
平成 29 年度

Ｃ日程　入学試験
 合科型論述テスト

１．試験開始の合図があるまで，この冊子の中を見てはいけません。

２．試験時間は 60分です。

３． 問題は，１ページから 5ページまで印刷してあります。試験が始

　　まったら最初に確認し，足りないページがあったら申し出なさい。

４．解答用紙は２枚あります。

５．答えはすべて解答用紙に記入しなさい。

６．解答用紙には，受験番号・氏名を記入しなさい。

７．定規は必要に応じて使いなさい。

８．試験が終わった後，問題冊子・解答用紙とも回収します。

注 意

共立女子中学校
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　次の会話文は，ある日の授業の様子です。これを読み，後の各問いに答えなさい。なお，
６ページは下書きに使えます。

先生：昨日学習したことを覚えていますか。太陽によって地球の大気は温められますが，

その中には，地球から宇宙に向かって放たれる熱の一部を吸収して，地球を温かく保

つ気体がふくまれるのでした。

愛子：そんな気体を「温室効果ガス」というのでしたね。

先生：そうですね。温室効果ガスとしては，有名な二酸化炭素のほかにメタン・一
いっ

酸
さん

化
か

二
に

窒
ちっ

素
そ

・フロンなどいろいろな気体があって，それぞれ地球を温めています。ここに，

図１があります。これは，気体が同じ濃
のう

度
ど

でどのくらいの温室効果があるかを温暖化

係数という数字で表したものです。例えばメタンは二酸化炭素の約 25 倍の温室効果

があるという意味です。では，これらの気体のなかで，なぜ二酸化炭素ばかりが話題

になるのでしょうか。

愛子：二酸化炭素は（　　　　　　　　　　　①　　　　　　　　　　　　　）。

先生：そうでしたね。だから，みなさんも「温室効果」というと，二酸化炭素の名前を

よく耳にするのですね。ところで，今日は，今話題になっている二酸化炭素の増加と

地球全体の平均気温の上
じょう

昇
しょう

の関係について， ２つの立場に分かれて調べてもらいまし

た。それぞれの立場からディスカッションをしてもらおうと思います。まず，共子さ

ん，発表をどうぞ。

共子：わたしは，二酸化炭素排
はい

出
しゅつ

量
りょう

の増加と地球の全体の気温上昇はとても関係がある

と考える立場です。このままでは二酸化炭素による温室効果で，地球はもっともっと

温暖化し，自然や人間に大きな影
えい

響
きょう

をあたえます。わたしはそれを防ぐために二酸化

炭素を減らすべきだと考えています。まず，図２を見てください。これは，各年の平

均気温と平年値との差を表したものです。「平年値」とは， 30 年間の各年の平均をとっ

たもので，この図の平年値は，1981 年から 2010 年の各年の平均気温から算出したも

のです。1970 年は平年値より 0.3 ℃低く，2000 年は平年値と同じ，2015 年は平年値

より 0.42 ℃高かったことになります。つまり，この図によれば（　　　②　　　）。

　　　次に，図３を見てください。この図は，世界全体の二酸化炭素の排出量の推移を表

しています。これによると，二酸化炭素の排出量は増え続けて，2010 年には 1970 年

の倍以上となっています。つまり，温室効果ガスである二酸化炭素の急激な増加が原

因で地球全体の気温が上がり，地球が温暖化していると考えられます。図４によれ

ば，特に日本は二酸化炭素排出量が多く，世界で第５位です。わたしたち日本人が，

二酸化炭素を出さないようにすることで，地球の温暖化が防げるのだと考えます。
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図１　温室効果ガスの地球温暖化係数

ガス 温暖化係数

二酸化炭素 1

メタン 25

一酸化二窒素 298

フロン 1,430

（ＩＰＣＣ第４次評価報告書より作成）

図２　地球の各年の平均気温と平年値との差

年
平年値
との差
（℃）　

年
平年値
との差
（℃）　

1970 －0.30 2000 0.00

1975 －0.39 2005 0.17

1980 －0.13 2010 0.19

1985 －0.25 2013 0.20

1990 0.04 2014 0.27

1995 0.01 2015 0.42

（気象庁資料より作成）

図４　おもな国ぐにの二酸化炭素排出量と
　　１人あたり二酸化炭素排出量（2013年）

国名
二酸化炭素
排出量

  （百万トン）

１人あたり
二酸化炭素
排出量

　 （トン）

中国 8,977 6.6

アメリカ 5,120 16.2

インド 1,868 1.5

ロシア 1,543 10.8

日本 1,235 9.7

ドイツ 760 9.3

韓国 572 11.4

カナダ 536 15.3

イラン 526 6.8

サウジアラビア 472 16.4

ブラジル 452 2.3

オーストラリア 389 16.7

アラブ
首長国連邦

168 17.9

（環境統計集 2014 より作成）図３　世界全体の二酸化炭素排出量の推移

（ＩＥＡ資料より作成）
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先生：では，もうひとつの立場から，立子さん，発表をしてください。

立子：はい。わたしは，二酸化炭素排出量の増加と地球全体の気温の上昇には直接的な

関係はないのではないかと考える立場です。世界の平均気温の上昇に関して図５を

見てほしいと思います。これは平均気温の変化と人間の活動による二酸化炭素の排

出量の変化を同時に表したグラフです。二酸化炭素の排出量は 1900 年ごろからだ

んだん増えていますが，1900 年以前にも平均気温は上がったり下がったりしていま

す。そして，二酸化炭素排出量が急激に増え始めた 1950 年ごろから，平均気温は

逆に下がっています。共子さんの図より長い期間にわたって，２つの数値の上がり

下がりを重ね合わせて見れば，必ずしも二酸化炭素の排出量増加と気温の上昇は，

直接的に関係があるとは言えないのではないかと考えました。確かに二酸化炭素

には温室効果がありますが，地球が温暖化しているとすれば，ほかの原因による

ものである可能性もあります。

　　　ところで，共子さんが示していた図３にもあったように，二酸化炭素の排出量の

資料は，基本的に石油や石炭などの「化石燃料」を燃やした量によって計算されて

います。確かに化石燃料から出た二酸化炭素は毎年増えていますが，本当に空気中

の二酸化炭素はそんなに増えているのでしょうか。

　　　ここで，実際に二酸化炭素の濃度を３地点で観測した数値を表す図６を見てくだ

さい。増加量をわかりやすく見るために 1988 年と 2001 年で比べてみると，二酸化

炭素の濃度は 20 ppm増加しています。これは二酸化炭素約 1600 億トンに相当しま

す。共子さんが示した図３のような人間の活動による二酸化炭素排出量を 1988 年

から 2001 年まで足していくと約 4000 億トンもの量になるはずですが，かなり数

値にちがいがありますよね。また，実際に増えた 1600 億トン自体も，大気全体

　　（ 5000 兆トン）のたった 0.0032 ％でしかありません。

　　　そうなると，人間が出した二酸化炭素の増加が，直接気温の上昇に結びついてい

るとは言えないのではないでしょうか。わたしたちが二酸化炭素をがんばって出さ

ないようにしても，必ずしも地球全体の気温の上昇を止められるとは限らないと考

えます。

図５　「地球の各年の平均気温と平年値との差」と
「二酸化炭素排出量」の推移
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（ＩＰＣＣ第３次評価報告書より作成）

注）平年値は，1961年～1990年の
　各年の平均気温から算出した。
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先生：２人の発表が終わりました。お互
たが

いに対して意見はありませんか。

共子：立子さんの考えは，人間が出した二酸化炭素の量と大気中で増加した二酸化炭素

の量は関係していないということですか。

立子：そういうわけではありません。二酸化炭素の量が合わないのは，③人間が出した

二酸化炭素がすべて大気中にとどまるわけではないからです。わたしが言いたいの

は，実際に増えている二酸化炭素の量が大気全体の量に比べてとても少ないので，

気温上昇には人間が出した二酸化炭素は，あまり関係がないのではないかというこ

とです。

先生：立子さんからの意見はありませんか。

立子：共子さんは，二酸化炭素が気温に影響したとして，大きな問題になるのは何℃く

らい気温が上がった時だと考えていますか。

共子：平均気温が５℃くらい上がったら，高山の雪や寒い地域の雪が溶
と

けて，海の水も

増えるし，洪
こう

水
ずい

や干ばつの被
ひ

害
がい

などが増えるのではないでしょうか。

立子：もし，二酸化炭素がこのまま増え続けて，共子さんの言うような気温上昇がそれ

によって起こったと仮定してみます。前回の授業で，二酸化炭素濃度が２倍になる

と気温が１℃上昇するという温室効果実験を先生が示していましたが，二酸化炭素

が現在の増え方で増え続けたところ，２倍の

濃度になるにはまだ 200 年以上かかる計算に

なります。これはかなり未来のことのように

思いますし，二酸化炭素を出すもとになって

いる化石燃料は，図７にあるように，このま

まの消費では 200 年もたないといわれていま

すから，それよりも先の話です。つまり 200 

年後には現在のような二酸化炭素濃度の増加

はないことになります。

　　　わたしたちは，二酸化炭素の増加を心配す

るよりも，化石燃料にかわるエネルギーを開

発することにもっと関心を持つ必要があると

思います。

図６　大気中の二酸化炭素濃度の推移

（ＩＰＣＣ第５次評価報告書より作成）

注）１ppmは0.0001％を示す。
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　かを表したもの。

（2012年）
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先生：共子さん，立子さん，ありがとうございました。発表者以外から意見や質問はあ

りますか。

愛子：共子さんが言うとおり，二酸化炭素の日本全体の排出量は世界第５位かもしれま

せんが，１人あたりの排出量は他の国と比べてそれほど多くないと感じました。ひ

とりひとりが節約する量にも限界があると思います。特に④１人あたりの二酸化炭

素の排出量が日本より多い国は，図４のようにほかにもたくさんあります。わたし

たちが毎日省エネを心がけることも大切ですが，世界規模で問題に取り組まなけれ

ばいけないと思います。

問１．空らん（　①　）にはどの

ような内容の文が入りますか。

図１と右のグラフを参考にし

て，あてはまるように書きなさ

い（40 字以内）。

問２．空らん（　②　）にはどの

ような内容の文が入りますか。

自分で考えて書きなさい（20 

字以内）。また，図２の 1990 

年以後の値
あたい

を，共子さんの主

張がよりわかりやすく伝わる

グラフにかきかえなさい。そ

の際，たてじくに平年値との差，横じくに年代をとること。

問３．下線部③とありますが，大気中にとどまらない二酸化炭素はどうなると考えられ

ますか。あなたの考えを説明しなさい。

問４．下線部④とありますが，日本より１人あたりの排出量が多い国は，なぜ排出量が

多くなると考えられますか。図４を参考にして，あなたの考えを説明しなさい。

問５．あなたがこのクラスの一員だったとして，共子さんの立場に賛成しますか，立

子さんの立場に賛成しますか。必ずどちらかの立場に賛成するとして，どちらに

賛成するか明らかにし，その理由を書きなさい。また，このディスカッションを

ふまえて，今後具体的にどのような行動をとろうと考えるかを書きなさい（ 300 

字以内）。なお，問５は以下の点にも注意すること。
　　　 ・たて書きで書きなさい。

　　　・書き出しと段落の最初は，１マス空けなさい。

　・句読点や「　」（　）なども原則として１マス使うこと。ただし，行の先頭に

きてしまう場合は，前の行の最後のマスに付け加えなさい。

　・文末の表現は「です・ます」でも「だ・である」でもよいが，文体を統一して

用いなさい。

（問題はこれで終わりです。なお，６ページは下書きに使えます。）

温室効果ガスの地球温暖化に影響する割合
（ＪＣＣＣＡホームページより作成）

メタン
20％

一酸化二窒素
6％

その他（フロンなど）
14％

二酸化炭素
60％
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問２下書きマス目

16

問３メモらん

問４メモらん

問５メモらん

問１下書きマス目

32
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