
 1 

2020年度 立命館慶祥中学校 入試講評 国語 

2020 年 1 月 8 日実施 

一 言語事項 
 漢字読み書き 5 問、ことわざ・慣用句 5 問、対義語 5 問を出題しました。漢字の読み書きでは「花盛り」

を「はなもり」「はなさかり」と読んだり、「装備」の「備」を誤ったりする解答が多く見られました。こと

わざ・慣用句・対義語は比較的よくできていました。言語事項の問題では幅広いジャンルが出題されるので、

日ごろから満遍なく学習することを心がけましょう。 
 
二 説明文の読解  出典：白井聡『ポスト・ヒストリーとしての平成時代』 
昭和が終わり、東西対立の終焉、戦後日本経済の終焉がもたらしたものについて述べた文章です。資料を

関連づけた読解ができたかどうかがポイントでした。問二は、現在の日本人がなぜ「歴史的想像力の源泉を

も持っていない」と言えるのか説明する問題です。平成と昭和の発想を対比的に読み解く必要がありました

が、現在の日本人の「焼け跡から繁栄へ」という発想と、昭和の「焼け跡から復興」という発想を結び付け

て解答できた受験生は少なかったです。問五は、日本の経済成長について資料（グラフ）からわかることを、

米国・EU・中国と比べて説明する問題です。米国・EU は日本と同様に低い成長率であることと、中国が突

出して高い成長率であることの２点の説明が求められましたが、米国・EU と中国の違いが正しく記述でき

ていない解答が多くみられました。資料と文章を関連付けて問う問題は今後も出題されるので、文章だけで

なく、資料も丁寧に読み取る練習をしましょう。 
 

三 物語文の読解  出典：如月かずさ『給食アンサンブル』 
大人っぽくなりたいと、無理をして大人っぽく変わろうとしていた桃が、「変わらなくてもよい」と思えた

出来事をえがいた文章です。言動と心情と理由を丁寧に読み取れているかを問いました。問一は、登場人物

の言動から心情を読み解く問題です。心情の説明を求められているのにも関わらず、文末を「…から。」とし

て減点になった解答が多く見られました。問三は、「不機嫌そうな顔」をキーワードに、「みっくん」と、大

人っぽく振る舞おうとした「桃」を結びつけて説明することが求められた問題です。過不足なく説明できて

いる解答がある一方、傍線部の語句を単に言い換えるだけで説明が不足している解答も多く見られました。

登場人物の行動や会話文を根拠に心情を読み取るように心がけましょう。 
 

四 複数資料を用いた総合的な文章  出典：宇野重規『民主主義をつくろう』 
文章・２つのグラフ・会話文から条件に合う要素を読み取り、まとめて記述する力を試す問題です。「需給

推計が増えている」と述べた解答が多かったですが、それでは「介護人材の不足」を説明したことにはなり

ません。グラフから読み取れる日本社会の問題点を丁寧に説明する力が求められました。また、問題の解決

策については、資料Ⅰの結論部分から解答を導くことが必要でしたが、本文中の具体例を解決策としてあげ

てしまう誤答が多く見られました。具体例を引用するだけでなく、文章の要旨を的確にまとめる力をつけて

いきましょう。 
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2020年度 立命館慶祥中学校 入試講評 算数 

2020 年 1 月 8 日実施 

＜講評＞ 

 

Ⅰ．計算・文章題の小問集合 

計算問題と文章問題を出題しました。 [1]では桁の間違い，[2]では約分の間違いが目立ちました。[3]の割合に関する問題で

は，最後に単位を直していない解答が目立ちました。[4]の代金の問題は比較的よく解けていました。 [5]は場合の数を数え上

げる問題でしたが，題意を掴めていない受験生が多くいました。 

 

Ⅱ．図形の小問集合 

図形に関する出題でした。難易度は昨年よりやや下がり得点率は上がりました。［1］は角度を求める問題です。全体的によく

解けていました。［2］は面積を求める問題です。特別な直角三角形の面積を求められていない解答が見られ，正答率が低かった

です。［3］は断面図を考え表面積を求める問題です。まずまず解けていました。［4］は立体の体積に関する問題です。（1）はよ

く正解していましたが，（2）では答えにたどり着かない受験生が多く，得点差が出る問題となりました。 

  

Ⅲ．読解力や与えられた性質の活用力をみる問題 

中学 1 年生の全員で校庭に人文字を作るときの人数に関する問題でした。［1］は，問題文から条件を読みとり，生徒の人数を

答える問題です。[1]は，以降の問題にも関わってくることも多いので，求めた答えが問題文の条件をどれも満たすのかを確認す

るなど慎重に解いてほしいです。［2］（1）は 1 年生全員で余りなく作ることのできない文字を答え，その理由を記述する問題で

した。題意を正しく理解できているかどうかがポイントです。ケイコさんの言葉を参考に，具体的にしっかり書いている生徒が

多くいました。（2），（3）は正答率が低く，得点差が出る問題となりました。 

 

Ⅳ．状況の変化をとらえグラフに表現する力をみる問題 

 時計の長針と短針がつくる角度に関する問題で，出来・不出来の差の大きい大問となりました。まず，時間毎の角度の変化を

グラフから読み取る必要があります。次に，角度の変化の様子をグラフに表す必要があります。題意を正しく把握できている受

験生はグラフまで解けていましたが，多くはありませんでした。特に［3］では，三角形の面積の変化を直線的に捉えた生徒が

多く，イ，オの誤答が目立ちました。 

 

＜学習のアドバイス＞ 

 算数の問題を解くにあたっては，まず，問題の意味を正しく理解し，次に与えられた条件から解き方を考え，そして正確に計

算して求めることが必要です。計算力はⅠの計算問題だけでなく，その後の問題や入学後の学習にも欠かせません。計算間違い

を単なるミスと捉えずに，徹底的に無くしていきましょう。次に，解き方を考える力についてです。いろいろな性質や決まり（公

式）は暗記するだけでなく，意味を理解して使えることが大切です。もし意味が分からずに使っているのであれば，同じ問題は

解けるかもしれませんが少し変えられただけで解けなくなってしまいます。意味を理解しようと考えることは，問題をどう解い

ていくのかを考えることにもつながっていきます。「理解して使う」ことがポイントです。最後に，問題文を正しく読むことで

す。出題者が何を伝えようとしているのかを考えながら読みましょう。題意を間違えてしまえば，せっかく解き方や計算の力が

あっても正答できません。応用問題ではこれら 3 つの総合力が試されます。1 つ 1 つの問題にじっくり取り組み，しっかりと理

解してから次の問題に進みましょう。時には本当に理解できたのかを確かめるために，同じ問題をもう一度解きましょう。毎日

算数の問題を解くことで，確実に算数の力がついてきます。 
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2020年度 立命館慶祥中学校 入試講評  社会 

2020 年 1 月 8 日実施 

Ⅰ 日本の国土と地形を題材にした地理総合問題 
 
昨年は中部地方という特定の地方を題材にした総合問題を, 今年は日本の国土と地形をテーマにした総合

問題を出題しました。基礎的な地理的事項の正答率は高かったのですが, [3]の排他的経済水域における沿岸

国以外に認められている権利に関する内容, [5](1)の, 移動人口関連データを正確読み取る問題の正答率が低

かったです。地形図の読み取りは前年度よりも対策をしてきた様子はうかがえましたが, 誤っているもの 2
つを完全に正解できた人は全体の半数程度にとどまりました。スマホやパソコンで地図を見ることも多くな

った昨今ですが, 地域の様々な情報を俯瞰できる最も基本的な地図である地形図の読み取り訓練は今後も続

けてほしいと思います。等高線や地図記号の知識はよく復習しましょう。また, 統計データを読み解く問題

は, 量で示したものと割合で示したもの, 種類が変われば読み解き方も変わってきます。それぞれの数字は

何を意味するのか, どういう傾向が言えるのか, 様々なデータを同時に見て比較することなどを通じ, 事象

を自分の言葉で簡潔に説明できるように日頃から訓練しましょう。それは記述問題だけでなく資料を使った

記号問題の正答率を上げることにもつながります。 
 
Ⅱ カードによる歴史総合問題 
  
それぞれの時代のできごとや, その特徴を問う, 基本的な問題は正答率は高かった一方で, [1]の同じ時代

に当てはまる出来事を複数選択肢から抽出する問題, [4]の並べ替え問題の正答率が低かったです。歴史は「時

間の流れ」を把握することが最大のポイントです。時代・世紀・年号を覚えることなどを日頃の学習の中か

ら丁寧に行ってください。また今年は[6](1)の田沼意次の政治に関する記述問題, [8]のカード内下線部の用語

に共通する性質を自分の言葉で説明する問題の正答率が低かったです。様々な出来事は起こる前と起こった

後両方を押さえ, 「歴史的時間の経過」を広くおさえることが大切です。また, そのできごとや人物の活躍

が, 当時の日本の政治・経済や当時の人々の生活にどのような影響を与えたか, 「関連性」・「連続性」を意

識し, 丁寧に内容理解を深めましょう。年表をもとに「時代観」を身につけるよう丁寧な学習を続けてほし

いと思います。また, 記述は日頃からの訓練が最も重要です。いろいろな知識を覚える際, 5W1H（いつ, ど
こで, だれが, なにを, なぜ, どのように）を常に頭に置き, 自分の言葉で簡潔に説明できるよう書く訓練を

積み重ねてゆきましょう。 
 

Ⅲ ジェンダーと開発を題材とした地理・歴史・公民融合問題  
 ※ジェンダー…男性・女性であることに基づき定められた社会的属性（性質・特徴）や機会, 女性と男性,

女児と男児の間における関係性, 女性間・男性間における相互関係のこと。 
        （簡単にいえば…生物学的な生まれ持った性差ではなく, 社会的・文化的な性差のこと） 
 
 国際協力機構(JICA)の資料『ジェンダーと開発』を題材とした, 地理・歴史・公民融合問題でした。今年

は全体として時事問題への対策が不十分であったことが窺えました。時事事項については, 重大ニュースや

新聞記事を日頃から見る習慣をつけ, 近年話題となっていることについて, アンテナを張ることが大切です。

そして, 基本的な歴史的・公民的出来事・人物名を問う問題に至っても正答率は低く, [3]のデータから何が

言えるかを考える記述や[8]の時事問題は無回答の答案が多かったです。他の大問にもいえることですが, 特
にこの大問 3 では漢字ミスによる失点も非常に目立ちました。漢字も丁寧に学習しましょう。今後の学習の
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ポイントとしては, 大問Ⅰ・Ⅱと同じく, 日頃からさまざまな統計データや史料に見慣れておくこと, そして

それらのデータを見る際に, 学校や塾で習った基本的な知識と結び付けて考えること, そしてそれらの内容

を自分の言葉で簡単に（1 行[目安：40 字程度]～2 行[目安：80 字以内]）でまとめられるように訓練しまし

ょう。 
 
Ⅳ 複数資料をもとに内容を整理する論述問題 
 
 複数資料を読み解き, 4つのキーワードを必ず使用して問題点を整理, そして必要な対策を考える論述問題

です。昨年はイスラム世界の文化と, 訪日イスラム教徒の訪日観光客の人たちのために, 日本がすべき対策

について出題しました。今年度も「様々な立場から考える」というポイントのもと, 食品ロスに対して生産

者・販売者ではなく消費者の側ができる貢献について, 食品ロスの現状を把握しながら考える問題を出題し

ました。解答のポイントは，①3 分の 1 ルールとはそもそも何か？食品ロス発生との関係性について分かっ

ていること, ②（コンビニの大量廃棄された恵方巻の例から）需要を上回る大量生産が行われていること, そ
してそれらが売れ残ることで大量廃棄が起こっていること, 以上 2 点が問題点で, 消費者は, ③販売・賞味期

限の近い商品を積極的に購入するよう心がけることや, ④家庭でまだ食べられるのに余ってしまった食品の

「フードバンク」への寄贈を行うことで, 本当に食料を必要としている人に分配することが必要である,  
ということを指摘すること, これら 4 つのポイントをもとに採点しています。前年に比べて, 問題文の条件

はクリアできている（200 字以上・語句をすべて使用する・使用語句には下線を引く など）答案が多くな

った印象ですが, 残念ながら文章が途中で切れてしまっていたり, 他の大問は「だ・である調」で書いてい

るにも関わらず, ここだけ「です・ます調」で解答を書いてしまったものなどが存在しました。全体の問題

量を見て, 論述に十分な時間をもって解答作成ができるよう, 過去問演習を通じて, 問題を解くスピードを

上げること・時間配分の工夫を徹底しましょう。 
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2020年度 立命館慶祥中学校 入試講評 理科 

2020 年 1 月 8 日実施 

＜講評＞ 

Ⅰ．物理・化学・生物・地学分野の基本問題 

難易度の高い問題が多く，大問の中で最も正答率が低かったです。〔1〕は，ともにヘチマに関しての小問

で，(2)は難易度が高かったですが，ヘチマのおばな（花粉）と虫による受粉形式という知識があれば導くこ

とができました。〔2〕は正答率が最も低かった小問で，塩酸の量が変わらないことによる気体の発生限界量

を正しく計算できたかどうかが，命運を分けました。〔3〕は比較的よくできていました。〔4〕について，理

解はできていたと思われますが、特に(2)では，外気温なのか，室内なのか，どの空気について説明している

かが曖昧な解答が多かったです。理解できていることを正しく文章で説明する力に課題が感じられました。 

Ⅱ．実験結果からの読み取り・比較・考察する応用問題 

 だ液のはたらきについて，実験結果を比較し，そこから考察していくタイプの出題でした。〔1〕や〔2〕は

知識問題であり，正答率も高かったです。〔3〕は他の実験結果とは異なる結果が出たグループが，その原因

を考察する設問でしたが，設定していたほどの正答率は得られませんでした。〔4〕は事実を確認するために，

結果を比較することから導き出すタイプの問題でしたが，概ね正答率は高かったようです。〔5〕はだ液のは

たらきが温度によって左右されることを実験結果から読み取り，説明する問題でした。非常に正答率が高か

ったです。〔6〕は，温度を 90℃と 0℃に変化させたとき，だ液の性質の変化を説明する問題でしたが，温度

に具体的な説明がない解答が多く，正答率は非常に低かったです。 

Ⅲ．物理分野の応用問題 

  てこの原理について，科学的見方と数学的知識を必要とする問題でした。 〔１〕は，てこの原理にその

まま当てはまる基本的な問題で正答率も非常に高かったです。〔２〕は太さが一様ではない棒のため，重心

の位置とつりあいの位置が異なることを考慮しなければない問題でしたが，計算のなかに重心を組み込め

ずに，Ⅲの中でも正答率が低い結果となりました。〔３〕は前問の〔１〕・〔２〕とは異なり，棒の重さは考

慮しない組み合わせ棒の問題でした。直角三角形の辺の長さの比を用いたり、未知数をｘや□で置く必要

があるなど，難易度が高いわりに正答率が高かったのは，問題がパターン化し塾で対策がとられているこ

とが理由として考えられます。 

Ⅳ．文章読解力・グラフ読み取りの応用問題 

 長い文章と実験結果のグラフを正確に読み取り，設問に答えていく問題でした。小学校では全く学習しな

い専門用語も出ていますが説明が書いてありますので，読み落としなく進められれば，まったく問題なく解

ける内容でした。〔1〕は昆虫に関する基本的な知識問題でしたので，正答率は高かったです。〔2〕は問題文

の説明に沿って答えていけば知識がなくても解ける問題です。〔3〕は，両生類は幼生が水中生活，成体が陸

上生活を送っていることを説明する設問でした。簡単でもポイントを押さえた丁寧な解答が求められました

が，その部分がやや足りない解答が多かったです。〔4〕〔5〕は実験結果から考察する設問でしたが，概ね正

答率は高く，正確に読み取りができていました。 

＜学習のアドバイス＞ 

問題文の中で与えられたヒントから新たなヒントを推測し，発展的に変形させて「応用的に」活用できる

力を本校では求めています。そのために，身の回りにある自然現象に興味を持ち，それらの現象に「なぜ」

という視点と姿勢を持つことが大切です。また、考えていることを計算式で示したり，理解していることを

文章で正しく説明することも大変重要です。 

基本的な知識を覚えることや計算練習だけではなく，自分の持っている知識を組み合わせて，様々な自然

現象を説明できるように心がけて学習に励んでください。 
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