
 
国語（A 日程） 入試分析

■今年の国語は！？ 

日々の学習の成果が正しく試される良問 

■出題形式 

昨年度（'19年度）久しぶりに出題された独立単問扱いの知識問

題は今年度（'20年度）も第一問として最初に鎮座している。第二

問が説明的文章、第三問が文学的文章という並びも変わらない。

ただし近年、大学入試改革を見据えた入試問題の傾向の変化が各

校で見られるため、下手に傾向を固定して対策をとるよりも、ど

のような順番にどのような形式で尋ねられても実力が発揮できる

よう、しっかりとした入試対策を立てておきたい。'18年度の論説

文の出題では 2 つの文章を読み比べる形式で問われ、最後の小問

はその共通点をまとめることが求められた。また記述問題の字数

指定が増えたという点も特徴的であった。今年度は物語文の中の表現に対する 3 人の子どもたちが会話を題材とした読み取り

問題が出題された。形式的には見慣れないものであっても、問われるのは確かな読解力なので、落ち着いて問題と向き合えば

特別な対策は必要ない。ある程度解答できることが大前提となり、「国語の苦手な人がふるい落とされる」という結果になった

のではないだろうか。 

近年下降傾向にあった受験者平均点は'18 年度グッと落ち込んだが、昨年度満点が 120 点になったことで基礎的な知識を問

う問題が増えたこともあり、一気に跳ね上がったと考えられる。今年度平均点が下がったのはその揺り戻しであると考えられ

るが、基礎的な知識を問う第一問での取りこぼしが合否を分ける大きな要素ではないかと分析する。 

■出題内容 

第一問 知識題：漢字の読み書き・ことわざ・四字熟語 

第二問 論説文：『ウケる！大人の会話術』清水義範 約 4000字 朝日新聞出版 

第三問 物語文：『あかね色の風』あさのあつこ 約 9000 字 幻冬舎 

第一問は漢字の読み書き（「貯蔵」「複雑」「批評」「増す」「敗れる」）、ことわざと四字熟語に関する虫食い穴埋め問題が出題

された。1点配点でも 15点、2点配点なら 30点分にもなる。前述した通り、この第一問の得点をベースとなる点数として確実

に押さえられたかどうかが合格への布石だったようだ。 

第二問の論説文は、文章の読解に特化した出題で、内容把握（ぬき出し問題、40 字以内の記述式問題）・文脈把握（抜き出

し問題）が出題されている。出題文章は現代的なテーマながら平易で大変面白く、受験生の知的好奇心をくすぐる内容であっ

た。 

第三問の物語文は、中学入試ではおなじみのあさのあつこ作品からの出題。日進でも同じテーマの文章が出題されていたた

め、解きやすかっただろう。第三問は慣用句の問題（選択式問題）・修飾語の問題（空欄補充型選択式問題）・心情把握の問題

（選択式問題、ぬき出し問題、30 字以内記述式問題）・内容把握の問題（対話式空欄補充題）と、受験生の確かな読解力を試

すバラエティ豊かな小問群が並んでいる。 

■合格に向けての対策 

出題傾向や満点に多少の変化は見られても、立命館守山中学校の求めるベースとなる国語の力というのは一貫して変わって

いません。「本文を精読し求められた課題に臨機応変に対応する問題解決力」と「これまでの努力が計られるベーシックな知識」、

この両輪が評価の対象とります。過去問演習を通して、何を問われても大丈夫、という状態を作っておくことが望ましいです。

文学的文章、論理的文章のどちらにおいても難解な問題が混ざっていますが、時間配分に気を付け、選択問題や字数の少ない

抜き出し問題を丁寧に、ミスなく正解することを優先すべきだといえるでしょう。 

文章量自体は短くとも深い読み取りが求められるので、きっちりと時間を計って過去問などに取り組み、まずはスピードア

ップを意識して得点力のアップを目指してください。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間 50分 50分 50分 

大問数 2問 3問 3問 

小問数 21問 18問 16問 

配点 100点 120点 120点 

最高点 非公表 非公表 非公表 

受験者平均点 
AM 44.4点 

FS 49.2点 
72.7点 62.8点 

合格者平均点 非公表 非公表 非公表 

※ 4 科型 国・算・理・社の合計と（国・算・理の合計）×1.25 のい

ずれか高い方で判定。 
  3 科型 国・算・理または国・算・英での受験も可。 



 

 

算数（A 日程） 入試分析

■今年の算数は！？ 

差のつく良問ぞろい。 

■出題形式 

昨年度（'19年度）から国・算が 120点満点，理・社が 80点満

点のテストとなり，他校と同じような傾斜配点となった。 

大問数は6問で，第１問は四則計算 4問～5問，第２問は文章題

の小問集合4問～6問，第３問は図形の小問集合 3問～4問，第４

問～第６問は大問の中に2問～3問の問いがある。'15年度から現

在の形式となり，全ての日程で形式はほとんど変わらない。 

■出題内容 

第１問 (1)～(4)四則計算 

第２問 (1)長さの単位換算  (2)比例計算  (3)旅人算 

(4)相当算  (5)整数の性質  (5)場合の数 

第３問 (1)角度  (2)比と平面図形  (3)面積（おうぎ形） 

第４問 規則性（三角数・平方数） 

第５問 商品売買（多数売り） 

第６問 水量変化とグラフ 

第２問は文章題の独立小問群。(5)は合同な長方形の紙を，たて，横方向に1cmずつ重ねてつないでいき，最も小さい正方形

ができる場合を考える典型的な問題。1辺の長さが「30の倍数＋1」になることに気づいてほしいが，たとえ気づかなくても書

き出していけば十分に対応可能である。(6)は，整数を「2 と 3 の公倍数」「2 の倍数であるが 3 の倍数でない数」「3 の倍数で

あるが 2の倍数でない数」「2の倍数でも 3の倍数でもない数」の 4つに分類して考えるとよい。しかし，1から 9までの 9個

の整数について分類するだけなので，九九の答えの中にある 6の倍数に注目したほうが早く解けるだろう。 

第３問は図形の独立小問群。(3)は斜線部分を等積移動で1つのおうぎ形にすることが望ましい。 

第４問は 4 番目の図や 5 番目の図を自分でかいて，表の続きを作ってみるとよい。普段から三角数や平方数を意識している

受験生ならば，容易にその規則を見抜いたことと思う。 

第５問は多数売りの商品売買の問題。「1個あたりの利益」「利益の総額」「売り上げ」といった概念がしっかり身についてい

ないと苦しいだろう。(3)はこの手の問題ではありがちな「つるかめ算」になっていた。ここでは受験生の実力の差がはっきり

ついたのではないだろうか。 

第６問はしきりのある水そうをつかった水量変化とグラフの問題であるが，しきりの両側から水を入れるためかなりの難問

となっている。(1)が解ければ十分であろう。 

数年前と比べると受験生のレベルにそぐわない難問・奇問はかなり減って，“差のつく”素直な良問が増えた印象がある。 

■合格に向けての対策 

最近の算数の受験者平均点（得点率）は 50％程度で，今年度も 61.4点／120 点（51％）でした。入試倍率を考えれば全体の

半分を正解すれば合格には十分と言えます（ただし FTコース志望者は7割以上の正解が望ましい）。 

出題内容はオーソドックスな問題が大半を占めますが，過去には受験生のレベルを大きく逸脱した難問や奇問が当たり前の

ように出題されていました。よって，見たことがない問題が出てきたらいったんスルーして最後に回し，残り時間がなければ

手をつけなくても構いません。合格点はほかの問題で十分確保できるはずです。要するに，問題の取捨選択が合否の鍵をにぎ

ることになるでしょう。 

例年，第１問は計算問題が 4 問～5 問。標準的な問題ばかりなのでミスをせず得点源にしてください。分配法則などを用い

て工夫すべき計算は時々見られる程度です。 

第２問，第３問の小問集合では，“自分が取れる問題”をしっかり見極める力が重要です。そのためには，小６の後期で使う

教材『ラプラス』を繰り返し復習して，基本的な問題の訓練を重ねておいてください。ただし，解答が複雑な小数や分数にな

ることもあるのでここでもやはり確かな計算力が必要です。 

第４問以降は，例年ならば2問～3問の小問から構成されます。特に「立体図形」，「規則性」の出題が目立ちます。1つめの

小問だけでも正解できるようにしておきたいところです。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間 50分 50分 50分 

大問数 6問 6問 6問 

小問数 19問 20問 21問 

配点 100点 120点 120点 

最高点 非公表 非公表 非公表 

受験者平均点 
AM 50.0点 

FS 60.5点 
48.1点 61.4点 

合格者平均点 非公表 非公表 非公表 

※ 4 科型 国・算・理・社の合計と（国・算・理の合計）×1.25 のい

ずれか高い方で判定。 

  3科型 国・算・理または国・算・英での受験も可。 



 
理科（A 日程） 入試分析

■今年の理科は！？ 

ほとんどが標準レベルの出題！ 

■出題形式 

過去 5年間で見てみると，小問数が 45問前後と多い年もあった

が，今年度（'20 年度）は昨年度（'19年度）の形式と同じ大問 4

問，小問は 32 問とやや少なくなっている。小問内容は，選択 14

問，名称・用語記入 6問，数値（計算）8問，記述 2問，グラフ作

成1問であった。 

一昨年度（'18年度）は，アカデメイア（以降ＡＭ）とフロンテ

ィアサイエンス（以降ＦＳ）を分けての発表があり，受験者平均

点はＡＭ 53.7 点，ＦＳ61.8 点であった。昨年度と今年度は全受

験者平均点だけが発表されており，昨年度 42.9 点，今年度 50.7

点である 

 なお，昨年度より計算問題が 14問から 8問に，記述が 5問から 2問に減っている。これらにより，昨年度よりも平均点が高

くなったと考えられる。記述のレベルは，テキストで扱っている定型記述レベルなので，日頃学習した内容をしっかり書ける

ようにしておけば十分に対応できると思われる。 

■出題内容 

第１問 生物 人体(消化器系)・だ液のはたらき（対照実験） 

第２問 物理 光の性質・反射 

第３問 地学 地震計算(グラフ作図) 

第４問 化学 密度・浮き沈み 

 第１問 前半は消化器官の名称や消化管の選択，臓器のはたらきの選択，といった標準レベルの問題である。後半は，だ液

のはたらきを調べる対照実験についての問題。どの実験を比較すればよいかを選ぶといった標準問題もあったが，同じ実験を

行ったにも関わらず，結果が他と異なってしまったグループについて，その原因を選ぶという少し思考を要する選択問題もあ

った。  

第２問 光の反射について，反射光を選ぶ問題や角度を計算する問題，鏡にうつる物体を見られる場所はどこかを問う問題。

この大問につていては，いずれも標準レベルの問題。 

第３問 地震計算の標準レベルの問題。震源からの距離と初期微動継続時間の関係をグラフにする作図問題があった。また，

震源からの距離が大きいほどＳ波が届くまでの時間に余裕がある理由を，初期微動継続時間を根拠に記述する問題があり，初

期微動継続時間について理解できているかがポイントになった。また，用語解答として「緊急地震速報」が出題された。内容

的には通常授業で使用する『スーパーノート＋テキスト』レベルである。 

第４問 密度を使って金属の同定をする問題や同一の金属を選ぶ問題で，計算力が問われた。また，液体に対する浮き沈み

の結果から，物体や液体の密度の大小を問う問題があり，結果を正確に読み解く力が問われた。他の大問と比較するとやや難

易度が高い問題であった。 

■合格に向けての対策 

各分野から万遍なく出題されるため，広範囲の知識を付ける必要があります。知識単元については，細かな植物の名前や特

殊な用語を問う問題，奇抜な問題は出題されません。ただし，小５・６年の通常授業範囲の基本内容については，記述説明が

できるように日頃から訓練を行っておく必要があります。また，グラフをかく問題も頻出なので，グラフのかき方についても

意識しておく必要があります。 

学園の講義テキストの内容をしっかりと学習しておけば，確実に合格点は取れます。よって，難問にチャレンジするという

よりは，全ての単元で基本問題が確実に解けるかどうかという面を大切にし，学習に取り組んでください。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間 50分 40分 40分 

大問数 4問 4問 4問 

小問数 33問 35問 31問 

配点 100点 80点 80点 

最高点 非公表 非公表 非公表 

受験者平均点 
AM 53.7点 

FS 61.8点 
42.9点 50.7点 

合格者平均点 非公表 非公表 非公表 

※ 4 科型 国・算・理・社の合計と（国・算・理の合計）×1.25 のい

ずれか高い方で判定。 

  3科型 国・算・理または国・算・英での受験も可。 



 

 

社会（Ａ日程） 入試分析

■今年の社会は！？ 

昨年と大きな変化なし。基本問題中心で、記述解答は簡単に説明することが求められる。 

■出題形式 

今年度（'20年度）の大問数は5問で、例年通りで変化なし。小

問数も、3 年連続で 67 問。小問構成にいたっては、昨年度（'19

年度）とまったく同じで、記号・番号選択 35 問、用語 27 問、文

章記述 5 問。この文章記述解答が、各大問につき 1 問ずつ出題さ

れたところも、昨年度と同様。分野の内訳は地理分野が 28問、歴

史分野が 26 問、公民分野が 13 問で、地理と歴史の割合は、ほぼ

均等に出題されていた。 

なお、制限時間は昨年度から 40分となっている。 

■出題内容 

第１問 地理 8つの都道府県のかたちが書かれたカードを用いて、それぞれに関連した問いに答える問題。 

第２問 地理 農林水産業、工業、貿易をテーマに班ごとに調べ学習をした内容に関する問題。 

第３問 歴史 令和改元にともない、大化から大正までの元号がついたおもな歴史上の出来事に関する問題。 

第４問 歴史 日本と外国の関係に関する6枚のカードを用いて関連事項を問う問題。 

第５問 ＜政治＞日本国憲法にもとづく日本の政治に関する基本的事項を問う問題。 

第１問 北海道、青森県、東京都、長野県、三重県、山口県、愛媛県、熊本県の 8 都道府県より。アイヌ民族やねぶた祭、

瀬戸内しまなみ海道、カルデラ、水俣病などの用語を問う問題、グラフや雨温図の読み取り、地形図に関する問題など基本事

項が問われた。記述解答は、東京の市場への月別レタス出荷量のグラフを読み取り、レタス生産の特色を「気候」という語句

を用いて説明。 

第２問 地産地消を用語解答（漢字指定）、食品ロスの解決策を選択、農業従事者の課題をグラフから選択。林業の作業手順

から間伐を用語解答、森林のはたらきの正誤選択問題。太平洋側の海流の組み合わせを選択、栽培漁業を用語解答、漁港と水

揚げされる水産物を選択。石川県の伝統工芸品を選択、太平洋ベルトを用語解答。日本の輸出入額と輸出入品目のグラフから、

上位相手国と品目を選択。記述解答は、臨海部に工業地帯・地域が集中している理由を「原料」「工業製品」を用いて説明。 

第３問 大宝律令での租庸調・防人に関する正誤問題、令和の由来となった万葉集、承久の乱後の六波羅探題設置、応仁の

乱に関して足利義政、その他、倭寇、御家人、解体新書（漢字指定）、治安維持法などを用語解答。江戸時代の元禄文化の作

品の選択問題、江戸時代の改革を年代ごとに並べかえる問題、明治維新に関する正誤問題。記述解答は、安政の大獄で処罰さ

れた尊王攘夷派が反対した幕府の政策を「許可」という言葉を用いて説明。 

第４問 領事裁判権が撤廃された 1894 年と同じ年の出来事と関税自主権の回復に成功した時期を選択させる問題。ロシア革

命とシベリア出兵に関連し米騒動を用語解答、その後の原敬内閣成立を問う問題。南満州鉄道爆破事件の起こった場所を地図

から選択させる問題。原爆投下された広島を選択する問題。サンフランシスコ平和条約に関しての正誤問題、高度経済成長、

オイルショック、非核三原則を用語解答。ポーツマス条約の時期を選択させる問題。記述解答は、満州国建国が国際連盟に認

められなかった理由を説明。 

第５問 公布日である 11月 3日の現在の祝日名、天皇の国事行為に関する正誤選択問題と象徴を用語解答。日本国憲法の三

大原則のうち平和主義が第何条かを選択する問題。基本的人権の自由権のうち経済活動の自由を選択する問題。労働基本権の

うち、団結権を用語解答。三大義務のうち、納税の義務を用語解答（漢字指定）。2019 年実施の参議院議員選挙の改選数を選

択する問題。内閣不信任決議後の内閣の動きを問う問題。三権分立に関して、司法権と違憲立法審査権を用語解答。 

2019 年開催された G20 サミットの開催都市を選択する問題。記述解答は、憲法改正の発議後に国民投票が実施される理由を

「反映」という語句を用いて説明。 

■合格に向けての対策 

全分野からまんべんなく重要な基本用語が問われているので、一問一答などで確実に定着させてください。地図やグラフな

どの統計資料・歴史資料・年表を使った問題が多いことから、地図帳や資料集の活用を心がける必要があります。また、漢字

指定は例年 3～4問出題されているので、漢字で覚えることも意識すると良いでしょう。国政選挙、Ｇ２０サミットなど時事的

な出題もあるので、大きなニュースも確認してください。歴史については、年号を覚えていれば解ける問題が多いので配布さ

れる年号カードを利用しましょう。記述解答は、ほとんどが、用語の意味や説明を求められるものであるため、常日頃から意

味を理解しつつ覚えるよう意識して学習してください。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間 50 分 40分 40分 

大問数 5 問 5問 5問 

小問数 67 問 67問 67問 

配点 100点 80点 80点 

最高点 非公表 非公表 非公表 

受験者平均点 
AM 62.8点 

FS 68.6点 
44.6点 44.5点 

合格者平均点 非公表 非公表 非公表 
※ 4 科型 国・算・理・社の合計と（国・算・理の合計）×1.25 のい

ずれか高い方で判定。 

  3科型 国・算・理または国・算・英での受験も可。 
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