
 
作文 入試分析

■今年の作文は！？ 

複数の資料や文章を確実かつスピーディに読み取ったうえで、課題解決能力が問われる出題 

■出題形式 

 昨年度（'19 年度）とまったく同じ形式で、大問は 2 問、小問は計 4 問。小問構成も、１は字数制限の無い記述 1 問と 100

字以上 120 字以内の原稿用紙への記述 1問、２は字数制限の無い記述 1問と 120 字以上 140 字以内の原稿用紙への記述 1問で

解答用紙は、まったく同じものに見える。 

ただし、設問のつくりは次のように異なっている。 

昨年度 １・・・用意された2題の文章（【文章①】と【文章②】）から 

一 【文章①】と【文章②】の内容を比較して要約する記述 

二 自由作文 

今年度 １・・・用意された2題の文章（【文章①】と【文章②】）から 

※ 一 【文章①】の作者が伝えたいことをまとめる記述 

※ 二 【文章②】の1節を【文章①】と【文章②】をもとに説明する記述 

昨年度 ２・・・1つのコンセプトに関する【グループの話し合い】の途中に出てくる 2種類の異なるテーマ（2題の文章） 

【文章①】＋【図①】＋【図②】と【文章②】＋【先生から送る言葉】より 

一 【文章①】を読んだ上での自由記述 

二 コンセプトそのものについて【文章①】と【文章②】を比較した上で自分の意見を書く作文 

今年度 ２・・・用意された1題の【文章】と１つの【資料】から 

※ 一 【文章】の要約 

※ 二 【文章】と【資料】から、受検生の体験まじえて、調べ学習の「テーマ」と「テーマ設定の理

由」を指定字数内で説明する記述 

■出題内容 

2018 年度 

１【文章】『おもしろい！料理の科学』 平松サリー 講談社 約 700 字 

【資料①】〜【資料③】『サツマイモ―いもの成長―』 亀田龍吉 あかね書房 約 200字・約 150 字・約 140字 

    一【文章】の要約する、字数制限なしの横書き記述。 

 二【資料①】～【資料③】のうち2つを選び、見出しをつけて 100字以上 120字以内でまとめて要約する記述。 

２【話し合いの様子】登場者5名 約 1200 字の会話文 

一【話し合いの様子】に出てくる2つの意見の1つを選択し、選択した理由を自分の含めて書く字数制限なしの記述。 

二 受検生の体験をもとに新聞記事（＝自由作文）を書く問題（120字以上 140字以内） 

2019 年度 

１【文章①】『生きものの世界への疑問』 日高敏隆 朝日文庫 約 1000 字 

【文章②】『イルカの不思議』 村山司 誠文堂新光社 約 330字 

２【けい示委員会の話し合い】登場者5名 約 500字の会話文 

【文章①】『絵で表す言葉の世界』 村越愛策 交通新聞社 約 440字 

【文章②】『松原孝臣の文章〈「元気が出る日本人 100人のことば④［スポーツ］いつも全力で」所収』 約 300 字 

【先生からおくる言葉】（北京オリンピックフェンシング銀メダリスト太田雄貴の言葉） 短文（13字） 

【図①】（文字を使った掲示）・【図②】（ピクトグラムを使った掲示）から自分の意見を述べる問題 

 2020 年度（※著作権保護のため、2020年 2月 6日時点で本文は未発表です） 

１【文章①】『大人になる前に身につけてほしいこと』 坂東眞理子 ＰＨＰ研究所  

【文章②】『なつかしい時間』 長田弘 岩波新書  

２【文章】（書籍からの引用）450字以内・【資料】・【グループでの話し合い】約 280字 

今年度の小問内容については、上記（■出題形式の「ただし、設問のつくりは～」の※）参照。 

解答する際は、スピーディに文章を読み取り、与えられた条件に沿って的確に解答する力が必要となる。難易度は昨年度と

変わらず、しっかりと準備をしてきた受検生にとっては比較的答えやすい問題であったと言える。 

■合格に向けての対策 

近年の滋賀県立中学校の作文では、複数の人物が登場する【話し合いの様子】から自分の意見をまとめて表現する問題が 6

年連続で続いています。異なる意見や価値観を持った人の話し合いの内容をしっかり理解し、意見をまとめるという課題解決

能力が試される出題が定番となっています。また、複数の【資料】や【文章】から総合的に考えて記述する問題も多く出題さ

れています。このような問題に対応する力をつけるためには、作文の基礎的な知識、文章を書く練習のみならず、普段からさ

まざまな課題に対して自分で考え、意見を述べる練習が必要となります。「なぜだろう」「ものごとをもっとよくするためには

どんな工夫が必要だろう」「課題を解決するためにはどうしたらよいだろう」と考える練習を普段の生活の中に取り入れると思

考力が磨かれるでしょう。行事や学級会での発表や発言を積極的に行い、自分の意見が言えるようにしておきたいところです。



 
ニュースを見たり、新聞を読んだりして、社会で起こっている出来事に対しても自分なりの意見や感想を言えるようにしてお

くことも大切です。考えた意見は、的確に相手に伝わるように、話せる、書けるようにしておいてください。 

また、過去の出題内容から、説明文、物語、随筆、詩、短歌、俳句、保健だより、新聞記事、宣伝ちらし…と幅広いジャン

ルの文章の出題が考えられるので、普段からさまざまな文章を読んでおく必要があります。 

出題傾向はここ数年大きな変化がないので、しっかりと対策をすれば確実に答えられる問題が多いと言えます。その分、漢

字のミスや誤字脱字等で減点されないように正しい文で書く練習も重要です。 



 
算数（適性検査） 入試分析

■今年の算数は！？ 

国公立中学入試問題に近づいた。 

■出題形式 

例年通り算数は，総合問題の一部として出題された。4 問出題されたうち，説明を書く問題が 1 問あった。 
 
■出題内容 

１１ 速さ(信号をわたる旅人算)  ２ 植木算(のりしろと絵と絵の間隔)  ３ 平面図形(紙の切り開き) 

 ４ 論理(ゲームの得点) 

１は，はるきさんが家から公民館に行く問題。「途中に信号があり，信号が青の点滅か赤であれば止まる」という条件設定の

もと，はるきさんが家を出たあと公民館に到着する時刻を求める問題。難易度は高くないが，手間がかかる。中学受験算数の

６年初級レベル。問題中図の左側に公民館，右側にはるきさんの家が描かれているので，向きを間違えた受検生がいた可能性

がある。最初の問題に説明を書く欄があったので，ここで時間を使いすぎた受検生がいたのではないだろうか。 

この問題で「ふるい」にかけられた受検生は多かったと思われる。 

２は，中学受験算数では４年・５年で履修するレベルの基本的な植木算。答えだけを書かせる問題なので，素早く正解して

ほしいところ。 

３は，中学受験算数では６年初級レベル。「①紙を折る②折った紙を切る③再度開く」という流れの問題は公立中高一貫校で

はしばしば登場する問題。見たことさえあれば解ける。答えだけの記入でよいので，受検生への負担は少ない。 

４は，論理の問題。中学受験算数では６年初級レベル。問題文の条件をよく読めば正解できる。 

算数分野に関しては，出題方針にもある通り，「分析したことなどを説明する力等をみる」「筋道を立てて考え，説明する力

等をみる」問題となっている。「わかる・解ける」だけでなく「説明できること」を要求されている。基本的な出題方針は変わ

っていないが，問題の素材が国私立中学校の入試問題に年々近づきつつある。 

■合格に向けての対策 

問題の内容が理解できれば，基本的な問題ばかりです。しかし，滋賀県立中学校の問題文は，他府県で実施されている適性

検査同様,条件を長々と遠まわしに書かれている上に，複数の資料から問題の条件を正確に見抜くことを要求されています。ま

た，考えた過程を説明しなければならないので，「わかる・解ける」で満足することなく，式や文章で説明できるようにしてお

かなければならないことを念頭に置いておきましょう。 

対策としては次の 3点が挙げられます。 

① 私立中学校で出題される標準問題を解けるようにすることです。難しい問題に取り組む必要はありません。中学受験向

けのテキストや問題集に出てくるような基本問題を一通り網羅すれば十分です。ただ，解ければよいのではなく，「繰り返し解

いて記憶に残す」レベルまで取り組むように心掛けてください。そのときに，式をしっかり書いて，自分が求めた値が何なの

かを簡潔に説明できるようにしておくことが望ましいです。  

② 全国の公立中高一貫校適性検査問題が掲載されている問題集・テキストで，問題文の通りに作業をする練習や，筋道を

立てて説明する練習をすることです。難しい問題を解く必要はありませんし，数多く解く必要もありません。1 問 1 問丁寧に

解くことを心がけてください。算数科の担当者と相談して，良問を選んで解いていくようにするとよいでしょう。 

③ 過去問演習をするときには，時間配分の練習を最優先してください。他の私立中学校のように過去に出題された問題や

分野と類似した問題が頻繁に出題される訳ではないことを留意しておいてください。 

 



 
理科（適性検査） 入試分析

■今年の理科は！？  

物理法則の知識とそれを確かめる方法を知っているか？ 
■出題形式 

昨年度（'19年度）以前の6年間の出題分野は， 物理 → 化学 → 生物と地学 → 地学 → 地学と化学 → 地学と化学 で，

今年度（'20 年度）は久々に物理分野のふりこの性質（等時性）からの出題となった。出題形式は例年と同様で，１に算数と

理科の 2 科目が含まれており，小問 6 問のうち 2 問が理科の分野だった。また，この 2問は物理分野であるが計算の必要はな

く，知識とそれを表現する記述力が求められている。 

なお，過去には理科の計算問題や算数との融合問題も出題されことがあるが，今年度のように理科的分野で計算が出題され

ないことも，ここ数年の傾向である。 

■出題内容 

１５(1) 物理 測定の仕方の違いによる誤差を問う問題。（記述解答） 

５(2) 物理 ふりこの等時性を確認するための対照実験。（記述解答） 

５(1)は 1回の往復時間で測定することよりも 10回の往復時間を 10で割る方が，誤差が小さくなることを知っていることが

必要。 

５(2)はふりこの1往復の時間がなぜ等しいのかを確認するための対照実験。何を等しくして，何を等しくしないかを正確に

答えることが必要。多少，文章がくどくても，1 つの条件だけを変えることで比較することが伝わるような説明になっていれ

ばよい。 

■合格に向けての対策 

出題傾向でも述べましたが，ここ数年は理科の計算問題や算数との融合問題はなく，理科の知識をもとにした記述問題が 2，

3 問出題されるという傾向が続いています。また，必要な知識についても，小学校の教科書レベルを考慮してか，複雑なもの

は避けられ，基本的な自然現象を中心に，科学的なものの見方ができるかを問う問題が出題されています。ただし，過年度の

出題単元について見てみると，かなり広範囲で，異なる単元の融合などもあります。今年度は偶然，物理分野のふりこの性質

だけからの出題でしたが，さまざまな自然現象に興味を持ち，それを説明できる文章力が求められています。日頃から記述問

題に数多くチャレンジし，理科の用語（語句）を使った正しい書き方をひとつでも多く体得することが大切です。 

 



 
社会（適性検査） 入試分析

■今年の社会は！？ 

電気代の計算! 身近なくらしからの出題。 

■出題形式 

適性検査は、大問が 2 問出題され、例年大問の２が社会科分野を含む出題となっている。解答方法は、主に記述解答で、選

択肢による解答が 1問程度入る年もある。小問数は年により、4～9問と一定ではない。今年度の小問数は 6問で、すべて文章

による記述解答であった。 

■出題内容 

 学校で行った環境についての学習から、環境について考えたものやくふうしていることをスーパーマーケットで調べてみる

という設定からの出題。 

１は電球売り場のＬＥＤ電球と電球型蛍光灯の「値段」、「使える年数」、「1 年間の電気代」を比べた表を見て、一定期間の

使用でＬＥＤ電球を使用した方が、費用が安くなる理由を説明する問題。説明の条件として、言葉や数、式などを使うことが

求められている。電球型蛍光灯に比べて値段が高いＬＥＤ電球であるが、長く使えることで買い替える回数が少なく、年間の

電気代も安いことから、全体的な費用が安くなることを計算して、具体的な数字を示して説明する。 

２は紙製品やプラスチック製品に付けられている識別マークを見て、そのマークが共通してよびかけていることは何かを答

える問題。普段よく目にしているマークであるが、本来の意味であるごみの分別を促し、資源の有効利用に役立つものと認識

しているかが問われている。 

３(1)は野菜売り場のきゅうりの売り方のちがいについての会話文を読んで答える問題。5 本入りのきゅうりと1本ずつ売ら

れているきゅうりの写真を見て、自分が使う分量だけ買うことが環境にやさしい暮らしにつながる理由を考えて、会話文中の

空欄を埋める。ニュースなどで取り上げられている「食品ロス」の観点から考えていく。 

３(2)は長距離の輸送手段のくふう、いわゆるモーダルシフト（トラック輸送から鉄道や船舶への載せ替え）が環境保全につ

ながる理由を答える問題。モーダルシフトを示した図と「国内貨物輸送量」、「貨物輸送機関別二酸化炭素排出量の割合」のグ

ラフから理由を考える。地球温暖化にもつながるとされる二酸化炭素の排出量を減らすことができるという点を中心に答えて

いく。 

４(1)リユースについて受検生ができることを具体的に書く問題。３Ｒのうち、リユースの意味（再使用、そのままの形で再

度使う）を捉えていなければならない問題となっているため、ごみを減らすリデュースや資源として再利用するリサイクルの

内容にならないよう注意が必要な問題である。 

４(2)「３Ｒ啓発のポスター」、「全国の処分場のようす」、「ごみの総排出量とリサイクル率」の３つの資料を参考にごみの処

理について分かることと今後進めていかなければならないことについて説明する問題。ポスター自体は著作権の関係で滋賀県

教育委員会が公開している適性検査の問題から削除されている。資料から、処分場でうめたてられるごみの量に限りがある事

やごみの総排出量は減っているがリサイクル率が横ばいであることがわかる。このことから３Ｒをさらに進めていかなければ

ならないことを読み取って答えていく。 

■合格に向けての対策 

例年、気候や環境、人々のくらしに関する文章（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。当然、滋賀県に関するテーマについての問題が多く出題されます。 

出題の傾向として、社会科的な考え方を問う総合的な内容のため、特にこの分野をやっておけば大丈夫というものではなく、

各小問に出題されている内容は、身近な話題や人々のくらしに関するものとなっている場合もあります。 

記述解答が中心となるため、日頃から文章を書くことに慣れておかなければならず、身近な話題や新聞などから、日常の中

の生活やくらしに関するテーマを見つけ、自分なりの考えや意見をまとめたり、理由を考えて文章にしたりするといった練習

もしておきましょう。 

出題形式は、4 科受験とは異なり特殊なものとなっていますが、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。また、グラフや資料を読み解く問題などは、日曜進学教室や日曜練成講座の復習で十分

に対応できる内容であり、同じく記述解答の出題形式である京都の西京附属、京都公立中高一貫校や奈良女子大附属などの入

試問題も活用して、過去問にならった記述対策を万全にしておくことが合格のポイントとなります。 
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