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2021年度 立命館慶祥高校 入試講評 国語(A) 

2021 年 2 月 19 日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

一 

出典：山口豊『「再エネ大国 日本」への挑戦』 
説明的文章の読解。文章の論理構造が明らかであ

る文章を選んだ。日本における地方の人口減少と

いう問題に対する解決策として、再生可能エネル

ギーを使用した発電を核とした循環型社会をつく

ることを提案した文章。化石燃料と再生可能エネ

ルギーの対比構造に着目して、再生可能エネルギ

ーの長所をおさえ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、選択肢型を中心に、抜

き出し型・記述型をバランスよく出題した。 

再生可能エネルギーを利用したことによる「大きな成功」を本文

から抜き出す問題は、どのようなことがもたらされたのかを「具

体的」に述べている部分が解答となる。解答は傍線部の前のペー

ジにあるが、傍線部と同じページの、直前部分を抜き出した答案

が見られた。記述問題は、化石燃料を中心とした社会と再生可能

エネルギーを中心とした社会を対比させて解答するものであっ

た。一方だけでなく、両方についてまとめて説明できているか、

抽象的な語句を使って説明できているか、で差がついた。使用す

る本文の語句は、漢字などの書き間違いをしないように注意する

必要がある。 

二 

出典：瀬尾まいこ『傑作はまだ』 
文学的文章の読解。小説家の加賀野が、再会した息

子の智と送る生活について、仕事の面と、息子との

関係の面から描いた作品。これから執筆に取りか

かる小説について編集者の片原と話す中で、加賀

野が違和感をもつ場面が出題の中心であり、登場

人物の会話や心情の表現に着目した読み取りがで

きているかを試した。設問については、選択肢型を

中心に、記述問題も出題した。 

登場人物の心情の理由を説明する記述問題は、部分点に留まる解

答が多かった。「疑問」という心情の対象となることは傍線部の

直前にあるが、その心情の背景となる登場人物の考えは、本文の

後半に述べられている。その両方を読み取れたかどうかが得点の

分かれ目となった。小説文の問題での「心情」に関する問いは、

その心情の対象や背景となる事柄を、本文中から読み取り（見つ

け）、それらを心情と結び付けて説明することが求められる。日

常の読書活動と少し異なる面もあるが、文章への多様な臨み方を

是非身につけていってほしい。 

三 

出典：中村明『五感に響く日本語』 

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（助詞の用法・品詞分類）を出

題した。作文は、指定された場面にあてはまる、回

答者自身の体験を書くものである。記述内容その

ものよりも正しく文が書けているかという点を重

視した。 

今年度の作文は，慣用句「姿勢を正す」を適切に用い、本文中の

「態度や考え方をきちんとする」という意味を手がかりに、自分

の経験を自由に書くという出題とした。おおむね題意を理解し、

正しい表現で書けていたが、単に体の動きととらえている解答は

減点とした。その他の言語事項は、知識の有無によって大きく正

解数が異なる傾向が見られた。その中では特に問四の品詞名(名

詞／連体詞)の得点率が低かった。 

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。 
文章全体の構成をふまえて大局的に読む力や、語

彙力、選択肢を吟味する力、さらに「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

りといった学習活動と合わせて、進めていってほしい。 
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2021年度 立命館慶祥高校 入試講評 数学(A) 

2021 年 2 月 19 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]根号を含む式の計算。 
[3]文字を含む分数式の計算。 
[4]連立方程式。 
[5]2 次方程式。 
[6]式の値を求める問題。 

基本的な計算問題が中心となる大問ですが、ミスなくしっかりと計

算する能力が必要になります。計算ミスをしている受験生も多数見

られましたが、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]相対度数を求める問題。 

[2]については数えもれのミスが目立ちました。場合の数・確率の分

野では数え上げるときにどの順番で取り組むかルールを決めて数

え上げることが重要です。[4]は標本調査の問題です。割合を考える

ことで解決します。 

Ⅲ 

関数 y＝ax2 

[1]直線の式を求める問題。 

[2]条件を満たす点の座標を求める問題。 

[3]座標平面上の三角形の面積を求める問題。 

[4]座標平面上の四角形の面積を求める問題。 

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]三角柱の側面積を求める問題。 

[2]立体の体積を求める問題。 

[3]線分の長さを求める問題。 

[1]は基本的な問題で良くできていました。[2]、[3]はどの図形を底

面として考えるかが問われる問題でしたが、空間図形を苦手とする

受験生が多く、非常に差がつきました。 

V 

規則性 
[1]規則性の問題。 
[2]文字を使って正方形に書かれた数を表す問題。 
[3]規則性の問題。 

規則性の問題です。[1]では具体的な数でルールを見つけ、[2]では n
を用いて一般化して考える問題でしたが、良くできていました。[3]

についてはパターンから外れた例外の部分も考慮することが重要

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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2021年度 立命館慶祥高校 入試講評 英語(A) 

2021 年 2 月 19 日実施 

大問 ねらい・出典 講評・学習の指針 

Ⅰ 

E メールの読み取りによる文法問題。問題形

式は、語形変化・語順整序問題。［1］①過去

形 ④過去形 ⑤受動態 ⑥受動態 ［2］②

be able to ～ ③It is for ～ to …. ⑦can 

［1］の場面に応じて動詞の形を適切なものに変化させる語形変

化問題では、スペルミスが目立った。［2］の英語の構文構造（主

部＋述部）の理解度を問う語順整序問題は比較的良くできてい

た。日常よく使われる基本構文は確実に使えるようにしたい。 

Ⅱ 

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］の

英問英答では、現在完了形が出来ていない生徒が多かった。長め

の文章から必要な情報を見つける能力を日頃から意識したい。 

Ⅲ 

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、

表や資料（口コミ）の読み取り・内容把握・

表や資料（口コミ）の内容を含む内容一致な

ど。 

英文、表、資料（口コミ）を活用した総合的な読解力を問う設問

で正答率は一番低かった。昨年度より語彙数も増えたので速読力

も必要であった。[2] は文脈を考え適語を考える問いだったが、

本文中から答えを探している生徒が多かった。 

Ⅳ 

英作文問題。資料の内容を理解し、自分の意

見を正しい英語で書くことができるかを問う

問題。 

「留学生を国内旅行に連れていき日本の良さを紹介する」という

場面設定であったが、英語の指示文を理解せず、条件場面に応じ

ていない答えがあり、具体性に欠ける回答も目立った。主語動詞

の不一致も多く、自分の考えを平易な英語で表現する習慣をつけ

てほしい。 

Ⅰ 

（リスニング） 

リスニング問題。短い対話の内容を理解し、

最後の発話に続く応答を答える。 
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。2 回放送される形式

だがスピードは速め。様々なジャンルの英語に日頃より耳を傾け

てほしい。 

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。

英作文問題では単純な和文英訳ではなく、資

料の内容を読み取り、自分の意見を論理的に

書かせる問題を出題することで、思考力・表

現力を試すものとした。 

実用英語を意識し出題内容を E メールや最近の話題に関するも

のにした。また、英語４技能の定着をはかるため、昨年までの文

法問題Ⅰ、Ⅱを一つにまとめ、英作文の大問を新たに設けた。文

法知識だけではなく実用的な英語を身に着けることを意識して

日頃から学習してほしい。 
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2021年度 立命館慶祥高校 入試講評 理科(A) 

2021 年 2 月 19 日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

Ⅰ 

小問集合 
[1]最も密度が小さい物質。 
[2]前線のでき方。 
[3]外骨格におおわれている動物。 
[4]空気中の水蒸気量。 
[5]ノーベル化学賞。 
[6]プラスチック。 

基本的な知識とその運用力を見る問題です。密度についての定義と

グラフの見方がわかれば解ける問題や天気図の見方、そして湿度に

ついての定義をしっかり押さえれば、表から解答を見つけられる問

題など基本的な問題構成になっています。焦らず落ち着いて考えれ

ば、解答を導くことは困難ではないでしょう。また、例年出題され

る科学についての時事問題については、日頃からニュースに関心を

持つことが必要になります。 

Ⅱ 

光の反射，電流と磁界 
[1](1)鏡に映る像。(2)鏡に映る像の数を増やす。 

(3)鏡に映った時計の像と時刻。 

(4)鏡に映る像の数。 

[2](1)コイルの巻き数とばねののびの関係。 

(2)ばねののび。 

鏡の問題は、反射の法則と図の目盛りをうまく使って考えれば解答

を導くことができたでしょう。あまり知識は必要がない分、幾何学

的センスが問われた構成になっています。コイルとバネの問題は、

電磁石の知識とフックの法則。そして、オームの法則の理解が必要

な総合問題でグラフを的確に読み解く力が必要です。単発の知識だ

けでなく総合的に捉えることが高得点につながります。 

Ⅲ 

電気分解 

[1]水に少量の水酸化ナトリウムを加えた理由。 

[2]集まった気体の体積。 

[3]気体の性質。 

[4]気体の発生。 

[5]水溶液とイオン。 
[6]電流を流した時間と銅の質量の関係。 

(1)は、水に溶けたら電導性があるというイオン結晶の性質を理解し

ていなければなりません。(2)は、計算よりも同じ時間同じ事をして

いるという事に気がつきましたか。(3)と(4)は気体の性質を知って

なければなりません。水に溶けやすい気体は、酸性やアルカリ性に

なるものです。(5)は、電気分解の原理の理解が必要です。ｸﾞﾗﾌは簡

単だったとはずです。化学は、基礎知識をしっかり押さえ、原理を

理解した上での学習が高得点の鍵となります。 

Ⅳ 

細胞分裂 

[1]染色液。 

[2]植物の細胞に見られないつくり。 

[3]細胞の長さ。 

[4]細胞分裂が行われる順。 

[5]細胞分裂にかかる時間。 
[6]細胞の長さと核の直径の関係。 

もし実験の経験がなかったとしても、植物細胞の基本的な構造、細

胞分裂の基本的な流れを理解していることで答えが導ける問題で

す。ミクロメーターは、使い方を知らなかったとしても、光学顕微

鏡の基本的なしくみを理解していれば、ある倍率での接眼レンズの

一目盛りの長さをあらかじめステージ上の目盛りで測っておくと

考えれば答えられる問題です。道具の使い方の丸暗記ではなく、ど

うすれば目的のデータが得られるかを考える力が必要です。 

V 

火山 
[1]鉱物を観察するときに行う操作。 
[2]鉱物。 
[3]深成岩。 
[4]火山岩のつくり。 
[5]火山岩。 
[6]火山の形と火山の例。 

まず火山岩の鉱物の基本的な性質とその生成過程をしっかり押さ

えておく必要があります。[1]は、次に続く実験で何を調べているか

を考えれば、やってはいけない操作見えてくるはずです。[6]では、

火山のしくみの知識が必要です。火山の性質と岩石の生成過程を総

合的に考え、さらに日本の代表的な火山がどの型の火山なのかを知

っている必要もあります。本校は北海道にある高校です。北海道の

有名な火山に関心をよせてほしいです。 

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。 

鏡を使った問題の正答率が低かったです。鏡は家でも実験できるの

で、学習の場を日常にも広げてみましょう。グラフやデータの読み

取りは、これからも出題される問題です。自然現象を扱う理科は、

単純な暗記ではなく、色々な面からのアプローチが必要です。 
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2021年度 立命館慶祥高校 入試講評 社会(A) 

2021 年 2 月 19 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て，世界や日本の特徴

を問う地理総合問題。国や都市の特徴を考えた

り，資料を読み取ったりして答えを導く問題も含

む。 

高得点の受験生が多く，コロナ禍の中でもよく対策されていた。

ASEAN や EU の比較問題はやや難であったが，得点率は高かった。

一方，日本の問題の得点率が比較的低かったという点は，例年と共

通しており，北海道の中学生の課題であると改めて認識している。 

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。また写真や表などの資料を用いた

問題も含む。 

漢字指定の部分で、正確に漢字の記述が出来ていない、また江戸の

三大改革の個別の事象を整理して理解していない受験生が多かっ

た。論述の部分は、二つの史料を組み合わせて考察が行えているか

どうかを重視した。 

Ⅲ 

2020 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。 

公民政治分野の基本的な内容を中心として出題をした。正答率が高

く、記述問題についてもよく書けている文章が多く見られた。しか

し、問題文で指定された条件を満たしていない解答や、出題の意図

と合致していない解答も少なからず見られた。問題文をよく読んで

から解答するということを徹底してほしい。 

全

体 

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多く出題している。また，資

料やグラフを用いて，思考力や判断力を問う問題

を出題している。 

全体を通して、正答率は高かったが、複数の知識を結びつける問題

では正答率が下がる傾向にあった。語句の暗記ではなく、内容を理

解する学習を心掛けてほしい。また、解答が漢字指定となっている

問題に対して、ひらがなを記述している解答や、問題で問われてい

る内容と異なる内容を記述している解答が一定数見られた。問題文

を読み、何が問われているかを理解する力を身に着けて欲しい。 
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