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2020年度 立命館慶祥高校 入試講評 国語(A) 

2020 年 2 月 21 日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

一 

出典：藤原正彦『国家と教養』 
論理的文章の読解。これからの教養の性質、および、

その獲得のために読書が必要である理由について

論じた文章。取り上げられている具体例と、筆者の

主張の関係性を整理しながら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・抜き出

し型・記述型をバランスよく出題した。 

全体的に良い出来であり、論理的な文章をよく読み取れていた。

ただ、記述問題で力の差が見られた。本文中にある「問題」に対

して「必要なこと」と「その理由」を併記することが解答として

求められるが、どちらかしか書けていない解答が目立った。その

設問が解答としてどのようなことを求めているかを理解し、必要

な内容を判断することがまず大切である。また、漢字の読み書き

問題では、訓読みの知識不足が目立った。漢字を含めた言葉の学

習を、偏りなく進めていってほしい。 

二 

出典：我孫子武丸『凜の弦音』 
文学的文章の読解。弓道部の凜が、自分とは異なる

姿勢で弓道に取り組んでいる郁美と接したことを

機に、弓道とは何かということの一端を理解した様

子を描いた作品。話の展開とともに地の文の中で述

べられる凜の心情を的確に抑えられるかどうかを

試した。設問については、選択肢型を中心に、対比

関係に着目させる記述問題も出題した。 

昨年度より得点率が低下した。1 つ目の要因は記述問題での減点

が多かったことである。解答の主旨は満たしていても，主語が明

示されていない，表記や表現に誤りがあるなどの答案が目立っ

た。限られた字数で要素を満たした文を書く練習が必要である。

2 つ目の要因は，文章全体の把握や表現の特徴を問う問題の正答

率が低かったことである。学校の授業で，複数の作品を比較して

評価したり，表現について話し合ったりする学習活動に積極的に

取り組むことで，こうした力を養ってほしい。 

三 

出典：日向野幹也『高校生からのリーダーシップ入

門』 

言語事項と作文の問題。言語事項としては、熟語の

構成、慣用句、文法（動詞の活用の種類・助動詞の

意味の識別）を出題した。作文は、指定した形式に

沿って書くものである。記述内容そのものよりも、

文が正しく書けているかという点を重視した。 

言語事項では、「厳禁」という熟語の構成、慣用句「青菜に塩」

の意味、活用語の活用形、「る・らる」という助動詞の意味など

を出題した。この分野は知識が大事なので、こつこつ積み重ねて

ほしい。今年度の作文問題は例年の選択式ではなくなり、指定さ

れた形式を踏まえて作文しなければならない。今回は、クラブ、

委員会、学校行事などでの失敗から学んだ自身の経験を生かして

答えることができていた。 

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。 
具体例と主張の関係をつかむ力や、心情に関する記

述を正確にとらえる力、語彙力、選択肢を吟味する

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。 

記述して答える問題について、解答（説明）として求められてい

るのはどのような内容なのかを考えること、その内容を説明する

文として適切な表記になっているかに注意することを大事にし

て、学習を進めてほしい。また、漢字や文法事項といった「こと

ば」に関する基本的な知識を蓄えていく学習も、読んだり書いた

りといった「ことば」を用いる学習活動と合わせて、進めていっ

てほしい。 
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2020年度 立命館慶祥高校 入試講評 数学(A) 

2020 年 2 月 21 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]根号を含む式の計算。 
[4]分数を含む連立方程式の問題。 
[5]2 次方程式。 
[6]因数分解。 

[6]はやや複雑な因数分解でしたが、意識的に練習をしてくれていた

のか、よくできていました。逆に[1]～[3]の基本的な計算でミスを

してしまった受験生が多く見受けられました。計算力は数学の基礎

となるものですので、日頃から練習を怠らないようにしましょう。 

Ⅱ 

確率 
[1](1)場合の数を求める問題。 
[1](2)場合の数を求める問題。 
[2]確率を求める問題。 
[3]標本調査の利用の問題。 

[1]のルールを理解するのに時間がかかったようです。全ての場合を

総当り的に考えるだけではなく、調べるべき対象を絞ってから考え

ると時間が節約できます。[3]では、標本数値の誤読が見られました。

数学においても長い問題設定から条件を読み取ることが求められ

るようになります。十分に意識してください。 

Ⅲ 

関数 y＝ax2 

[1]直線の式を求める問題。 

[2]座標平面上の三角形の面積を求める問題。 

[3]座標平面上の四角形の面積を求める問題。 

[4]条件を満たす線分上の点を考える問題。 

典型的な放物線の問題のため、[1][2]はよくできていました。一方[3]

以降で計算が煩雑になってくると、途中で迷子になってしまった受

験生もいたようです。関数の問題はパターン化のされやすい分野で

すが、「なぜこう解くのか」を突き詰めて考える習慣をつけましょ

う。 

Ⅳ 

空間図形 

[1]線分の長さを求める問題。 

[2]三角形の面積を求める問題。 

[3]立体の体積を求める問題。 

[4]円の半径を求める問題。 

[2]が二等辺三角形になることに気づけなかった受験生は苦戦した

ようです。[4]は断面を考える問題でした。空間図形においても、断

面図や展開図を用いて平面に落とし込んで考えることがよくあり

ます。自分で手を動かして図を書くという習慣をつけてください。 

V 

規則性 
[1]規則性の問題。 
[2]文字を使って面積を表す問題。 
[3](1)文字を使って面積を表す問題。 
[3](2)2 次方程式の利用。 

最後の大問までたどり着くことのできなかった受験生も多くいた

ようです。直角二等辺三角形の辺の比を上手に使えることが、時間

内に解ききるためには必要でした。規則性の問題では、パターンだ

けではなく例外（本問であれば両端）に着目することが大切です。 

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。 

高校では中学以上に計算量が増加するので、正確に解き切るだけの

計算力をつけることが必要になります。また全てに手を付けるので

はなく、自分の目標となる点数を定め、それに応じて解くべき問題

を決める決断力も重要です。高校入学に向けて、上記 2 つの「力」

を意識して練習してください。 
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2020年度 立命館慶祥高校 入試講評 英語(A) 

2020 年 2 月 21 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］受動態［2］
be different from ～［3］関係代名詞［4］take 
care of ～［5］there are ～ 

基本的な構文の理解力・会話をつなぐ英文の作成を問う。

[2]different from は知っているが会話に合わせて疑問文にしな

いという失点が目立った。 

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］
動名詞［2］過去形［3］受動態［4］不定詞［5］
過去形［6］動名詞［7］過去形［8］過去形［9］
現在形［10］受動態 

基本的な文法問題を通して作文力を問う。時制や意味だけでなく

使われる位置に応じた動詞の活用は重要文法である。また、過去

形・過去分詞のスペルを誤る解答が目立った。受動態を基の文に

合わせられない解答も目立った。 

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。 

対話の流れを理解しつつ全体像を理解する読解力を問う。[3]英

問英答で、質問そのものに答えていない解答が目立った。質問に

答えるために文章を読む(Scanning)は大切なスキルである。 

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、

グラフの読み取り・内容把握・リストの内容

を含む内容一致など。 

英文、グラフ、表すべてを活用して総合的な読解力を問う。[3]

問いに対し様々な資料から最適な箇所を読み取り日本語で答え

を説明するのが苦手にしている受験生が多い。また答えた日本語

そのものが理解しにくい表現も目立った。 

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。 

短い対話だが１回のみの放送のため苦戦する受験生もいたが、状

況を理解しながらリスニングすることは言語活動でとても大切

である。 

Ⅱ 

（リスニング） 

リスニング問題。文章や対話を聞いて､その内

容に関する質問の答えとして適切なものを選

ぶ。 

様々な場面での文章や対話を理解する問題。[4]で第三者の情報

を会話から理解することは、リスニング力だけでなくスピーチに

も必要なスキルである。 

全体 

読解問題やリスニング問題では、昨年同様、

実生活に関わりのある設定のものを扱った。

読解問題では、本文と合わせてリストの内容

を読み取らせることで、文章全体の内容理解

を問う問題を出題した。 

リスニングは例年通りのスピードで、全体的に聞き取りやすかっ

た。作文では基本動詞の文法・語法を中心に練習が必要。読解で

は文脈を理解する練習と、言い換えを読み取る練習が必要であろ

う。 
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2020年度 立命館慶祥高校 入試講評 理科(A) 

2020 年 2 月 21 日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

Ⅰ 

小問集合 
[1]目のつくり。 
[2]電熱線。 
[3]地震。 
[4]中和。 
[5]ノーベル賞。 
[6]フロンガス。 

理科の知識を問う問題であり、全体的には高い正答率であった。し

かし、思考力を必要とする[2]と[4]および時事・社会に関する [5]

と[6]の正答率が比較的低かった。持っている知識を活用する力を身

に着けるとともに、実社会の科学技術に関する情報にも関心をもっ

てほしい。 

Ⅱ 

力と運動 
[1]斜面上の物体の重さとばね。 

[2]おもりの重さばねののび。 

[3]平均の速さ。 

[4]箱にはたらく力。 

[5]時間と速さの関係のグラフ。 
[6]斜面の傾きと物体の速さ。 

〔1〕はバネの伸びと力の関係を問う問題であったが、斜面上で行

っているため正答率は低かった。全体的に物理的な思考を苦手とす

る受験生にとっては難しい問題であったようである。例えば〔6〕
の問題では水平面での速度は斜面の角度には寄らないということ

だけを考えており、斜面の角度を大きくすると Y 点の高さがどう

なるかを考えていない解答が多かった。それぞれの状況でどのよう

な力がはたらいているのかをしっかりと考えてほしい。 

Ⅲ 

化学変化と質量 

[1]質量保存の法則。 

[2]石灰石と塩酸の反応式。 

[3]石灰石と気体の質量のグラフ。 

[4]過不足なく反応する石灰石の質量。 

[5]必要な塩酸の質量。 
[6]石灰石と炭酸水素ナトリウムの質量比。 

[1]は、正答が多かったが「原子」についての理解が足りない答案が

少なからず見られた。[2]は、ほとんど正解で基本的反応式が理解で

きている。[3][4]のグラフと質量は、変化量が一定になる所を作図

して求める練習できていない答案があった。[5][6]は正答率が低く、

理論的な見通しと計算力に課題がある。グラフを正確に書いて、必

要な情報を読み取る練習を強化してほしい。 

Ⅳ 

呼吸のしくみ 

[1]息を吸うときのしくみ。 

[2]肺胞。 

[3]血管と心臓の部屋。 

[4](1)取りこまれた酸素。(2)分解されるブドウ糖。 

(3)消費，排出された酸素と二酸化炭素の体積。 

ヒトの呼吸に関する問題であり、肺のしくみの知識を問う問題は比

較的高い正答率であったが、[4]の呼吸に関わる物質の消費に関わる

計算を伴う問題は低い正答率であった。時間の考慮や物質の量の換

算が必要であるなど複雑ではあるが、一つ一つ丁寧に算出できるよ

うになってほしい。 

V 

天気 
[1]金属製のコップを使う理由。 
[2]湿度。 
[3]湿度と露点の関係。 
[4]空気に含まれる水蒸気の質量。 
[5]高度０ｍでの湿度。 
[6]雨になる水滴の質量。 

天気のなかでも特に湿度、水蒸気に関する問題であった。実験の測

定結果の分析が中心の問題であり、表やグラフを読み取る力、読み

取った数値を活用して算出する力が必要である。水蒸気の性質から

推論する問題は正答率が高かったが、図表からの情報を活用する問

題は苦手な受験生が多かった。基本的な知識から必要な情報を導き

出すために必要な数値を、図表から読み取る力をもっと身に着ける

必要がある。 

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。 

全体正答率はやや低めであった。分野的には、計算問題の正答率と

グラフを読み取る問題の正答率が低かった。基礎基本をしっかり身

につけ、その上で差の付くところを意識して勉強していくことが、

これからの大学受験を見据えた勉強の姿勢となろう。 
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2020年度 立命館慶祥高校 入試講評 社会(A) 

2020 年 2 月 21 日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

Ⅰ 

世界地図や日本地図を用いた，各地の産業や人々

の暮らしを問う地理総合問題。資料を読み取るな

どして答えを導き出す問題も含む。 

問題は基本的な内容で，時間にも余裕があったことから，得点率を

下げないことが肝要である。例えば「遊牧」と解答する問いでの誤

答は「移牧」が多かった。あるいは記述解答する問いでは，2 つの

要素の片方を欠いて解答して減点となるケースが多かった。これら

は丁寧に見直しをすれば防げると思われる。 

Ⅱ 

長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，内容が正確に理解できているかを観

点としている。また，地図やグラフを用いた問題

も含む。 

古代から近現代までの分野を幅広く出題した。提示文の主題は日本

と諸外国との関係史で，本校の入試問題として頻出の範疇に入るだ

ろう。 
全体的な傾向として，漢字指定とした用語の書きとりは大きな課題

にはなっていないようだ。その一方で，例えば「チンギス・ハン」

を答える問題に，「フビライ・ハン」と回答してしまう例が少なか

らず見られるなど，日頃の取り組みの程度により受験生のあいだで

差がついた。短文論述問題は江戸幕府の開国前対外政策の変化理由

を求めたものだったが，アヘン戦争の結果を幕府が踏まえているこ

とを指摘できているかどうかで，出来が分かれた。些末な語句の棒

暗記で終わらせるのではなく，多面的に歴史を考える学習を進めて

ほしい。 

Ⅲ 

2019 年におこった複数のできごとについての文

章を用いた公民総合問題。知識を活用しながら資

料を読み取って，答えを導き出す問題も含む。 

2019 年度の時事を取り扱っているが、問題の内容は公民の基本的

な内容が中心であった。正答率も高く、問題の内容もよく理解して

いたと思われる。学校で学んだことを、現実の社会と結びつけて捉

えるように学習することが必要である。 

全

体 

昨年度より，学習して得た知識を生かして資料の

特徴を読み取って考える問題を増やしている。ま

た，図やグラフを用いて，思考力や判断力を問う

問題を出題している。 

平均が８割近くとなり，標準的な設問内容もあいまって全般的な出

来としては良かったといえる。また，地理・歴史・公民，それぞれ

で論述問題を出し，提示された表・図の読み取り、基本的な語句の

説明をするという出題意図を理解し，的確に答えることができてい

た。 
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