
 1 

2018年度 立命館慶祥高校 2月入試講評 国語 

2018年 2月 20日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

一 

出典：羽生善治『人工知能の核心』 

説明的文章の読解。論理構成がはっきりしている文

章を選んだ。人工知能と人間の思考の違いを論じた

うえで、人工知能の課題を述べた文章。文章の論理

構成に着目して、人工知能の特徴と筆者の主張を読

み進めることがポイントである。設問については、

選択肢型を中心に、抜き出し型や記述型も出題し

た。 

説明的文章の基本的読解力はついていると思われる。記述問題

は、本文全体をふまえ、人間の美意識と人工知能とを対比させ

てまとめる必要があった。人間だけ、または人工知能だけにつ

いてしか記述できていない答案や、解答とならない本文を抜き

出している答案があり、差がついた。漢字については、これま

でと同じように基本的なものを出題したが、「託（す）」「悠久」

の正答率が低かった。 

二 

出典：森絵都『カブとセロリの塩昆布サラダ』 

文学的文章の読解。デパートでサラダを買って帰っ

た清美が、商品の問題点を指摘した後のデパート職

員とのやり取りを描いた作品。主人公の内面描写に

着目し、丁寧な読み取りができているかを試した。

設問については、選択肢型を中心に、記述型（70

字以内）も出題した。 

漢字の読みに関してはほとんど正答していた。一方で、四字熟

語に関しては正答者がほとんどいなかった。文学的文章の内容

を問う問題においても正答率は高かった。記述問題において、

本文に書いていないことや、違った登場人物の心情を書くとい

う解答が見られた。内容を理解していても、問いに対する適切

な答えを書くという練習をしてほしい。 

三 

出典：野口健『世界遺産にされて富士山は泣いてい

る』 

言語事項と作文の問題。言語事項としては、文法（助

詞、主語・述語の関係）、慣用句、対義語を出題し

た。作文は例年通り、解答者が二つの立場のうちど

ちらかを選んで自分の考えを書くものである。記述

内容に加え､論理的な文章が書けているかという点

を重視した。 

助詞「の」の文法上の性質、慣用句「腹を割る」、主

語の抜き出し、「複雑」の対義語など、基本的言語事

項の問題は、非常に正答率が高かった。「縦割り社会」

のメリットまたはデメリットについての記述問題は、

縦割り社会を先輩後輩の関係と誤解した受験生や、縦

割り社会に限られない事項を記述していた受験生が

多かった。社会問題に関心を持ち、思考を深めておく

必要がある。 

全

体 

例年通り、「論理的文章」「文学的文章」「言語事項

と作文」を出題し、国語の語彙力・読解力・記述力

を総合的に問うた。 

全体構成をふまえて大局的に読む力や、選択肢の内

容を吟味する力、及び「自分のことば」で説明する

記述力が必要な問題である。 

昨年と比べると少し点数が低かったが、文章の読解や

漢字等の基礎的な力は身についている様子である。一

方、普段あまり目にしない語彙に対する知識や、記述

に対する答え方が不十分なものが見られた。各設問形

式はここ数年変わっていないため、ホームページで公

開されている過去問に取り組み、「答え方」の訓練を

して欲しい。また、漢字だけでなく、慣用句や四字熟

語等に日頃から興味関心を高め、言葉に対するセンス

を磨いてほしい。また社会に広く目を向け、様々な出

来事に関心を向けてほしい。 
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2018年度 立命館慶祥高校 2月入試講評 数学 

2018年 2月 20日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

Ⅰ 

小問集合 

[1]四則の混じった計算。 

[2]文字を含む分数式の計算。 

[3]小数，分数を含む連立方程式の問題。 

[4]2次方程式。解の公式を利用。 

[5]因数分解。 

[6]平方根を含む式の値。因数分解を利用。 

標準的な計算問題です。[1]，[2]では符号や指数の処理

に気をつけて計算を確実にできるように練習しておき

ましょう。[3]，[4]は典型的な方程式です。ミスなく解

けるようにしましょう。[5]はｘ＋ｙの置き換えを利用

します。[6]は与えられた式を因数分解してから数値を

代入することで計算が易しくなります。 

Ⅱ 

確率 

[1](1)確率を求める問題。 

[1](2)確率を求める問題。 

[2](1)標本調査の問題。 

[2](2)標本調査の問題。 

[1]ではカードの出方を表にすることで条件にあったも

のをもれなく，重複無く数えあげることができます。[2]

は標本調査の問題です。割合を考えることで解決しま

す。(2)では与えられた比から青球、白球を 3k、5kと表

してみましょう。 

Ⅲ 

関数 y＝ax2 

[1]比例定数を求める問題。 

[2]直線の式を求める問題。 

[3]座標平面上の四角形の面積を求める問題。 

[4]条件を満たすグラフ上の動点を考える問題。 

2 次関数の融合問題です。[1]、[2]は正答率が高かった

です。[3]では四角形を分割したり，長方形（または台

形）から余分を引いたりして求めます。[4]は動点の始

まりが点Bであることに注意してください。 

Ⅳ 

空間図形 

[1]線分の長さを求める問題。 

三平方の定理を利用。 

[2]線分の長さを求める問題。 

三平方の定理を利用。 

[3]四角形の面積を求める問題。 

[4]立体の体積を求める問題。 

三平方の定理を多用する空間図形の問題です。[1]、[2]

の正答率は高かったです。[3]は四角形が等脚台形であ

ることに注目します。[4]は頂点 C から垂線を下ろした

時に，垂線を含む面で切り口を考えることで，解法の糸

口が見えます。計算力が必要になるため，正答率は極め

て低かったです。 

V 

規則性 

[1]規則性の問題。 

[2]文字式を使って表す問題。 

[3](1)文字式を使って表す問題。 

[3](2)2次方程式の利用。 

[1]は正答率が高かったです。[2]ではｎ段目に何個の数が

並んでいるか，規則を見つけることがポイントです。[3]

は[2]の説明を利用します。 (2)では方程式の解を利用して

正解を導きます。kの値が答えではないことに気をつけま

しょう。 

全

体 

高校数学へのつながりが大きい確率，関数，空間

図形，規則性の内容。基礎的な知識をもとに，様々

な知識を組み合わせて解くことが必要な問題の

ほか，規則性を使って，思考力を問う問題も出題

した。 

どの分野においても基本的な問題の正答率は高く、立体

や規則性など思考力を必要とする問題の正答率が低く

なりました。計算問題・基本問題をしっかり身につけ，

難易度の高い問題にも積極的に取り組んでください。 
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2018年度 立命館慶祥高校 2月入試講評 英語 

2018年 2月 20日実施 

大問 ねらい・出典 講評・学習の指針 

Ⅰ 

英語の構文構造（主部＋述部）の理解度を問

う，対話文中の語順整序問題。［1］between ～ 

and …［2］動名詞［3］受動態［4］疑問詞［5］

as ～ as … 

日米間の学校の違いに関する会話文。筆記問題の中で，最も正答

率が低い。正答率が低い問題は(１)で，between A and Bの熟語は

分かっていたが，the school lifeを指す thatを理解していない解答

が多かった。話の内容を理解した上での並びかえが必要である。 

Ⅱ 

場面に応じて動詞の形を適切なものに変化さ

せる知識・能力を問う基本的な文法問題。［1］

be going to ～［2］動名詞［3］現在完了［4］

動名詞［5］不定詞［6］動名詞［7］現在完了

［8］過去形［9］動名詞［10］受動態 

日本を訪れる友人と日本人との e-mail のやりとり。正答率は比

較的高い。前置詞の後・特定の動詞の後に来る動名詞や，時制の

理解が定着していない。また，dicided・coverd・seingといった

単純なスペルミスも多く見られた。動詞の変化は頻出項目なの

で，確実な理解が必要である。 

Ⅲ 

対話文による読解問題。対話の流れを理解し

ながら，適切な情報が読み取れているかどう

かを問う内容理解問題。問題形式は適文補

充・指示語・英問英答・内容一致。 

日本人と留学生との，りんごにまつわる会話。英文での解答問題

が正答率が低い。関係代名詞・後置修飾のミスが多かった。名詞

を修飾する文法項目を，しっかり定着させることが重要である。 

Ⅳ 

長文の内容理解。主題とそれぞれの段落の内

容を的確に理解し，設問に答えることができ

るかどうかを問う内容理解問題。問題形式は，

内容把握，表の読み取り・内容一致など。 

世界の火山に関する論説。筆記問題の中で，最も正答率が高い。

日本語で説明する問題で，指示語を明確に解答するのではなく，

不要な部分や自分の解釈を加えた解答が多かった。また，データ

の読み取りを問う問題での誤答が多く見られた。 

Ⅰ 

（リスニング） 

リスニング問題。短い対話の内容を理解し，

最後の発話に続く返答を答える。 

対話の最後の発話に対する応答を選ぶ問題。選択肢が似ている問

題では，正答率が下がっていた。 

Ⅱ 

（リスニング） 

リスニング問題。比較的長い文を聞いて，そ

の内容に関する質問の答えとして適切なもの

を選ぶ。 

短い文章に関する質問に答える問題。思いこみが生じやすく，固

有名詞（商品名）を含む問題での正答率が低い。ストーリー性が

あり，話の流れが想像しやすい問題では正答率が高かった。 

全体 

文章量は昨年と変わりないが，読解問題やリ

スニング問題では，より実生活に関わりのあ

る設定のものを扱った。表の読み取り問題で

は，文章と表の内容を共に理解できているか

を扱う問題を出題した。 

リスニングの難易度が若干上がったが，全体としての文章量と難

易度は昨年度並みであった。文法・構文問題での正答率が低かっ

たため，中学校 3年間で学習する文法の基礎基本を定着させるこ

とが大切である。今年度は，読解問題での正答率が高く，内容を

把握する力は例年より高めであった。 
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2018年度 立命館慶祥高校 2月入試講評 理科 

2018年 2月 20日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

Ⅰ 

小問集合 

[1]蒸散。 

[2]オームの法則。 

[3]太陽の動き。 

[4]気体の性質。 

[5]測位衛星。 

[6]環境問題。 

[1]～[4]は、生物、物理、地学、化学の基本的な知識を使って考え

る問題であるが、おおむね正答している。基礎的な力を身につけ

ている。[5][6]は最近の科学的な時事に関係する問題である。[6]

は、教科書での学習の延長上の知識で解答できるので、[1]～[4]

と同様な正答率である。 [5]の正答率は 2割程度で、極端に低い。

世の中の動きに関心を持ち、新聞などのニュースに目を向けてい

ると解ける問題も、ぜひ正答してほしい。 

Ⅱ 

圧力，運動 

[1](1)圧力。(2)接する面の面積。 

(3)スポンジのへこみ。 

[2](1)平均の速さ。(2)等速直線運動。 

(3)力の大きさと時間の関係。 

誤答が目立ったものについて取り上げる。[1](1)は、300Pa であ

るが、3Paや 30000Paが散見された。単位に気をつける、ある

いは、換算を確実にできるようにしてほしい。(3)は現象のイメー

ジを問う問題である。ふだんから注目する物理量を正確にとらえ

た図を描くよう気をつけているとよい。[2] (3)は、力をグラフに

する問題であるが、速さの変化に引きずられている解答が目立っ

た。タテ軸とヨコ軸が何をあらわすグラフか、注意してほしい。 

Ⅲ 

イオンの性質 

[1]電解質。 

[2]BTB溶液の色の変化。 

[3]水溶液の性質。 

[4]イオンの移動。 

[5]イオンの移動。 

[1]につてはほぼ完答であった。[2]の溶液の液性・[3]の気体の発

生は、頻出の物質なので正答率は高かった。[4]の水素イオンの移

動原因を問う問題では、「水素イオンが移動した」という現象だ

けを捉えた解答が多く、なぜ移動するのかという本質に言及する

答えは少なかった。知識だけではなく、理由を考えさせる事を更

に意識したい。[5]は、やや回答率が低かったが、概ね理解されて

いる。 

Ⅳ 

排出のしくみ 

[1]ぼうこう。 

[2]血液循環。 

[3]尿の生成。 

[4]原尿の生成。 

[5]含まれる物質の量。 

[6]尿に含まれる尿素の量。 

じん臓における物質のろ過と再吸収のはたらきに関する問題を

出題した。[3]では原尿の量 168Lが 1日あたりのろ過量を示して

いることに気づかない誤答がやや見られた。[4]ではタンパク質が

ろ過されない，すなわち毛細血管の壁のすき間を通り抜けられな

い理由を聞いているため，粒子やすき間の大きさに言及する必要

がある。[6]では，[3]において尿が 100倍に濃縮されていることが

分かるため，0.30×100＝30.0で求めることができる。 

V 

地層のでき方 

[1]侵食。 

[2]断層。 

[3]地層のでき方。 

[4]示準化石。 

[5]地層のつながり。 

[6]陸があった方角。 

多くの受験生にとって易しかったようである。[1] と[4]は用語を

知っていれば解答できる。[2]は、力の働きでどのように断層が生

じるか理解しておくこと。[3]は基本的な層序を考えられるように

すること。[5]は水平な地層の上に新たな地層が堆積する厚みを考

えるものである。[6]は水により運搬される土砂の大きさと海岸か

らの距離の関係に気づけば解答できる。 

全

体 

理科の基礎知識を問う問題や，問題文や図表から

条件を読み取り，論理を組み立て考察する力をは

かる問題を出題した。 

今回は高い得点でした。基礎基本をしっかり学習していると思

う。その上で、状況に合わせた考察ができるよう、学習に取り組

んでほしい。図示、文章、記号で解答する問題で、問題文の指示

通りの解答をしていない答案が見受けられた。もったいないこと

である。また、普段から世の中の出来事にも関心を持って学習し

てほしい。 
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2018年度 立命館慶祥高校 2月入試講評 社会 

2018年 2月 20日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

Ⅰ 

小麦・米・とうもろこしの世界の生産量上位国

に関する, 教科書・資料集に掲載される統計デー

タ・分布図をもとにした農業を中心とした世界地

理の問題，および北海道・東北地方を中心とした

日本の農業地域に関する総合問題。 

基礎的な地理の知識をもとにした問題ほか, 複

数のデータを読み取って，今後のインドで起こり

うる食糧問題について考察を行う記述問題を含

む。 

世界地理・農業に関する基礎的な知識を基にした出題をし, 得

点率も 7 割～8 割と高かった。しかしながら, 地図を基にした問

題は間違いが多く見られたため, 日ごろの学習から地図帳を使

い, 世界の各地域・諸事項に関する「場所のイメージ」を確実に

押さえ, 各地域を大観するということが重要であるといえる。 

また, 記述問題については, すべてのデータを使い, 総合的・横

断的に回答しているものが少なく, データを解釈しきれていない

と思われるものが多かった。そして分析の中で, 飛躍した論に達

してしまっている回答, また国語的に正確ではない表現も多々見

られた。日ごろから, データを読み慣れ, 多面的な視野を持って

分析, そして自身の言葉でまとめることができるような練習をし

てゆく必要がある。 

Ⅱ 

会話文を用いた歴史総合問題。古代から近現代

まで幅広く扱い，資料や図を用いた問題も含む。 

 古代から近代まで，幅広く基礎的な知識を中心に問うた。全般

的な傾向として、歴史用語や人物名などを、しっかり漢字でかけ

るよう準備してきた様子がうかがえる答案が多かった。その一方

で、論述問題になると回答をあきらめてしまったり、問題文内で

指定語句を示しているにも関わらず、正しく用いて答えられない

答案などが散見された。正答率は 6割 5分程度であり、概ね中学

歴史の基本的な事項をきちんと習得してした受験生が多かった

と思われる。 

Ⅲ 

2017年の1月～7月のおもなできごとの文章を

用いた公民総合問題。時事問題や資料を読み取っ

て，答えを導き出す問題も含む。 

得点率はおよそ 76％と高かった。語句問題は時事問題をよく理

解できていた。外国為替の変動による価格変動についても良く理

解できていた。一方、記述問題では問題を良く読まずに銀行融資

との比較をせずにクラウドファンディングの報酬面での利益の

特徴のみを記述する間違いが目立った。 

全

体 

文章量は昨年よりも少し増やし，複数の資料や

グラフから考えて答えを導き出す問題も出題し

ている。また選択肢には，語句や文章だけでなく，

表や資料も使用している。 

基本レベルの問題が多く，複数出題した論述問題も正確に解答

するよう心掛けていたようで，全体的に良く出来ていた。ただし，

歴史分野では，基礎的知識にも関わらず，漢字ミスが多く見られ

たため，正確な知識を確実に身につける必要がある。 

 


