
 
国語（表現Ⅰの問題） 入試分析

■今年の国語は！？ 

公立中高一貫校を意識した出題形式が継続 

■出題形式 

大問 1 問（［二］）、小問 8 題。すべて記述で答える形式

という点に変化はない。設問の特徴を一言で言えば、記述

ということに尽きる（12年間選択問題の出題はない）。昨

年度（'19年度）は、10字～15字程度のぬき出し問題が複

数あったが、今年度（'20 年度）は書かされる文字数が全

体的に増えたことで、昨年度より負担が増え時間もかかっ

たと思われる。そのため、受験者平均点、合格者最高点な

どが昨年に比べて下がったと思われる。 

■出題内容 

［二］ 『学ぶことの根拠』 小林 康夫 約 2800 字 ちくまプリマー新書 

 2015 年に出版された「何のために『学ぶ』のか：〈中学生からの大学講義〉」桐光学園とちくまプリマー新書編集部との共著

シリーズの第 1 巻からの出題。中学受験でもおなじみの著者である外山滋比古、茂木健一郎、本川達雄、鷲田清一等、複数の

著者による短編集であることから、'16 年度以降、多くの中学で出題され続けている本である。本文の語注が多く、昨年度に

比べると文章そのものが読みにくかったのではないかと思われる。設問については、問１漢字書き取り 5 問は標準的なレベル

で例年どおり。問２は 40 字程度、問３は 45 字程度、問５は 40 字以内と、「本文ぬき出し」や「本文のことばを利用して」な

ど出題形式の違いはあるものの書かなければならない字数は昨年度に比べて増えている。字数指定がないために行数からおよ

その字数を推測して記述しなければならない問題も毎年 2 問～3 問が出題され続けている。また、問８では公立中高一貫校を

中心によく出題される、写真と複数の先生と生徒の会話を読み取って答えるという形式の問題。「①本文で筆者が述べている内

容と会話文の共通点を説明する」、「②会話文の空欄部分を自分で考えて書く」という 2 つの設問形式は公立中高一貫校の王道

とも言えるもので、おそらく、出題者もこれらを意図して作成されていることと思われる。筆者の考えをまとめたり、それを

踏まえた上で比較したりする問題は難度が高く、全体を読み取れていなければ答えられない。ただ本文をぬき出してつなげれ

ばいいというレベルではなく、自分で考えて再構築してから、文字数に合わせてまとめあげて説明する力が必要である。 

■合格に向けての対策 

今年度の特徴としては、表現Ⅰの合格者最低点が、男子＝53 点（昨年度 54 点）、女子＝52 点（昨年度 64 点）と、男女の差

が 1 点に縮まったことです。ただし、どんな出題内容であっても、男女ともに 6 割以上を目指して得点する必要があると考え

て準備しておくようにするべきでしょう。文章の種類は、従来、物語と随筆が交互に出題される傾向にありましたが、直近の

6 年間は物語の出題がないという点も、公立中高一貫校の入試と同様の傾向です。近畿圏の公立中高一貫校の出題文章も論説

文が主流であるため、論説文の流れは続くと思われます。対策としては、漢字 5 問は確実に得点することはもちろん、その上

で、論説文の「読み取り」とそれに対する「記述」に力を入れることが必要です。また、ここ数年続いている会話文を使った

出題形式に対しては、京都公立中高一貫中学校の過去問を利用した受検対策が有効です。現時点で記述解答が苦手だという人

は、まずは字数の少ない 20字程度の記述問題から取り組み、記述で答えることの抵抗感をなくして、徐々に長い記述問題に対

応できるように取り組んでいくと良いでしょう。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間（表現Ⅰ） 60分 60分 60分 

配点（表現Ⅰ） 不明 不明 不明 

大問数 

（国語分野） 
1問 1問 1問 

小問数 

（国語分野） 
7問 5問 8問 

表現Ⅰ 男子／女子 男子／女子 男子／女子

合格者最高点 88／90 89／93 84／87 

受験者平均点 59.0／61.9 62.8／66.3 56.0／59.8

合格者平均点 70.4／76.2 74.2／78.2 69.1／71.2



 
算数（表現Ⅱの問題） 入試分析

■今年の算数は！？ 

後半を確実に取りきりたい。 

■出題形式 

表現Ⅱは，算数と理科の出題順こそランダムになっては

いるが，大問ごとに算数分野と理科分野に明確に分かれて

いる。他の国立附属系中学校で散見されるような，算数理

科の融合型問題や，大問と見せかけてその中身は実は独立

した様々な小問の集合体であるといったやや不自然な出

題形式も無い。例年，算数の大問は 4問であり，今年度（'20

年度）は［１］，［２］が理科で，［３］，［４］，［５］，［６］

が算数であった。算数分野の配点はおよそ 70％と思われる。

また，形式，内容共に，「適性検査」ではあるものの，い

わゆる公立中高一貫校の検査問題ではなく，私立中学校の入試問題に傾向が近いといえる。実際，他の私立中学校の入試問題

と酷似した問題も多い。ただし，ほぼ全問が記述式である点とコンパスの使用が必要である点がやや独特ではある。 

■出題内容 

［３］ 平面図形(角度と反射) 

［４］ 数の性質・規則性(３進法) 

［５］ 立体図形(回転体)  

［６］ 速さ（２つの列車の距離を表すグラフ） 

［３］は反射角を考える問題で(1)(2)は易しい。ただし途中の式や考え方も書く必要があるので，少しやりにくさはあるか

もしれない。(3)は跳ね返る回数を調べる問題。反射角が小さくなり壁と平行となることを説明する必要がある。答えを出すこ

と自体は難しくないが，説明が求められることにより，難しい問題となっている。 ［４］は私立中学校の入試でたまに見か

ける 3進法の問題。何となく解くことができる受験生も多いが，説明をしながら解くとなると難易度はぐっと上がる。特に(3)

は，ある条件を満たすと必ず 5 の倍数になることを説明させる問題であるが，数の成り立ちについて正確な理解をしていなけ

ればこの問題を解くのは難しい。数の性質の本質を問われている良問。 ［５］は典型的な回転体の問題。どのような図形が

できるかを記しておけば，あとは式のみの説明で対応ができるため，非常に易しい。短時間で解く必要あり。 ［６］は，2

つの乗り物（自動車？）の距離と時間の関係を表すグラフが与えられる問題。私立難関校で頻出のパターンであり，グラフが

折れ曲がるところに注目し状況を把握することが必要である。リード文の読み落としがなければ状況把握はそれほど難しいも

のではなく，(3)までは簡単に解くことができる。(4)も状況を丁寧に調べていけば最後の処理は旅人算を利用するだけの問題

である。合格者の多くは(4)まで解き切ったものと思われる。なお，今年度は作図及びコンパス使用問題が出題されなかった。 

「算数で点数差がつくことが予想されるので，算数中心で学習していく必要がある。」…これは，昨年度（'19年度）の本資

料からの引用であるが，受験者平均と合格者平均の差が男子 21.8 点，女子 26.5 点と，やはり表現Ⅱで大きく差がつく結果と

なった。原因として，独立小問集合がないこと，難易度が中程度の大問が並んだことが考えられる。解けなくても差がつかな

い問題がなかったため，大問を丸ごと落としたり，完答できる大問が無かったりした受験生にとっては厳しい結果となったで

あろう。 

■合格に向けての対策 

メイン教材そのものとしては私立中学対策のものを流用して構いませんが，学習の際には，公式，テクニック，結果の暗記

に頼ることなく，思考力を身につけることを意識しておきましょう。暗記すべきは，正解への道筋ではなく，正解への道筋を

試行錯誤しながら見つけ出す手段です。そうすることで，今年度は出題されませんでしたが，頻出の規則性の問題に対しての

対応も可能となります。 

日々の学習の際，自力では解けなかったが解説を見たり先生に質問したりすることで，解けるようになった問題のうち，①

一手目が分からなかったが，一手目が分かれば残りはすらすら解けた問題，②前半はすらすら解けたが後半で解き方が分から

なくなった問題，これこそが適性検査当日に大きく差がつく問題です。手も足も出なかった難問ではなく，解けそうで解けな

かった問題こそ何度も復習してできるようになってほしいと思います。そのときに，解き方を丁寧に書くように心掛けていき

ましょう。そうすることで自ずと記述・説明をする力はついてくるものです。 

もちろん，この学校特有の記述問題やコンパスの練習も必要ですが，まずはしっかりとした下地を身につけ，問題を解ける

ようにすることこそが合格への近道となります。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間（表現Ⅱ） 60分 60分 60分 

配点（表現Ⅱ） 100点 100点 100点 

大問数 

（算数分野） 
4問 4問 4問 

小問数 

（算数分野） 
9問 10問 11問 

（表現Ⅱ） 男子/女子 男子/女子 男子/女子 

最高点 93/93 93/86 98/98 

受験者平均点 58.2/55.4 50.5/50.0 54.3/52.9 

合格者平均点 73.9/76.8 67.4/70.9 76.1/79.4 



 
理科（表現Ⅱの問題） 入試分析

■今年の理科は！？ 

基礎定着度と記述力のみで決まる「いつもの」奈良女理科！ 

■出題形式 

 大問や小問の数は例年通りで変化がなく，表現Ⅱの全大

問中 2問，すなわち約3割であった。 

 学校でもよく扱われる（もちろん成基学園でも扱ってい

る）メダカに関する実験考察問題と，てこに関する説明が

必要な計算問題が出題された。単純な知識問題は一切なく，

まさに文章「表現」力を問う理科的分野の出題である。 

 受験者平均点と合格者平均点で約 25 点の解離がみられ

たが，この多くは算数的分野によるものであると推測され

る。 

■出題内容 

１ 生物 メダカ 

２ 生物 てこ 

 １ 水槽にメダカを入れ，水槽の周囲を白紙・白黒縦縞模様紙・白黒横縞模様紙などで囲み，紙を回転させたときにメダカ

がどのような泳ぎ方をするのかを考察し，記述する問題。(1)では「実験の際にすべての水槽で同じにしなければならない

条件を 3 つ答える」問題が出題された。このパターンが奈良女頻出で，実験結果ではなく実験前の知識を問われるのであ

る。(2)，(3)ではリード文中の実験結果から「メダカが見て周囲の景色が変わらないように泳ぐ」ことに気づいて記述し

ていく問題であるが，成基学園生であれば，これらの知識が事前にある状態で入試本番に臨むことができたであろう。あ

とは記述力（表現力）勝負である。 

 ２ てこに関する問題。受験コース小５のショートテストレベルをマスターしていれば，モーメント計算をすることで容易

に解答を求めることができる。「さおばかり」のような問題だが，モーメントの変化量に注目すると2つほどのシンプルな

式を記述するのみで完全正解ができる。本年度は出題されなかったが，計算問題では「cm」と「mm」の単位変換も頻出で

ある。 

■合格に向けての対策 

 2020 年度をいれて 4年連続で奈良女理科名物，リード文やグラフ，表を「情報整理」して解く複雑な問題が出題されていま

せん。こちらが出題された場合には理科的分野で受験者平均点と合格者平均点に差がつくと推測されます。また，記述力（表

現力）も入試直前の短期間では完成しにくいものです。1 年間で実力完成に至るには，前半と後半に分けて明確な目標とスケ

ジュールを把握し，取り組んでいくことが極めて重要です。 

 ①前半（夏休み明けまで） 

新単元学習が続くので，「今習っている単元を最優先」の上で，ショートテストの反復演習などで基礎をマスターする。 

知識：1 問 1 答を完璧にするとよい。覚えるのが苦手な方は「問題を解く」のではなく「まとめを作る」こと。 

計算：基本，標準，発展とレベルを分類したとき，基本と標準レベルの問題は満点をとれるように。 

どの問題が発展問題であるかは担当メンター（講師）に聞き，必要・不要の判断をしてもらってください。 

記述：本当の対策は後半から開始するが，夏休み明けまでに定型記述（よく出るパターン記述）はマスターすること。 

②後半（夏休み明けから） 

過去問の「演習→講師添削→修正」というルーティンを他の受験生よりもどれだけ多く仕上げるかが重要です。 

与えられた記述課題は誰よりも早く，そして高精度に完成させていくことを心掛けてください。また，奈良女理科対策の

バイブルの 1 つが「学校の理科の教科書」です。実験考察ページに載っている「実験前に必要な道具や条件」などをすみ

ずみまで把握しておくとよいでしょう。 

理想の受験は，本番で「あ，この実験問題知ってる！」とデジャヴを感じることです。こうなるために，経験値を多く積

み様々な問題パターンに触れておきましょう。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間（表現Ⅱ） 60分 60分 60分 

配点（表現Ⅱ） 100点 100点 100点 

大問数 

（理科分野） 
2問 2問 2問 

小問数 

（理科分野） 
6問 5問 6問 

（表現Ⅱ） 男子/女子 男子/女子 男子/女子 

最高点 93/93 93/86 98/98 

受験者平均点 58.2/55.4 50.5/50.0 54.3/52.9 

合格者平均点 73.9/76.8 67.4/70.9 76.1/79.4 



 
社会（表現Ⅰの問題） 入試分析

■今年の社会は！？ 

『ＳＤＧs(持続可能な開発目標)』 

■出題形式 

表現Ⅰは、言語的表現力を問う問題で、大問が2問出題

される。例年、大問の［一］が社会科分野の出題となって

いる。また、解答方法は、すべて短文・用語などによる記

述解答となっており、選択肢による解答はない。今年度

（'20 年度）の小問数は 5 問となり、昨年度（'19 年度）

より 1問少なくなっている。 

■出題内容 

 現代の世界が直面しているさまざまな課題を解決する

ための取り組みのひとつとして、国際連合が掲げる 17 の

持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ」のうち、4つの目標を取り上げ、関連する問題に答える。 

問１「気候変動に具体的な対策を」に関連して。自然災害の多い日本各地の対策のうち、「輪中」で行われてきた水害対策を

2つ答える問題。「輪中の地図(油島千本松締切堤)」と「輪中のなかの建物(水屋)」の写真を参考にして答える。堤防に

囲まれた低い土地に生活の中心がある様子や石垣の上につくられた水屋が水害時の避難に使われていたことなどを中心

に答えを考える。 

問２「すべての人に健康と福祉を」に関連して。人々の健康のために貢献した歴史上の人物の名前を 1つあげ、その業績を

答える問題。近現代の日本で医療の発展に活躍した人物を上げていくのがもっとも適当と考えられる。当然、人物とそ

の業績が一致していなければならない。 

問３「住み続けられるまちづくりを」に関連して。このテーマからは 2 問出題されている。1 つは江戸時代の都市である江

戸と大阪について、2つの都市の違いを理由もあわせて説明するという問題。2つの都市の「町人」と「武士」の住む場

所を示した地図と 2つの都市の様子を描いた絵を参考にして考える。地図・絵ともに白黒の印刷ではなくカラー印刷で

示されている。江戸が政治の中心、大阪が商業の中心であったことなどから答えを考える。2 つ目は「江戸のまちで働

く人々」の絵を見て、江戸の「持続可能なまちづくり」にこれらの人々の仕事がどのような役割を果たしていたかを説

明する問題。「提灯の張り替え業者」と「下肥(人糞)買い業者」の絵が示されている。ごみを減らす、資源の再利用など、

現代社会での取り組みに置き換えて考えていく。 

問４「貧困をなくそう」に関連して。2 つの「貧困」の例をあげて、どのような違いがあるのかを説明させる問題。いわゆ

る途上国における「絶対的貧困」と格差社会からくる「相対的貧困」の違いを説明させる問題である。小学６年生が貧

困についてどこまで理解しているか、また、その知識を使って 2つの貧困の違いを答えさせるという意味では、作問者

の意図する答えを導き出すのはかなり難しい問題であると思われる。 

■合格に向けての対策 

例年、時事的な話題にからめて、文章（対話文、資料の説明文）・写真（歴史的資料）・グラフ（統計資料）などを参考にし

て答えるという問題となっています。対策としては、地理・産業・歴史・時事分野を融合した総合的な出題のため、特にこの

分野をやっておけば大丈夫というものではありません。ただし、各小問に出題されている統計資料や写真・図版も複雑なもの

はなく、初見のものでも冷静に読み解けば理解できるものがほとんどです。日頃から授業で使う『日本のすがた』・『自由自在』・

『歴史資料』など資料関係を見ておくことと、テレビや新聞といったメディアで取り上げられる話題などにも目を向け、社会

科で学習したことと関連付けて、知識を深めておくことで対策できます。 

記述解答が中心であり、単に暗記系の知識だけでは正答を導き出すことは難しくなっています。そのため、出来事の背景や、

その結果、関連する事柄など広い知識が必要になってきます。理由を答える、説明をする、意見を聞くといった問題に対応す

るためには、自分の考えをまとめて文章にする練習を日頃から行っておくことが重要です。時事的な事柄に関しては、テレビ

や新聞などで取り上げられている話題の内容を自分の言葉で短くまとめてみたりする練習をしておいてください。 

4 教科での受験とは、出題形式がまったく異なっていますが、出題内容の難易度は基本的な知識を使いこなせば、しっかり

得点できるレベルとなっています。まずは、日曜進学教室や日曜練成講座の復習を丁寧に繰り返し、「弱点となる分野」をつく

らないようにしておくことが重要です。さらには、過去問にならって記述対策の準備を整えておきましょう。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

制限時間（表現Ⅰ） 60分 60分 60分 

配点（表現Ⅰ） 100点 100点 100点 

大問数 

（社会分野） 
1問 1問 1問 

小問数 

（社会分野） 
5問 6問 5問 

表現Ⅰ 男子／女子 男子／女子 男子／女子

合格者 高点 88／90 89／93 84／87 

受験者平均点 59.0／61.9 62.8／66.3 56.0／59.8

合格者平均点 70.4／76.2 74.2／78.2 69.1／71.2
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