり、平面の最小

単位は三角形と言えるのです。 

 

（図１） 

 

 

 

 

 

 

太郎：難しくてよくわかりません。 

先生：では、ちょっと実験してみましょう。二本の指に下敷きを乗せてみてください。 

花子：二本指では、安定しません。すぐに落ちてしまいます。 

先生：では、三本の指で三角形を作り、乗せてみるとどうでしょうか。 

太郎：あ、ちゃんと乗せられました。安定します。 

先生：そうですね。このように三本の指に下敷きを乗せると、その三本の指先にしっかりと下敷きが乗

り、安定します。言いかえると三点で平面を支えることにより安定させているのです。三脚を地

面に安定して置くことができるのも脚の三点が平面を作っているからなのです。 
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花子：では、なぜ４本脚の椅子
い す

は安定しないのですか。３本以上脚があるのだからより安定しやすいと

思うのですが。 

先生：さきほどの花子さんが体重のかけ方を変えると浮いている脚が変わる、と言っていたのがヒント

です。考えてみましょう。 

 

（図２） 

 

          

 

〔問題１〕 八角形はいくつの三角形に分けられますか。（図１）を参考にして解答用紙に答えを書きな

さい。また、八角形の内角の和を求めなさい。 

 

〔問題２〕 ４本脚の椅子
い す

が安定しないのはなぜですか。理由を考えて書きなさい。 

 

〔問題３〕 ３本脚ではなく、４本脚の椅子
い す

が多いのはなぜですか。理由を考えて書きなさい。 

 

〔問題４〕 椅子
い す

をより安定させるにはどのように脚をつけるとよいか。（図２）を参考にしながら考え

て書きなさい。 
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２ 労働と社会について 3人が話をしています。表 1・図 2を見ながら、太郎くんと花子さん、先生の 

会話を読み、あとの問いに答えなさい。 

 先生：皆さんは卒業後、どのような仕事をしたいのかを考えたことはありますか。 

 太郎：私はコンピューターが好きですので、将来はコンピューターの開発者になりたいです。 

先生：自分の将来の職業について今から考えることは良いことです。ではその仕事でどのような働き

方をし、どのように生活をしていくのかを考えたことはありますか。今、日本では仕事と生活

の両者の調和を考える「ワーク・ライフ・バランス」が重要視されてきています。 

太郎：そういえば、昨年、政府が取り組んでいる「働き方改革」に関する記事を読みました。 

花子：私は「一億総活躍社会」や「女性の社会進出」について調べたことがあります。 

先生：二人ともよく勉強していますね。 表 1と表 2を見てください。 

太郎：表 1 を見ると、日本はフランスやスウェーデンに比べると労働時間は多いのですが、近年では

アメリカやイギリスと比べても大きな違いはなく、以前よりも労働時間が少なくなってきてい

るように思います。 

先生：はい、表 1だけで見れば、日本は 1990年から 2014年にかけて 1人当たりの平均年間労働時間

が大きく減ってきていると言うことができます。次に表 2に注目してください。 

花子：正規雇用者の数が減少し、非正規雇用者が増加しています。また、雇用者総数も増えています。 

先生：そうですね。1989年には 19.1％だった非正規雇用者の割合が、2014年には（ 1  ）％になる

など、大幅に増加しています。非正規雇用者にはパートやアルバイトを含みますので、正規雇

用者に比べ、労働時間が短くなる傾向にあります。非正規雇用者の増加には、長期の不景気や

正規雇用を前提とした雇用形態である終身雇用制を企業が変化させはじめたこと、女性の社会

進出が進んだことなど複数の背景が考えられます。確かに、昔より労働時間は減少していると

言えるのでしょうが、それは今まで長時間働いていた人の労働時間が急激に短くなったという

ことではなく、労働環境が変化し、多様化しているということを理解しなければなりません。 

太郎：１つのデータだけではわからないことがあるのですね。 

先生：そうですね。社会の実情をより正確に知るには、様々な視点から考えていくことが求められま

す。「ワーク・ライフ・バランス」にも同様のことがいえます。表 3と表 4を見てください。 

 花子：日本は他国に比べ長時間労働者の割合が高く、夫の家事・育児関連時間は短くなっています。

一方、（ 2  ）などは長時間労働者の割合は低く、夫の家事・育児関連時間は多いです。 

太郎：なぜ、国によってこれだけの差が生じるのでしょうか。 

 先生：この違いは、各国が労働や家族の形態を社会としてどのように作りあげてきたのかに拠
よ

るとこ

とろが大きいです。（ 2  ）のような北欧の国は、税負担も高いのですが、労働や家庭のこと

に男女がより同じ状況で関われるように国も企業も個人も意識して取り組んできた結果だと言

えます。 日本には日本の労働や家族の形があり、それは単純に他国と同じにすれば良いという

ことではありません。ただ、かつては上手くいっていた社会の形も、グローバル化や少子高齢

化など経済・社会と人々の変化によって様々な問題点が生じてきたのも事実です。この変化と

問題点に対応し、個人や家族がより働きやすく、生きやすい社会をつくるために「ワーク・ラ

イフ・バランス」について社会全体で取り組んでいくことが大切だと言えます。 
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表 1 ＜各国の 1人当たり平均年間総労働時間（時間）＞ 

 日本 アメリカ イギリス フランス スウェーデン 

1990年 2031 1831 1765 1605 1561 

2001年 1809 1814 1705 1526 1618 

2014年 1729 1789 1677 1473 1609 

  ※『データブック 国際労働比較 2016』より作成 

 

表 2 ＜日本の正規雇用・非正規雇用の推移(万人)＞ 

 1989 年 1999年 2014年 

正規雇用者 3452 3677 3278 

非正規雇用者 817 1225 1962 

雇用者総数 4269 4913 5240 

※総務省『労働力調査（2016』より作成 

  

表 3＜各国の長時間労働者の割合(％)・2014年)＞ 

 日本 アメリカ イギリス フランス スウェーデン 

男性のみの割合  30.0 データ無し 18.1 14.6 10.1 

女性のみの割合   9.7 データ無し 6.1 5.9 4.2 

全体の割合   21.3 16.6 12.5 10.4 7.3 

                                            ※ここでいう長時間労働とは週 49時間以上の労働を指す 

    ※『データブック 国際労働比較 2016』より作成 

 

表 4＜各国の 6歳未満児のいる夫の家事・育児関連時間（分）・2012年)＞ 

 日本 アメリカ イギリス フランス スウェーデン 

一日あたり(分) 67 171 166 150 201 

※内閣府『男女共同参画白書(2012)』より作成 

 

問題 1 （ 1 ）にあてはまる数値を計算しなさい。答えは小数第 2位を四捨五入して求めなさい。 

問題 2 （ 2 ）にあてはまる国名を答えなさい。 

問題 3   表 3・表 4 に関し、労働と家事・育児に関する日本の家族の「ワーク・ライフ・バランス」は

他国と比較してどのような特徴があると分析できますか。男女各々の状況にふれつつ答えよ。 

問題 4  政府による「働き方改革」「一億総活躍社会」の取り組みだけでなく、「ワーク・ライフ・バラ

ンス」は社会全体の大きな課題になっています。個人や家族、社会(企業や国を含む)をより良い

ものとするために、あなたはどのような「ワーク・ライフ・バランス」への政策・取り組みを

社会に提案しますか。その際、家族を大切にする・自分の将来を若い時から考えるなどの個人・

家族としての取り組みについては解答から除くものとする。 
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３ 太郎さんと花子さんと先生の３人が教室で話をしています。これを読んで、あとの問いに答えなさ

い。 

 

太郎：今日はなんだかとてもねむい。寝不足
ね ぶ そ く

かな。 

花子：昨日は夜おそくまでインターネットで調べものをしていたそうだけれど、何を調べていたの。 

太郎：「睡眠
すいみん

」について調べていたよ。 

先生：スマートフォンの普及
ふきゅう

と睡眠障害との関係について、調べる宿題を出したのですが、まさかそれ

が睡眠不足の原因になるとは思ってもいませんでした。 

太郎：日本人が青色 LED を発明し、ノーベル賞を受賞したでしょう。現在、青色 LED はスマートフォ

ンのバックライトにも使われています。青色 LED が睡眠に及ぼす影響が問題になっていますが、

本来動物が活動する時間ではない深夜に光を受け続けていると、体内時計がずれて睡眠障害を起こ

す原因となります。 

 

〔問題１〕青色 LED は、すでにあった赤色と緑色の LED と共に現在は家庭用照明器具やスマートフォ

ンのバックライトなど色々な場所で活用されています。青色 LEDは、どのような点が評価さ

れているのでしょうか。 

 

花子：体内時計というのは何でしょうか。 

先生：動物は昼に活発に行動するキリンやシマウマなどの昼行性動物と夜に活発に活動するカバなどの

夜行性動物に分類できるのは知っていますね。 

花子：はい。モモイロペリカンやフラミンゴ、雷鳥
らいちょう

、クジャクなどほとんどの鳥類は、昼行性動物です。

夜行性の鳥類としては、フクロウが代表的です。 

 

〔問題２〕昼行性動物と夜行性動物を比べると、からだの大きさや形のほかにも特徴
とくちょう

が見られます。昼

行性の鳥類を思いうかべながらその特徴を答えなさい。 

 

先生：動物の行動時間帯のちがいは、それぞれの動物が持つ体内時計によるところが大きいです。体内

で行われる化学的な変化の中には周期的に行われるものがあり、その周期が体内時計なのです。つ

まり動物によって 1日の時間は異なるのです。 

花子：どの動物も１日を 24時間として、活動しているのではないのですか。 

先生：こんな実験があります。被験者
ひけんしゃ

（実験を受ける人）にある施設
し せ つ

に入ってもらいます。その施設内

は常にうす暗く外界と遮断
しゃだん

されているため、外が明るいのか暗いのかも分かりません。その上、時

計も無いので時間に関する情報は一切
いっさい

ありません。そのかわり、生活に必要なものはすべてそろっ

ています。被験者にはそこで暮らし続けてもらいます。初めは生活リズムが不規則ですが、ある期

間を過ぎると一定の生活リズムが現れてきます。朝起きて朝ご飯を食べて、昼ご飯を食べて、夜ご

飯を食べて、寝
ね

て起きて…。これが体内時計による生活リズムです。これを概
がい

日
じつ

リズムといいます。

その結果から、ヒトの体内時計による概日リズムは１日 25 時間であると言われています。図 1 は
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実験の結果をグラフにしたものです。 

太郎：どのようにして 25時間周期の概日リズムを 24時間周期に整えているのですか。 

先生：動物は周りから受ける刺激
し げ き

によって体内時計を調整します。朝日を浴びることで、体内時計がリ

セットされ 1日 25時間の体内時計を 24時間に整えています。 

 

〔問題３〕朝日を浴びる以外にも体内時計を整えるには、どのような方法がありますか。 

 

〔問題４〕下のグラフはある動物の概日リズムを調べるために、明期と暗期を 12時間周期にした状態で

3 日間飼育したあと 24 時間の暗期の中で 7 日間飼育した結果を記したものです。この動物は

１日を何時間として生活していますか。解答用紙に求め方を書き、答えなさい。 

 

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

7日目

8日目

9日目

10日目

活動している時間 活動していない時間

時　　刻

日
　
数

2412 14 16 18 20 220 2 4 6 8 10

図 1 


