
 
国語（A 日程） 入試分析

■今年の国語は！？ 

記述問題が 1 問だけに！ 解きやすくなった分、ミスが許されない。 

■出題形式 

大問数 3問で、１が物語文、２が論説文、３が知識問題とい

う形式に大きな変化はない。 

記述問題は、昨年度（'19 年度）は 5 問出題されていたが、

今年度（'20 年度）は 1 問だけとなり、またその 1 問も指定文

字数が 10 字以内の比較的平易なものであった。 

全体として、多くはぬき出し問題で、本文を精読する必要が

ある良問といえる。しかし、課題文は昨年度に比べて短くなり、

国語に苦手意識がある受験生にとっても解きやすいものとなっ

た。文章量が減ったこともあり、時間内に解き終わらない受験生は少なかったのではないかと考えられる。受験者平均点

を見るかぎり、じわりじわりと易化傾向にあるようだが、確実な合格を目指すためには失点を 30 点以内に抑えたいとこ

ろ。 

■出題内容 

１ 物語文：『まっすぐな地平線』森島いずみ 約 5000 字 偕成社 

２ 論説文：『仕事にしばられない生き方』ヤマザキマリ 約 2600 字 小学館 

３ 漢字 

物語文では、漢字の読み書き・語彙の問題（「おもむろに」）・心情把握の問題（選択式問題、ぬき出し問題）・修辞の問

題（比ゆの説明を求める記述式問題・三点リーダーの表す心情を問うぬき出し問題）・文脈把握の問題（選択式問題、ぬ

き出し問題）・場面わけの問題（抜き出し問題）・文脈把握題（選択式問題と、文章中からの抜き出しで説明文を完成させ

る問題）・心情把握題（選択式問題と記述題）・登場人物の人物像を問う問題（選択式問題）が出題された。正確な本文の

読み取りと、国語の知識とをバランスよく問う出題である。 

論説文では、漢字の読み書き・外来語の問題（空所補充の選択式問題）・心情把握の問題（抜き出し）・文脈把握の問題

（空欄補充、指示内容の抜き出し問題）・内容把握の問題（選択式問題）・修辞の問題（比ゆの用例を問う選択式問題）・

慣用句の問題（選択式問題）・場面わけの問題（選択式問題）などが出題された。昨年は人気ブロガーによる軽妙な文体

の文章が採られたが、本年度も今日的な題材を扱った比較的読みやすい文章が出題された。日頃からあらゆる文体の文章

に慣れ親しんでおきたい。なお、２から解き始めて「創業」「評伝」「非難」の書き取りなど、得点源であるべき漢字の問

題で出鼻をくじかれた受験生もいるのではなかろうか。受験校に合わせた試験対策は必須だが、漢字や語句などの知識問

題については、最難関校向けの対策までこなし、磐石の備えをしておきたい。 

 ３の知識題は、日々の粘り強い取り組みの中で十分対策を取れるところなので、ぜひ満点を目指してもらいたい。 

■合格に向けての対策 

立命館宇治中学への対策として、前期テキスト『小６国語』で基本的な読解技術を習得し、後期の『中学入試問題集』

（茶本）の演習で基本的な問題には完璧に答えられる練習をすることが大切です。そして、それらのテキストに加えて「シ

ョートテスト」・「日曜練成講座」・「日曜進学教室」ほか、各種講座で多くの文章に触れ、しっかりとした読解力を身につ

けてください。 

そしてもう一つ大切なことは、語彙に関する問題への対応です。そのために必要なことは日常語に対する語彙力の強化

です。言葉の知識について確実に身につけるようにすることがまず大切で、普段の学習でわからなかったもの、知らなか

ったことについて復習することが何より求められます。これは一朝一夕の対策で出来るものではないので、外来語も含め

て、日々の生活の中で言葉に対するアンテナをしっかりと張り、自分の力として欲しいところです。また、読解に関して

はいわゆる難問をこなす必要はなく、基本的な演習を重視して進めることが大切です。 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

制限時間 50 分 50 分 50 分 

大問数 3 問 3 問 3 問 

小問数 23 問 24 問 25 問 

配点 120 点 120 点 120 点 

最高点 非公表 非公表 非公表 

受験者平均点 69.02 点 78.47 点 73.43 点 

合格者平均点 非公表 非公表 非公表 
※ 3 科受験は、国算理の合計点の 1.25 倍で判定。4科受験は、国算理

社の合計点か国算理の合計点の 1.25 倍の、どちらかのうち高い方で

判定。 



 

 

算数（A 日程） 入試分析

■今年の算数は！？ 

計算と小問で全体の７割強。これを取りきることが合格への最短ルート。 

■出題形式 

'18 年度から大問が 5問になっているが，小問数は毎年 20問で

変化はない。 

１は計算も'18年度より1問増え5問に。また昨年度（'19年度）

から逆算が復活している。 

２は独立小問で，今年度（'20年度）は7問。 

３～５は枝問が 2，3問の大問である。計算と独立小問は比較的

平易だが，大問３～５はやや難易度が高く，解きにくい問題が多

い。 

■出題内容 

１ 四則計算 

２ (1)約数・倍数  (2)消去算  (3)商品売買  (4)速さ  (5)相当算  (6)場合の数  (7)角度 

３ 仕事算 

４ 旅人算（ダイヤグラム） 

５ 立体図形（体積・表面積） 

１の計算は5問とも確実に得点したい。昨年度までは，4年連続して分配法則を利用して工夫する問題が出題されていたが，

今年は(4)で部分分数分解を使う問題が出題されている。２(1)は最大公約数，最小公倍数を求める問題。(2)は消去算。(3)は

商品売買。(4)は速さ。(5)は相当算。ここまでは受験生であれば何度も解いたことがある問題であろう。確実に得点しなけれ

ばならない。(6)は正方形を数える問題だが，丁寧に処理しても中々大変な問題である。いったんとばした方がよいだろう。(7)

は角度。等しい長さに注目し（印をつけ），二等辺三角形を見つければ解けるだろう。３は個数だけが与えられている売買の問

題で，仕事算の考え方で解くことができる。全体量を決め，単位量を求めておけば普通に解ける問題である。４はダイヤグラ

ムの練習をしていれば全部解けるだろう。ただし，文章をしっかり読んで条件を把握する必要がある。５は 3 方向（真上、真

正面、真横）からの投影図の問題。立体を想像する（見取り図にかき直す）ことは，それほど難しくはないだろう。また、見

取り図がかければ，(1)，(2)ともに十分解ける問題である。 

2020 年度は１，２の計算，小問集合で 13問ある。このうち 10問以上正解できれば，合格は間違いないであろう。３，４，

５も十分解ける問題であるが，時間配分に気をつけ，１，２の見直しにしっかり時間をかけたい。 

■合格に向けての対策 

まずは計算と独立小問で確実に 80％以上正解してください。２の独立小問では「速さ」，「整数の性質」，「比の利用」，「割合

（商品売買，濃度）」「平面図形」がよく出題されています。特に「速さ」は毎年のように出題されているので，しっかり練習

しておきましょう。また「整数の性質」は多くのパターンがありますが，基本事項をマスターしてしまえば確実に得点できる

ので，典型的な問題を速く正確に解けるようにしておきましょう。今年度は(1)，(2)，(3)，(4)，(5)までは，すべて入試問題

の基本レベルです。計算を合わせて 10問連続正解を目指しましょう。また，過去問を使い，問題の傾向をつかむのは大切です

が，基本レベルでよいので，幅広い単元の問題を解けるようにしておきましょう。 

３以降の大問はやや難易度が高く，得点しづらい問題が並ぶこともあります。ただし，各問題の(1)を正解できれば大丈夫な

ので，問題文をしっかり読んで整理する練習をつんでおくとよいでしょう。単元では「旅人算」が全年度で出題されており，

状況図はきちんとかけるようにしておかないといけません。また，ダイヤグラムはかけなくてもよいですが，あたえられたダ

イヤグラムを利用して解く練習は必要です。他には「比と平面図形」，「図形や点の移動」，「規則性」，「濃度」がよく出題され

ているので，それぞれ典型的なパターンをマスターした上で，過去問を使い練習しておきましょう。'15 年度を境に出題傾向

が変わってきています。計算と小問が増えているので，１，２をきちんと正解することが，より重要になってきています。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間 50分 50分 50分 

大問数 120点 120点 120点 

小問数 5問 5問 5問 

配点 20問 20問 20問 

最高点 非公表 非公表 非公表 

受験者平均点 75.45点 62.56点 72.52点 

合格者平均点 非公表 非公表 非公表 
※ 3 科受験は，国算理の合計点の 1.25 倍で判定。4 科受験は，国算理

社の合計点か国算理の合計点の1.25倍の，どちらかのうち高い方で判

定。 



 
理科（A 日程） 入試分析

■今年の理科は！？ 

基本レベルの問題を確実に解く力はもちろん，図や表を読み取るなど，知識をもとに考える力が必要！ 

■出題形式 

立命館宇治は理社合わせて 80 分の試験時間を取っており，2

教科にかける時間配分をしっかり考えて解き進めなければなら

ない学校である。 

例年大問数は 4 問で，順番は異なるが物理，化学，生物，地

学から 1問ずつの出題となっている。小問数はほぼ例年通りで，

今年度（'20 年度）は選択 9 問，用語解答 4 問，記述 3 問，計

算 13問の構成だった。計算問題の数が多くなると用語や記述解

答が減る傾向にある。 

受験者平均点は'18 年度 36.16 点→昨年度（'19 年度）37.35

点→今年度 45.18 点と，年々上昇傾向にあり，'17 年度～昨年度から比べると，今年度はうって変わって易化したことが窺え

る（本来の入試の姿に戻ったのではないだろうか）。 

■出題内容 

１ 地学 月の動きと満ち欠け 

２ 生物 植物のはたらき（光合成） 

３ 化学 気体の発生計算 

４ 物理 ばねの計算・てことばねの複合計算 

１ 月に関する問題。図や表から考察するものではあるが，最後の 2 問（(5)(6)）以外は通常授業で扱う内容である。(5)

は南半球での月の見え方についての正誤問題で，別単元である緯度と天体の運動を確実に理解していないと解けない問題。(6)

は満月の大きさが観察した日によって変わる理由についての自由記述問題（20字以内）で，近年よく聞くスーパームーンにつ

いて，その見え方の理由をどのような観点から説明するかが鍵となる。 

２ 植物の光合成の実験問題。実験内容をよく読み取り，考察する力が必要だが，前半はよく見る問題。全体としてもレベ

ルは基本。記述も 1問あるが定型記述である。 

 ３ 気体の発生計算で，通常授業内で基本問題として扱うものばかりである。成基学園の園生ならば，普通に正解できるレ

ベルの問題。 

４ 初めの 4 問は，ばねののびの基本計算。後半は，ばねとてこを組み合わせた複合計算であるが，これも，通常授業や日

進等で何度も解いたことのある問題となっている。 

全体的には，非常にとっつきやすい内容になっており，園生にとってはなじみのある問題が多かったのではなかろうか。 

■合格に向けての対策 

今年度は基本が確実に習得できているかを問う問題が多かったのですが，昨年度以前は基本の知識をいかに使って問題を解

くかということに重きをおいた問題が出題されたこともあります。これらのことから，来年度（'21 年度）の入試で求められ

る学力を鑑みると，内容を読み取り，さまざまな方法で表現する力を養うことは必須です。 

この表現する力については，特に記述問題に関しては，まず定型記述を一字一句異なることなく覚えることから始めてくだ

さい。どのように答えるかの基本となる骨格を定型記述から得た上で，さまざまな事象を簡潔に説明できる力を養っていく必

要があります。他にも，表の数値を見て考えるだけではなく，表の数値から読み取れる内容を書き出した上で考え，グラフを

かき，数値の変化の予測をするために，手を動かす訓練をしておく必要があります。なお，当たり前のことですが，計算問題

の基本は，ショートテストβのレベルで一通り網羅しておくことも必要です。 

過去問を解くにあたっては，'18 年度のように，多くの受験生にとって初見の問題となり，解けないものは解けない（答え

の出しかたがわからない）というものもあります。ただし，少しでも聞きかじったことがあるものであれば，答えを導き出す

努力をし続けることは大切なので，必ず解ききるようにしましょう。 

 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間 
80分 

（※理社） 

80分 

（※理社） 

80分 

（※理社）

大問数 4問 4問 4問 

小問数 30問 27問 33問 

配点 80点 80点 80点 

最高点 非公表 非公表 非公表 

受験者平均点 36.16点 37.35点 45.18点 

合格者平均点 非公表 非公表 非公表 
※ 3科受験は，国算理の合計点の1.25倍で判定。4科受験は，国算理社

の合計点か国算理の合計点の1.25倍の，どちらかのうち高い方で判定。

※ 理社 4科の場合は80分。3科の場合は40分。   



 

 

社会（A 日程） 入試分析

■今年の社会は！？ 

昨年度までと大きな変化なし。基礎基本を確実に解答することで合格点が取れる。 

■出題形式 

大問数は 4 問で昨年度（'19 年度）と変化なし。小問数は

記号選択 19問、用語 24問で計 43問、ここ数年の 40問前後

を踏襲。昨年度から記号選択が減り用語解答とほぼ半々。昨

年度は出題されなかった記述説明問題は、1問復活した。 

今年度（'20 年度）の平均点は 36.99 点/80 点で、昨年度

41.44 点/80 点から 4.45点減となった。 

■出題内容 

１ 地理・歴史 2019 年ラグビーワールドカップの開催地 

とその地域に関連する問題。 

２ 歴史 岩倉使節団に関する資料を見て答える問題。 

３ 公民・地理 孫と祖父の「ふるさと納税」に関する対話文を読んで答える問題。 

４ 歴史・地理 1964 年から 2020年までのオリンピック開催都市と開催国の一覧表を見て関連事項に答える問題。 

１ 開催地のうち、岩手県・北海道・静岡県に関する出題。「東日本大震災」「札幌市」「石狩川」を用語解答（漢字指定）。

リアス海岸である三陸海岸と同じ地形の海岸名「若狭湾」とリアス海岸の説明文をそれぞれ選択させる問題。水産加工関

連の円グラフを用いて、福島県が、「販路の不足・喪失・風評被害」の割合が高い理由を記述説明させる問題。岩手県平泉

にある世界遺産「中尊寺」を選択解答させる問題、「版籍奉還」（漢字指定）、「アイヌ民族」を用語解答させる問題。静岡

県の地図から、「浜名湖」と「伊豆半島」を用語解答させる問題。聖武天皇の行ったこと、飛鳥寺を建立した人物を選択解

答させる問題。徳川家の将軍とその将軍が行ったことの組み合わせを正誤解答させる問題。 

２ 岩倉使節団に含まれない「西郷隆盛」を選択解答、アメリカの首都「ワシントン」を選択解答、「日米修好通商条約」を

用語解答（漢字指定）させる問題。経路図を見て、岩倉使節団のたどった航路の順番を選択解答させる問題。「産業革命」

を用語解答（漢字指定）させる問題。 

３ 「ふるさと」を用語解答（ひらがな指定）、ふるさと納税を担当する「総務省」を選択解答させる問題。日本国憲法の三

大義務のうち「勤労の義務」を用語解答（漢字指定）させる問題。2017～2018 年のうち人口増加した7都県に含まれない

「青森県」を選択解答させる問題。ふるさと納税の返礼品リスト表から都道府県名と商品の正しい組み合わせを選択解答。

ぶどう・さくらんぼ・ももの都道府県別収穫量のグラフから「長野県」と「山形県」を用語解答させる問題。山梨県の地

図を用いて、果樹栽培に適した地形である「扇状地」を用語解答、地図の読み取りに関する文を選択解答させる問題。ふ

るさと納税制度の対象から外された「泉佐野市」を用語解答させる問題。 

４ 1964 年の東京オリンピック開催時の首相「池田勇人」を選択解答させる問題。アフリカ諸国が参加辞退したモントリオ

ールオリンピックの辞退理由となった南アフリカ共和国の「アパルトヘイト」を用語解答（カタカナ指定）させる問題。

同じく辞退の多かったモスクワオリンピックの辞退の原因となった紛争が起こった国「アフガニスタン」を選択解答させ

る問題。5つの開催都市の位置を示した地図から、あてはまらないものを選択解答させる問題。3つの都市の説明文と建造

物の写真からそれぞれの都市（「ギリシャ」「ロンドン」「バルセロナ」）を用語解答させ、その都市にある建造物の写真（「パ

ルテノン神殿」「ロンドン塔」「サグラダファミリア」）を選択解答させる問題。開催都市バルセロナ、シドニーの国名「ス

ペイン」と「オーストラリア」を用語解答させる問題。開催都市のうち首都ではない「リオデジャネイロ」、2024 年の開

催都市「パリ」をそれぞれ用語解答させる問題。 

■合格に向けての対策 

全体的に難問も見当たらず、基本的な問題が多い。問題数は 40問前後で、選択問題が半数程度であることから時間的にも余

裕をもって解答できます。用語解答問題に関しては「漢字指定」が多く、日ごろから漢字で解答できる力を身につけておいて

ください。地図や統計グラフ、統計表、歴史資料、写真などを使った出題も目立つので、地図上での位置、資料の読み取りに

慣れておくと良いでしょう。また、時事問題にからめて、今年度入試はラグビーワールドカップやふるさと納税に関する問題、

昨年に引き続きオリンピック開催地など関する問題がありましたが、例年、何かしら時事問題要素の入った問題が出されてい

ることから新聞やニュースなどに注目し、関心を持つようにしておくこと。また、来年度（'21 年度）も、簡単な記述説明が

求められる問題が 1～2問出題される可能性があるので、日ごろから自分の言葉で記述説明できるよう準備が必要です。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間 
80分 

（※理社） 

80分 

（※理社） 

80分 

（※理社） 

大問数 6問 4問 4問 

小問数 40問 41問 43問 

配点 80点 80点 80点 

最高点 非公表 非公表 非公表 

受験者平均点 45.68点 41.44点 36.99点 

合格者平均点 非公表 非公表 非公表 
※ 3科受験は，国算理の合計点の1.25倍で判定。4科受験は，国算理社の合

計点か国算理の合計点の1.25倍の，どちらかのうち高い方で判定。 

※ 理社 4科の場合は80分。3科の場合は40分。 
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