
 
国語 入試分析

■今年の国語は！？ 

昨年とほぼ同様の形式で出題。平均点も例年並み。 

■出題形式 

昨年度（'19年度）とほぼ同様の形式、問題数であった。大問一・

大問二が物語・随筆（昨年は論説）の順で出題され、昨年度と比

べると文字数が若干減ったものの大きな差はない。例年知識問題

が大問三で出題される。毎年違った内容のものとなり、難易度に

も差があるが、受験生の間で大きな差につながる内容ではない。

過去三年は漢字がトータルで 10 問出題されており、今年度（'20

年度）も同数の出題であった。記述については毎年 30字から 100

字程度のものが 5 問ほど出題されるが、総数は 300 字前後と一定

している。ただ昨年度、今年度と二年続けて 100 字の記述が一問

ずつ出題されている。100字という字数にひるまずに記述する姿勢が求められる。 

■出題内容 

一 物語文：『淀川八景』藤野恵美 約 3700 字 文藝春秋 

二 随筆文：『知の体力』永田和宏 約 2800 字 新潮新書 

三 知識問題 俳句に語句を補充する問題 

 一 淀川を舞台とした、藤野恵美の短編集からの一編。いじめを受けている少年を助けようと、護身術を教えようとする主

人公が、人によってそれぞれの価値観が違うことに気づいていく物語である。漢字や語句の意味は標準的なレベルといえる。

語句の意味を答える問題では「ここでの意味」つまり、文章中で使われている意味を聞いているので、たとえ知らない語句で

あっても前後の文脈から判断できるものもある。記述は内容説明（30字以内）、心情説明（70字以内）、行動の理由を説明させ

る問題（100 字以内）が出題されている。聞かれている内容はそれほど難解ではなく、何を答えるべきか把握したうえで記述

すれば得点につなげられる問題である。例年通り、物語文の問題の最後には表現上読み取れる内容を聞く選択肢の問題が出題

されたが、慎重に答えないと誤答する可能性が高く比較的厄介な問題である。 

 二 直筆の手紙とメールや SNS といった現代の通信ツールとの対比を描いた、永田和宏氏による随筆である。漢字と接続語

の問題は標準的であり、ここで多く失点すると合格は難しい。漢字は若干難しめだが、間違いは最低でも 2 問以内におさめた

い。記述では筆者の主張の根拠（60 字以内）、内容説明（80 字以内）の 2 問。いずれも本文の表現を使い十分に答えられる問

題である。しかし、記述に苦手意識を持っているような男子にとっては訓練が必要な問題であろう。本校の合格を目指す受験

生であれば、しっかりと練習して得点につなげて欲しい内容とレベルである。内容を問う選択肢の問題は本文にも明確な根拠

があり、得点したい問題である。 

 三 俳句に「帳面」「遠音」といった二字熟語を入れる問題。芭蕉、一茶、良寛、蕪村といった有名な俳人の作品ばかりだが、

もともとの作品を知っていて答える受験生は少ないだろう。むしろ前後から判断して答えるべき問題である。 

■合格に向けての対策 

難関校といえども漢字・知識問題といった基礎学力の問題ではしっかりと得点したいところです。難関校を突破する受験生

は必ずしも難しい問題を解くことで得点しているわけではなく、基本的な問題を短時間で確実に得点につなげる力を持ってい

ます。書き取りについては画数の多い複雑な漢字が出題されることはなく、「律する」「興じる」など漢字そのものは知ってい

るはずなのに、こういう形で出題されるとなかなか書けないものが中心です。「手提げ」〇「手下げ」×、「回想」〇「回送」

×、「心臓」〇「心蔵」×など、同音・同訓異字がねらわれます。漢字を覚える際には、読み・形だけでなく意味・使われ方ま

で注意して学習することが大切です。大問三については毎年内容が変わるので、山を張るような勉強法ではなく、慣用句・こ

とわざ・同義語・対義語・四字熟語・季語などで、基本的なもの＝受験生として差をつけられないレベルのものをきちんと準

備する必要があります。読解問題については、内容的に難解で手も足もでないというもではありません。したがって、多少難

しい語句があっても前後からその意味を判断しながら読み解く力を養ってください。記述の出来が合否を左右することになり

ますが、記述に対して苦手意識を持っている受験生は、まずそれを払拭し、書いてみることから始めるべきです。あとは、何

を答えるべきか、そのために本文のどの部分を利用すべきか、そして語句のつながりや表現がおかしくないかをチェックする

力を養ってください。具体的には、まず答えを書くことと自分の答えの模範解答の相違はどこなのか、どうしてその違いが出

てきたのかを考える作業が必要です。日進の答案も記述のどの部分が減点の対象なのか、何を書くべきで何を書く必要がなか

ったのかを考えて復習してください。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間 60分 60分 60分 

大問数 3問 3問 3問 

小問数 15問 14問 13問※ 

配点 120点 120点 120点 

最高点 90点 109点 99点 

受験者平均点 63.1点 75.9点 72.9点 

合格者平均点 67.9点 84.3点 79.6点 
※ 大問三の俳句に関する語句の問題は5問を1小問としてカウント。

※ Ⅰ型（4科） ①4科目の合計点 ②国・算・理の合計×1.25  

③国・算・社の合計×1.25 ①～③の最高点で判定 

Ⅱ型（3科） Ⅰ型の②と同様     



 

 

算数 入試分析

■今年の算数は！？ 

問題用紙が 2枚→3枚に！ 大問１に【計算欄】ができた。 

■出題形式 

今年度（'20 年度）は久しぶりに変化があった。大問１の計算

以外の各小問に，新たに【計算欄】がつけられた。そのせいか問

題用紙が従来の2枚から 3枚に増えている。 

全体の構成や問題数そのものに大きな変化はなく，どの問いに

も余白が増えた格好になっている。 

一方で，答えのほかに式や求め方を記入させる記述型の小問が

これまで毎年必ず 1問あったが，今年度は無くなっていた。 

■出題内容 

１ (1)計算（連分数）  (2)角度  (3)場合の数  (4)過不足算  (5)比と平面図形（相似利用） 

２ 速さの問題（円周上の点の移動）   ３ 規則性（数表）   ４ 立体図形の切断（立方体のくり抜き） 

５ 通過算と平面図形（相似）の融合問題 

 １の(4)は答えに範囲のある過不足算で，受験生なら必ず解いたことがあるはず。「4 部屋余る」の解釈を間違えないように

したい。(5)は3辺の比が 3：4：5の直角三角形が重なった問題で，図にある三角形はすべてもとの直角三角形と相似であるこ

とを利用する。1 枚目の中では一番難しい問題であった。 ２は円周上を 2 点が移動する，極めてよくある問題。角速度に変

換して解くのもよいだろう。(3)は速さの比が使えることに気付けば意外とたやすい。 ３の数表問題は「三角数」がカギにな

る。微妙なところは部分的に整数を記入して求めればよい。 ４は，立方体の 2 方向から三角形や正方形の穴をあけてできる

立体に関する問題。「切断」が苦手でも標準的な空間把握能力があれば，重なった部分の立体は容易に思い描くことができる。

(2)で重なりの立体の見取り図をかかせる問いは，一見新鮮な感じもするが，単に「正四角すい」をかくだけなので特に警戒す

るまでもない。 ４まではどちらかと言うとスタンダードな典型問題が続き，過去の大阪星光の問題と比べても易しい部類に

入ると言えよう。今回受験者平均点が跳ね上がったのも無理はない。しかし，最後の５は，「ようやく本領発揮か！」という気

合の入った問題になっている。通過算の要素と“点光源”的な相似処理の要素が融合した難問であった。ただし，最後まで解

けなくても合否には影響なかったと思われる。 

最後に，今年度新たにできた１の【計算欄】について。問題文の冒頭に「途中の計算などを【計算欄】に書いてもかまいま

せん。」という注意書きがある。（学校の HPにて発表されている。以下抜粋） 

【目 的】数学的には理解できているにもかかわらず、計算間違いで大きく失点することを緩和し、数学的な力のある受験

生がより高い得点をとることができるようにする。 

【変更点】① １の小問集合に「【計算欄】」を設けることで、今まで余白スペースや裏面に書いていた途中式、図を【計算

欄】に書くことができるようにする。【計算欄】は答が間違っていた場合に、部分点の参考にすることがある。 

② ①の結果、問題用紙が3枚となることがある。 

答えが正しければ得点に影響はないと思われる。しかし，不正解だった場合に部分点をもらえる可能性があるので，式や考

え方を見やすく整えて書く練習はしておくべきであろう。 

■合格に向けての対策 

もともと図形問題偏重の傾向が見られる学校であり，以前は全体の半分弱が図形問題でした。しかし，この数年はやや減り

つつあります。ただし，他校と比較すると図形の出題割合は高いので，まずは図形対策からしっかりやってください。 

平面図形では「面積」，「比と平面図形（特に相似）」や「移動系の問題」などが頻出です。立体図形では「水そう問題」（近

年では'12 年度，'15 年度，'17 年度，昨年度（'19 年度））が目立ちます。また，点光源（'13 年度），立体の切断（'09 年度，

'10 年度，'18 年度，今年度），反射（'10 年度，'15 年度）といった他の難関校でもよく見られる分野からの出題もあるため，

高度な解法もしっかり身につけておいてください。文章題は，最近では相当算や倍数算，ニュートン算といった比や割合に関

する問題も多く見られます。これらの問題の難度は高くないので得点源にしたい分野です。速さに関する問題は，近年では'14

年度，昨年度を除いて大問で 1 問は出題されています。今年度のように，図形上の動点の問題として図形問題と絡めることも

ままあるので，対策を立てておきましょう。整数の性質，場合の数，規則性といった数関係の問題は，最後の小問が超難問に

なっているケースも多くあります。ただし，(1)，(2)あたりは基本事項や公式，ルールの確認で簡単なことが多いので，途中

まできちんと解き，時間がかかる最後の小問は思い切って捨てることも賢明です。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間 60分 60分 60分 

大問数 5問 5問 5問 

小問数 17問 23問 20問 

配点 120点 120点 120点 

最高点 120点 118点 113点 

受験者平均点 68.3点 55.6点 68.4点 

合格者平均点 88.3点 74.8点 82.2点 
※Ⅰ型（4科） ①4科目の合計点 ②国・算・理の合計×1.25 

③国・算・社の合計×1.25 ①～③の最高点で判定 

Ⅱ型（3科） Ⅰ型の②と同様  



 
理科 入試分析

■今年の理科は！？ 

苦手単元の存在は絶対 NG。その上で例年通り「算数力勝負」！ 

■出題形式 

 大問数，小問数（完答問題の解答欄数を含めると），過年度と比

べて傾向の変化は，一切ないと断言しても過言ではない。 

 大問数は 4 問。比較的解きやすい生物・地学が 1 問ずつ，最難

関レベルの条件整理や思考・計算力が求められる物理・化学が 1

問ずつある。分野的な出題順はその年によって多少変動するが，

最も難しい問題は必ず最後の大問にあるので，前から順に解いて

ゆけば良いという構成が続いている。 

 小問数は約 40問。制限時間が 40分なので，知識問題を1問 20

～30秒，思考・計算問題を1問 1～2分で解くことが理想とされる。ただし，見直しをする時間はほぼないと考えて良い。 

 西暦の奇数年は平均点が高目，偶数年は低目という傾向が続いていたが，今年度（'20年度）は'19年度とほぼ同じ受験者平

均点と合格者平均点になった。合格者平均点は受験者平均点より 5～8点ほど高いが，この原因は間違いなく後半の計算問題で

ある。勝敗を決める算数力を十二分に鍛え，理科で 8割（64点）をキープすることで「合格安全圏」に辿り着くことができる。 

■出題内容 

１ 地学 太陽・月・季節と星座 

２ 化学 溶解度計算・中和計算 

３ 生物 種子のつくり・植物の発芽と生長・対照実験 

４ 物理 光の性質・光速測定実験 

 １ 地球から見たときに太陽と月が同じ大きさに見える理由，満月になる度に月食が起きない理由，月の角速度計算，星の

年周運動計算などの標準レベルの問題が出題された。記号選択問題なので，容易く解くことができる。 

 ２ 前半はテンプレート通りの溶解度計算。しかし答えが割り切れないので迅速かつ正確な計算力が求められる。後半は塩

酸と水酸化ナトリウム水溶液を用いた中和計算。これも基本的な計算で，間違いは許されないレベルであった。 

 ３ 実験結果がまとめられた表から，インゲンマメとカイワレダイコンの発芽や成長に関する情報を読み取っていく問題。

成基学園ではインゲンマメとイネの発芽実験を５年生以降何度も扱っており，カイワレダイコンの発芽条件がイネとほぼ

同じであることに気が付けば，ストレスをほとんど感じることなく解くことができたであろう。 

 ４ イタリアの科学者ガリレオ・ガリレイと，フランスの科学者フーコーが光の速さを測定しようとした実験数値を計算で

求めていく問題。後半については算数の「反射」の単元である。反射面が回転するので，入射角と反射角がどのように変

化するのかを把握すれば，問題を解くことができる。ガリレオ・ガリレイの業績としてふさわしくないものとして「宇宙

にはブラックホールが存在することを予言した。」というものを選ばせる問題がある。2019 年 4 月に初めて電波望遠鏡に

よるブラックホールの撮影に成功したことがニュースになったので，ある意味時事問題である。 

■合格に向けての対策 

 大阪星光学院の入試では，「理科で優位に立つ」ことはほとんどできませんが，「理科で不利になる」ことは絶対に避けなけ

ればなりません。よって，合格に向けての対策は全ての単元で「苦手がない状態にしておく。」ことと，「限りなく幅広い範囲

で練習を積む。」ことです。「今習っている単元を絶対に疎かにしない。」ことを最優先として，以下①～④の事柄を仕上げてい

ってください。 

 ① 苦手単元の克服。ショートテストαで 90点以上を取れない単元を夏休み明けまでになくすこと。 

 ② 赤本『大阪星光学院中の理科 20年』を購入し，メンター（講師）の指示の元，早い段階から解き進めていくこと。 

 ③ 日進ウルトラの問題を復習で完璧に仕上げること。 

④ 洛星中，洛南高等学校附属中，西大和学園中，高槻中，四天王寺中などの過去問で練習量を積むこと。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間 40分 40分 40分 

大問数 4問 4問 4問 

小問数 39問 45問 38問 

配点 80点 80点 80点 

最高点 80点 72点 75点 

受験者平均点 60.3点 52.4点 53.9点 

合格者平均点 68.3点 57.1点 58.8点 
※Ⅰ型（4科）  ①4科目の合計点 ②国・算・理の合計×1.25  

③国・算・社の合計×1.25 ①～③の最高点で判定 

Ⅱ型（3科） Ⅰ型の②と同様   



 

 

社会 入試分析

■今年の社会は！？ 

例年通りの高得点勝負「社会を学習していて良かった」 

■出題形式 

大問は、１が地理中心、２が歴史中心の 2 問構成でここ数年、

変化がない。政治・公民分野だけで大問が構成されることはなく、

小問での出題数も少ない。過去 3年の比較では、6問→2問→8問

となっている。小問数は 50問前後で推移しており、地理分野の資

料分析に戸惑わなければ、解答時間は比較的余裕がある。 

 解答形式は、記号解答が 27問、用語解答が17問出題された。 

漢字指定は出題されることが少なく、今年度（'20年度）は2問出

題された。また、ひらがな指定、カタカナ指定がそれぞれ 1 問出

題された。今年度は出題されなかったが，昨年度（'19年度）入試では計算問題や短文記述問題も出題されている。 

右上表の通り、過去 3 年間の合格者平均点の推移から、Ⅰ型を選択した受験生の努力が報われる結果となっている。3 分野

の構成割合は地理と歴史がそれぞれ約4割、政治と公民が約 2割となることが多い。 

■出題内容 

１ 地理中心 「水資源」を題材とした総合問題。 

２ 歴史中心 「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」を題材とした総合問題。 

１ 地理分野では、資料の読み取りが鍵になる。取り上げられた資料は「電化製品の普及率」「発電電力量（水力、太陽光、

風力、地熱）」「日本の輸入相手先（小麦、木材、鉄鉱石）」「工業別生産額上位の都道府県（自動車、食料品、電気機械器具、

石油・石炭製品）」「国土面積における森林、牧場、耕地の国別割合（日本、アメリカ、オーストラリア、ブラジル）」「家畜の

都道府県別飼育数」と多岐に渡っており、問題の読解力や暗記に頼らない知識を基にした思考力が試されている。 

２ 歴史分野では、教科書には書いていない詳しい内容を問う問題が出題されることもあったが、ここ 3 年間は、教科書に

記載されている内容（とは言っても、本文だけでなく、欄外の注やコラムなど細かい点ではある）が中心となっており、普段

から社会に対し興味を持って学習している（それぞれの出来事における背景や根拠などを理解している）生徒であれば 9 割以

上の正答も十分考えられる問題であった。ただ、易化しているとはいえ、やや答えにくい用語も問われることがある（例：'18

年度「蘭学事始」、昨年度「渋染一揆」など）ので次年度（'21 年度）以降も注意が必要である。公民分野では、例年「日本

国憲法」からの出題が多い。また、生活と関係のある内容（例：今年度「ユニバーサルデザインやバリアフリーと関係のない

もの」「日本の祝日」など）や学校の教科書にあるやや難しい用語が出題される傾向がある（例：'16 年度「BOD（＝川などの

よごれの程度を表す値のこと）」など）。 

■合格に向けての対策 

特徴として、特に正誤問題では細かな知識が必要になってきますが、多くは学校の教科書に記載されている内容であること

です（例えば、１問 13 の世界の国々の食文化、難しそうに見えるが２問３(3)の選択肢の「勧進相撲」など）。したがって、

学校の教科書を活用し、本文だけでなく、欄外の内容などいろいろな知識を吸収していくことを心がけてください。このよう

な特徴から、他教科よりも比較的点数が取りやすい教科だともいえます。なお、漢字指定の問題は少ないのですが、学校の教

科書に漢字で書かれている語句や人物名は基本的に漢字で書けるようにしておきましょう。 

地理分野については、データ・統計を用いた問題が頻出であるため、『日本のすがた（ 新版）』を使った学習は欠かせませ

ん。実際の地形図を用いた問題が出題されることも多いので，過去問や他の難関校の問題で慣れておく必要があります。また、

10字程度の短文記述が出題されることもあるので、物事の理由が説明できるように思考力や表現力を養っておくべきです。 

歴史分野については、年代並び替え問題が出題されることが多いので、できごとの「流れ」を意識した学習を進めてくださ

い。そのためには年表を使った学習が効果的です。資料を使った出題も多いので、『歴史資料』を使い、普段から様々な内容に

目を通しておいてください。 

次年度（'21 年度）以降の対策として、『古今東西』『日本のすがた』『歴史資料』『公民資料』等で、基本的知識を身につけ

ることは当然のことですが、それだけでは十分ではなく過去問を多くこなす必要があります。加えて、現代用語に慣れるため、

日常からニュースを見て、語句の意味をしっかりとおさえておくとともに、身のまわりの生活環境にも意識した学習を心がけ

てください。そして，傾向分析されたメンターの授業で、ポイントをしっかり学ぶことが必要です。大阪星光学院中学の社会

は、日々の通常授業を基本に、特訓講座等での実践的な問題演習をこなしていくことで、対策が可能です。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間 40 分 40分 40分 

大問数 2 問 2問 2問 

小問数 51 問 47問 44問 

配点 80 点 80点 80点 

合格者 高点 76 点 78点 77点 

受験者平均点 57.7点 60.5点 59.3点 

合格者平均点 61.9点 64.6点 63.5点 
※Ⅰ型（4科）  ①4科目の合計点 ②国・算・理の合計×1.25  

③国・算・社の合計×1.25 ①～③の 高点で判定 

Ⅱ型（3科） Ⅰ型の②と同様  
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