城北中学の入試を
お考えのみなさまへ

城北中学校・高等学校 入試委員会
平成２８年１１月作成
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はじめに
本日は城北中学校の説明会にお越しいただき誠にありがとうございます。今回作成したこ
の小冊子は、現時点で開示しうる城北中学の入試情報をまとめたものです。これらの資料が、
城北を志望する子どもたちの助けとなり、志望の気持ちがいっそう高まっていくことを願っ
ております。
学校長より
受験生の保護者のみなさま，城北中学校の説明会にお越しいただき誠にありがとうござい
ます。教職員一同，皆様の期待に応えるよう，責任を持って生徒一人ひとりを大切に育てて
いきたいと考えております。
さて，現在の日本における中学・高校・大学の教育環境は変化の時を迎えております。２
０２０年に大学入試ではセンターテストが廃止され，各大学は新たな選抜方法を模索してい
ます。知識の詰め込みだけでなく，知識を様々な場面で活用する能力や，自ら問題を見つけ
解決していく能力を育てていくこと，グローバルな人材を育てていくことが重要になってい
ます。
城北学園では創立以来の２つ柱『人間形成』と『大学進学』を掲げています。時代は移り
ましたが，『社会でリーダーとなってほしい』，『多くの人を支えるような人間になってほし
い』，という思いは変わりません。
私たちは，このような思いを土台に据え，様々な能力の育成を高いレベルで実践するべく，
カリキュラムの構築及び授業の実践・展開を進めていきます。
入り口である城北学園の入学試験においては，帰国生の受け入れや高等学校での推薦入試
のなど，多様な生徒を受け入れ，新たな時代の人材を育てていきたいと考えています。
また，入試問題においても，従来の出題に加え，２０２０年の大学入試を見据えたものや，
城北学園の教育内容を反映したものを導入していきたいと考えています。これは，従来から
実施されている入試を大きく変更するものではありませんが，新たな時代に向けて，もう一
度城北での教育を再考し，入試を通じてそのメッセージを伝えていきたいと考えております。
そして，平成２９年度の城北中学校・高等学校の入学試験は，インターネットによる出願・
合格発表・入学手続きとなります。
今後とも，城北学園をよろしくお願いいたします。
校長 小俣 力
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1

平成２９年度

平成２９年度
城北中学校
城北中学校 入学試験の概要

生徒募集要項

第１回

第２回

第３回

入学試験日

２月１日（水）

２月２日（木）

２月４日（土）

募集人数（男子）

約１１５名

約１２５名

約３０名

試験会場・集合

本校・午前８：２０集合
平成２９年３月小学校卒業見込みの者

出願資格

（日本の小学校第６学年に相当する学齢児童であれば出願できます。）
１月２０日（金）

出願期間

９：００

１月２０日（金）

〜

１月２０日（金）

〜

１月３０日（月）２３：００
• 全日程

９：００

２月

１日（水）２３：００

９：００

〜
２月

３日（金）２３：００

インターネット出願

• 出願画面の指示に従って，志願者情報を入力してください。
出願方法

• 受験票・志願票は，お持ちのプリンタで印刷し，写真（縦 4cm 横 3cm，最近３ヶ月以内に写
した上半身，脱帽，正面のもの。白黒・カラー可）を貼って試験当日お持ちください。
• 帰国生の書類を提出する方は１月３０日（必着・簡易書留）までに本校へご郵送ください。
• １回の試験につき２５，０００円

受験料

• 受験料のお支払いはクレジットカード，コンビニエンスストア，金融機関 ATM（ペイジー）を
ご利用ください。本校窓口でのお支払いはできません。
２月１日（水）１８：００

２月２日（木）２０：００

〜

〜

〜

２月４日（土）１４：００

２月４日（土）１４：００

２月５日（日）１６：００

合格発表

• 合格発表専用サイトより発表いたします。

及び

• 電話による問い合わせはご遠慮ください。

入学手続き

２月４日（土）１９：００

• 入学希望者は入学手続き期限までに入学金２７０，０００円をお支払いください。
• 入学金のお支払いはクレジットカード，コンビニエンスストア，金融機関 ATM（ペイジー）を
ご利用ください。本校窓口でのお支払いはできません。
• 入学金はお返しできませんのでご了承ください。

試験科目
及び
試験時間

国語（５０分・１００点）

８：４０

〜

９：３０

算数（５０分・１００点）

９：４５

〜

１０：３５

社会（４０分・７０点）

１０：５０

〜

１１：３０

理科（４０分・７０点）

１１：４５

〜

１２：２５

• １年を超える期間海外に在留し，帰国後 3 年以内（平成２６年１月１日以降に帰国）の日本国
籍の者
• １年を超えて海外に在留中の日本国籍の者
帰国生の優遇

２つのいずれかの条件を満たす者は，海外在住期間と保護者が同伴していることを会社・機関
が証明した海外在住証明書（会社・機関発行のもの）を提出すると，学力試験の合計点数に１０
点加点します。書式は出願 Web サイトよりダウンロード可能ですが，会社・機関独自の形式で
も構いません。

複数回受験生の優遇

複数回受験した生徒がいずれも合格点に近い得点であったとき，優遇して正規合格とします。
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＜中学入試の主な変更点とポイント＞
①

平成２９年度入試よりインターネットによる出願・合格発表・入学手続きとなります。
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②

帰国生の優遇があります。（継続）

納入金・学費・寄付金・特待生制度・奨学金について
国）の日本国籍の者

1)

•

１年を超える期間海外に在留し，帰国後 3 年以内（平成２６年１月１日以降に帰

•

１年を超えて海外に在留中の日本国籍の者

入学手続き時の納入金
２つのいずれかの条件を満たす者は，海外在住期間と保護者が同伴していることを会
入学金

2)

２７０，０００円
社・機関が証明した海外在住証明書（会社・機関発行のもの）を提出すると，学力試験
の合計点数に１０点加点します。
書式は出願 Web サイトよりダウンロード可能ですが，
入学手続き後の納入金
会社・機関独自の形式でも構いません。
維持費

２３８，０００円

ＰＴＡ生徒会入会金

③
合計

３，５００円

入学者の未受験の受験料を納入金に充当します。
（継続）
２４１，５００円

上記金額２４１，５００円を 2 月末日までに城北学園の指定する口座にお振込みください。

城北中学を複数回応募していて，第１回または第２回で合格したため，第２回や第

城北中学を複数回応募していて，第１回または第２回で合格したため，第２回や第３回の受験をしなかった入学者に対して，受
３回の受験をしなかった入学者には，受験しなかった回の受験料を入学手続後の納入

験しなかった回の受験料を入学手続後の納入金に充当します。充当される金額を次の表の通りです。
金（維持費）に充当します。
受験料の支払い
第１回
○

○

第２回
○

○

○
○

○

第３回

合格した回

○
○

充当される金額

充当金額を差し引いた
入学手続き後の納入金

第１回

50,000 円

191,500 円

第２回

25,000 円

216,500 円

第３回

0円

241,500 円

第１回

25,000 円

216,500 円

第２回

0円

241,500 円

第2回

25,000 円

216,500 円

第3回

0円

241,500 円

第１回

25,000 円

216,500 円

第3回

0円

241,500 円

※３回とも全て出願している場合で，第１回の入試に合格し，第２回，第３回の入試を受験しなかった受験生が城北中学に入学し
た場合，受験しなかった第２回，第３回の受験料 50,000 円が充当されます。

④ 複数回受験者への優遇があります。（継続）
※合格する回より前の試験を欠席された場合は充当されません。

3)

複数回受験した生徒がいずれも合格点に近い得点であったとき，優遇して正規合格
とします。

学費（平成２９年度予定）
年額

授業料

教材費他
合計

４５６，０００円
８８，２００円
５４４，２００円

上記金額５４４，２００円を４月以降預金口座振替にて納入していただきます。（一括又は３期分納）

5
※維持費については２年、３年進級時にも年額２３８，０００円納入していただきます。

※授業料等学費は、年度により改訂されることがあります。

4)

寄付金の募集

本学園では、更なる教育環境と教育研究活動の充実を図るため、任意ではありますが、１口１００，０００円、１口以上の寄付
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城北中学の１，２，３回の入試について

2016 年（平成２８年）から新しい入試体制となり、入試を実施しました。
本校の中学入試は 2001 年入試より 2 月 1、2、4 日の 3 回体制となり、2016 年入試で 16
回を数えました。また、募集人数は 2004 年〜2015 年までは順に 120 名、130 名、30 名、
計 280 名でした。
2016 年入試は募集人数を順に 115 名、125 名、30 名，計 270 名としました。それぞれ
の回の持つ入試の位置づけは変わりません。
¡

2 月１日の第 1 回入試
本校を第一志望とする受験生が中心の入試です。例年、合格者の手続き状況も良いため、
追加合格は想定していません。2016 年度は応募者減少し（415→313），倍率が緩和しまし
た（2.8 倍→2.3 倍）。合格から入学までの動きは例年通りで，合格者の８８%が入学しまし
た。
¡
2 月 2 日の第 2 回入試
2 月 1 日に他中学を受験した子ども、つまり併願者中心の応募者で構成さます。学力の接
近した子どもたちが集まり、数点の違いで合否の分かれる入試となります。例年、手続き状
況を考慮しつつ、迫加合格を出す事も想定しています。201６年度は実質倍率が 1.７倍と前
年（1.5 倍）より高くなりました。追加合格 9 名でした。
¡

2 月 4 日の第 3 回入試
この時点で、まだ合格を得ていない子どもたちにとっての大きな受験機会です。我々にと
っては必要とする入学数の最終的な調整の役割をもたせたものとなっており、少数の募集人
数に対して、年によってはかなりの実受験者と高い(実質)倍率になる可能性があります。
2016 年は実質倍率が 5.9 倍と前年（5.８倍）同様，高い倍率となりました。

6

¡

合格者の決め方について

•

合格者は４教科の合計点（３４０点満点）で決めます。いわゆる（特定の教科の点数
による）「足切り」はしていません。

•

現在の入試の配点は 3 回とも国語１００点、算数１００点、社会７０点、理科７０点
となっています。これは４教科にわたってバランスのとれた学力を持っている人を入
学させたいという考えに基づきます。普段の勉強のなかで、このことを心がけて取り
組んで下さい。

•

本校の１〜3 回の入試は、回によってその特色や位置づけが異なります。とりわけ 3
回入試（2 月４日）はその年の中学受験の状況によって、実質倍率や合格数がかなり変
化することがありえます。

H24年 H25年 H26年 H27年 H28年
倍率

3.2

3.2

3.2

2.8

2.3

倍率

1.9

1.8

1.8

1.5

1.7

倍率

5.5

6.3

5.0

5.8

5.9

中学１回
合格点 195
198
224
222
219
（2/1）
得点率 57.4% 58.2% 65.9% 65.3% 64.4%
中学２回
合格点 209
200
205
180
184
（2/2）
得点率 61.5% 58.8% 60.3% 52.9% 54.1%
中学３回
合格点 227
200
223
229
242
（2/4）
得点率 66.8% 58.8% 65.6% 67.4% 71.2%
（最近５年間の中学入試の倍率・合格点・得点率）
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3

国語について

＜平成２９年度より出題形式が変わります＞
平成２８年度までは説明的文章の読解問題・文学的文章の読解問題・ことばに関する問
題・漢字問題の大問４問構成でしたが、平成２９年度は文学的文章の読解問題と漢字問題の
大問２問構成となります。配点の比率は 9:1 です。読解問題では、従来多く出題していた抜
き出し型や選択肢型の問題を減らし、長文記述に加えて短文記述の問題も出題します。
＜記述にもきちんと取り組んでほしい＞
•
自分の考えを述べるために必要な積極性や表現力がある生徒を求めており、本校入学
後、それらにさらに磨きをかけてもらいたいと考え、出題している。
•
記述の配点は高めに設定しており、部分点の幅も広く取っている。
•
主語のない答案、文末の不備、句点のない答案、誤字・脱字（漢字の間違いを含む）、
話しことばで書かれている答案は、減点。
•
指定字数から超過・不足している答案は、０点。
＜漢字＞
•
漢字力は語彙力と不可分であり、本校入学後に読解力を更に磨いていく上でも重要で
あると考え、出題している。
•
努力の成果が表れやすい分野。本校は努力する生徒を求めている。
•
字の巧拙は問わないが、正しく丁寧に書くという意識を持ってほしい。
＜どのような勉強をしたらよいか＞
文章を読むのが嫌いというお子さんがいますが、国語はたんに知識を多く持っているとで
きるようになるわけではなく、やはり文章を丁寧にしっかり読み、その内容を的確に理解し
ていくことが一番です。また、記述問題も投げ出さずに、わかる所については書くようにし
て下さい。漢字練習では上手でなくても丁寧な字をきちんと書けるよう心掛けて下さい。
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〜

memo

9

〜

4

算数について

＜各回の試験とその難易度について＞
５０分１００点満点です。受験者平均で 60 点程度になるように出題を心掛けています。
出題されている問題は、一度は扱ったことのあるものが多いかと思います。
•
1 回目は、基本から標準的なレベルで、基本的かつ典型的な問題を出題しています。
•
2 回目は、標準から応用的なレベルの出題をしています。
•
3 回目は、基本から応用までの幅広いレベルからの出題となっています。
＜出題形式について＞
例年、各回ともに大問数で 5 から 6、総数で 16〜17 問程度の出題で，1 問約 5〜8 点の配点
となります。
すべて答えのみの答案としました。単位は不問で，解答用紙に記入してあります。
小問を集めた問いでは、なるべく取り組みやすいで順に問題を配置しています。
受験者平均と合格者平均の差を考えると、2 問から 4 問程度の出来不出来が合否の点差を
表していると思われます。
＜出題傾向について＞
前半の小問では、計算問題、割合（食塩水など）、規則性、場合の数、図形など分野から
よく出題しています。後半の大問ではグラフを読む問題、文章題、場合の数、図形問題（平
面，立体）などの思考力を問う問題を出題されています。
＜採点について＞
採点に関しては、答えのみを要求しているので、基本的に〇か です。
（単位は解答用紙に
書いてあります。）ただ、約分のミス（既約でないもの）に関しては、減点しています。帯
分数や仮分数はどちらでも構いません。
＜差がついたポイント〜平成２８年度の中学入試を終えて＞
① 最後まで解ききる計算力
まず、計算力です。整数の計算や分母が 1 桁である分数の計算は、良く出来ます。しかし、
少し数字が大きくなったり、小数の計算となると出来なくなってしまいます。
大問の中でも、解答の方針は正しいのに計算力が追い付かないという生徒が多いようです。
計算力はすぐに付くわけではありません。日々の努力と慎重さ、検算をまじめに行う誠実さ
が求められると思います。

②

標準的な平面図形，空間図形の演習
次に図形の問題です。受験生の間で、非常に差がついていると思われます。必ずやってい
るような問題でも正答率が良くありません。補助線が必要な問題もありますが、決してトリ
ッキーなものでなく、しっかりと問題に取り組んでいれば誰でも引ける補助線だと思います。
城北中学の入試では、図形の出題は頻出なので、受験前にひと通りの問題を復習が必要です。
③

標準的な例題＋ひと手間が加えられた問題
これは、塾などで演習しているような問題に対して、ひと手間加わった問題です。問題を
よく読み、解きほぐしていけば、基本問題であることに気付くはずです。ただ、公式などに
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当てはめるのではなく、手を動かして考察することが必要です。このような問題も点差が開
いているようです。
城北中学の入試問題では
•
早くかつ正確に計算できる力を身につける
•
図形の基本的性質や，相似図形，立体図形などを把握する力を身につける
•
問題文を正確に把握し、数量的関係を的確に判断できる力を身につける
がポイントになります。過去問や類題をしっかり取り組んで下さい。
〜

memo

11

〜

5

社会について

＜出題について＞
出題傾向は昨年までと同じ。地理 25 点、歴史 25 点、公民 20 点の比率。基本的、標準的
な問題を中心です。過去問をしっかり学習して下さい。受験生の学習努力の結果が反映され
るような問題を出したいと考えています。また、時事的なテーマも取り入れて出題すること
が多いので、日頃からニュース・新聞などにも興味・関心を持って臨んでください。
＜入試についてのコメント・注意点など＞
•
漢字指定の問題でひらがなやカタカナ書きは です。
•
指定字数や氏名(姓名)にも留意してください。
•
解答欄の位置を間違えないこと、記号で答える場合は記号を正確に。
•
基礎問題を確実に解くこと。→基礎的な問題の成否が合格点の分かれ目です。塾のテ
キストや市販の参考書をマスターし、過去問などを繰り返し解いていきましょう。
＜地理担当より＞
•
地図・グラフ・表の読解問題はほぼ毎年出題されています。
•
計算問題や地形図の読み取り問題も出題されることがあります。
•
時事問題を絡めた設問も多いです。（公民と共通）
＜歴史担当より＞
•
すべての時代から出題されます。
•
塾のテキストや市販の参考書を徹底的に復習し、各時代の特徴や文化史までおさえて
おくことをお勧めます。文物の写真問題も出題されることがあります。
•
問題のパターンは長らく変わっていないので、過去問をなるべく多く入手し、同様の
問題に慣れておくとよいでしょう。
＜公民担当より＞
•
国民主権、基本的人権、平和主義など憲法に関連する設問が多いです。
•
時事問題を絡めた設問も多いです。（地理と共通）
•
毎年初秋に発売される「○○年の重大ニュース」のような書籍を読み込んでおきまし
ょう。（地理も共通）
•
国際関係を問う時もあります。（時事と絡めて）
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〜

memo

13

〜

6

理科について

＜出題について＞
•
物理・化学・生物・地学の全分野から、ほぼかたより無く出題します。
•
配点は物理（20 点）、化学（20 点）、生物（15 点）、地学（15 点）で、合計 70 点です。
•
漢字指定の問題のみ、漢字での解答です。指定がなければ、ひらがな・カタカナでも
構いません。漢字のトメはね等の細かいところは見ません。

＜問題の特徴＞
本校の理科教育は、実験・観察・実習を多く取り入れて、思考力を養っていくことを大切
にしています。単なる暗記力や知識だけの問題だけでなく，下記のような問題を多く取り入
れています。
•
•
•
•

実験・観察に基づく問題
計算力が問われる問題（主に物理、化学）
グラフ作成、作図、記述問題
お絵かき（スケッチ）問題（3 回目入試(2/4)のみ）

理科は、知識力・計算力・読解力・思考力・表現力を必要とする総合教科です。ですから、
パターントレーニングでは、理科攻略は難しいと思います。付け焼き刃的ではない地道な勉
強をさせてください。また、本校では実験を多く取り入れた本格的な理科教育を行っていま
すので、レポートやグラフを作成する力も入試で問いたいと思います。理科好きな生徒は、
是非とも本校を第１志望にしてください。
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〜

memo
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〜

7

中学入試

【平成２８年度
＜国語＞

一

二

三

四

〜資料編〜
中学入試の内容・配点・得点率】

1 回入試

２回入試

３回入試

説明的文章

説明的文章

文学的文章

40 点 47％

38 点 49％

40 点 52％

文学的文章

文学的文章

説明的文章

40 点 57％

42 点 56％

40 点 43％

ことばに関する問題

ことばに関する問題

ことばに関する問題

10 点 71％

10 点 41％

10 点 57％

漢字問題

漢字問題

漢字問題

10 点 86％

10 点 80％

10 点 72％

注：平成２９年度入試は文学的文章と漢字の問題構成となり，平成２８年度までとは形式が
異なります。
＜算数＞

1

2

3

4

5

1 回入試

２回入試

３回入試

四則計算（2 題）

四則計算（2 題）

四則計算（2 題）

１６点 ８７％

１２点 ６６％

１４点 ９６％

小問集合（６題）
（図形の角度，立体図
形，食塩水の濃度，あま
りの問題，売上の問題，
図形の面積）

小問集合（５題）
（食塩水の濃度，あまり
の問題，図形の面積，図
形の角度，図形の移動）

小問集合（５題）
（場合の数，図形の角度，
図形の面積比，分配の問
題，図形の移動）

３６点 ５６％

３４点 ３７％

３５点 ６２％

速さに関する問題

割合と分配の問題

水槽の問題

１８点 ４７％

１８点 ６０％

２１点 ５５％

立方体の切断問題

速さに関する問題

数列の問題

１８点 ４１％

１８点 １６％

１８点 ６０％

正方形の個数の数えあ
げ

立体図形の問題

展開図の問題

１２点 ５１％

１８点 ２２％

１２点 １６％
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＜社会＞

1（地理）

2（歴史）

3（公民）

1 回入試

２回入試

３回入試

城北中学の夏休みの
合宿における食事メ
ニューからの問題

伊勢志摩、九州・沖縄、
洞爺湖のサミットに関 日本の河川の問題
連した地域の問題

25 点 71％

25 点 60％

25 点 61％

各時代の歴史的こと
がらについての問題

各時代の歴史的ことが
らについての問題

各時代の歴史的ことが
らについての問題

25 点 55％

25 点 62％

25 点 46％

憲法・国会の問題

選挙制度の問題

時事問題を中心とした
問題

20 点 67％

20 点 67％

20 点 65％

＜理科＞
1 回入試

２回入試

３回入試

バネ

運動とグラフ

波の性質

（物理）１２点 ７９％

（物理）２０点 ５８％

（物理）８点 ４０％

滑車

中和の実験と量的関係

電気と熱

（物理）８点 ２５％

（化学）２０点 ６１％

（物理）１２点 ５７％

気体の性質

種子の発芽条件

溶解度と再結晶による物質
の分離

（化学）２０点 ８１％

（生物）１５点 ８７％

（化学）２０点 ５０％

冬の生物のくらし

低気圧と天気

月や惑星の特徴

（生物）１５点 ７６％

（生物）１５点 ４４％

（地学）８点 ８３％

1

2

3

4

5

河川の働きと、
形成される地形

地球の大きさ

（地学）１５点 ９１％

（地学）７点 ５５％
昆虫と水棲生物

6

（生物）１５点 ６５％
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【ここ３年の国語入試（中学）の出典】

18

【平成２８年度

算数入試（中学）

◎第１回・大問５】

この問題は，日能研の『シカクいアタマをマルくする。』シリーズで取り上げられ，平成
２８年４月に電車のつり革広告などで紹介されました。その際に，城北学園の入試委員長の
清水がインタービューに応じています。
日能研のホームページ（http://www.nichinoken.co.jp/shikakumaru/）より抜粋いたし
まします。（次ページより）
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＜入試問題紹介記事＞

出題意図

城北中学校の算数が求めているチカラとは？

1 表中の数字をヒントに考えるチカラ
今回初めて、算数で穴埋め形式の問題を出題しました。
表中のそれぞれの空欄にあてはまる数を答えてもらいます
が、表中の数字が問題を解く手がかりになります。
作ることができる正方形は、まっすぐの向きのもの（1 ㎠、
4 ㎠、9 ㎠、16 ㎠）だけではありません。それ以外のパタ
ーンの正方形はどうやって作るのか、表中の数字をヒント
に考えます。受験生の解答から、どの段階まで考えること
ができたか理解度をみることができます。
2 すべてを数え上げるチカラ
本校では数え上げの問題をよく出題しています。表の穴埋め形式を採用したのは、すべて
を数え上げる体験をしてもらうことと、全部数えると 8 パターンの正方形が作れることを伝
えたいというねらいがありました。部分ではなく全体をきちんととらえてもらいたかったの
です。
3 試行錯誤するチカラ
すべて正解した完答率は 13％でしたが、得点率は 50％以上でした。これは、受験生が表
を手がかりにして、できるところをやろうと取り組んでくれたからだと思います。
中には消して書き直した跡がある答案用紙がありました。「まだあった！」と気づいたので
しょう、考えながらやっている様子がうかがえました。

城北中学校の算数におけるアドミッション・ポリシーを聞いてみました。

1.穴埋め形式で受験生の理解度を見極める
従来の「3 つの設問」ではない新たな大問形式
清水先生 今回、表中の空欄の数字を答える穴埋め形式の問
題を出しました。これは本校にとって新しい試みでした。
通常、後半の大問は 3 つの設問を出しています。この問題も
最初は 3 つの設問を作りました。正方形 1 個の面積が、（1）
2
2
2
4cm 、
（2）2cm 、
（3）5cm となる個数をそれぞれ答えても
らうものでした。
しかし、正方形のパターンはこの 3 つのほかにもあります。
なぜその 3 つだけ聞くのか、この 3 つのほかにもないのかと、
受験生が思うのではないかという意見が出ました。とはいえ、
すべてのパターンを聞くのは難しすぎる。そこで穴埋め形式
にすることにしたのです。
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入試委員長／清水団先生

「まっすぐ向き」以外も見つけられたかどうか
清水先生 この問題の考え方としては、まっすぐの向きの正方形は 1 辺を長くしていけばい
2
2
2
2
いので、面積が 1cm 、4cm 、9cm 、16cm は簡単にわかるでしょう。
2
2
2
表を見ると、面積 1cm （1 1）と 4（2 2）cm の間に「2cm 」があります。表中の見えて
2
2
いる数字がヒントになります。斜めに辺を取るダイヤ型の正方形は、2cm のほかに「8cm 」
があります。
2
さらに、表から「5cm 」の正方形が作れることがわかります。これはダイヤ型ほど斜めでは
2
ないけれど、やや傾いた正方形があることを示しています。このパターンは 5cm だけでな
2
く「10cm 」もあります。
この問題を完答するには、8 パターンの正方形をそれぞれ数え上げなければなりません。こ
のように表の穴埋め形式にすると、受験生がどこまでわかったのか理解度を把握することが
できます。単純に合計の個数を求める問題にすると、受験生がどこまで理解できたのかは把
握できません。
入試問題は、受験生が準備してきた学習がきちんと発揮できる問題を出したいと思っていま
す。生徒の学力を細かく見たいというのは以前からの課題でしたが、穴埋め形式は、受験生
の問題を解く過程を評価する問い方として有効な方法だという手応えを感じました。
完答率は 13％、得点率は 50％以上
清水先生 6 つの空欄すべて正解だった受験生は全体の
13％でした。15％程度を予想していたので想定内でした。
2
面積が 5cm の正方形の個数（8 個）と、上下が空欄にな
2
っている正方形の面積（10）cm と個数（2 個）のとこ
ろは難しかったようです。
まったく手をつけていない答案はありませんでした。得
点率でいえば 50％以上になったのは、表を手がかりにし
て、できるところをやろうと取り組んでくれたからだと
思います。中には消して書き直した跡がある答案用紙がありました。「まだあった！」と気
づいたのでしょう、考えながらやっている様子がうか
城北中学校 今回出題問題の原案
がえました。
2
次のような解答もありました。面積が 8cm の正方形は 1 個ですから、ふつうは表の上の段
の 5 と 9 の間のマスに「8」と入れるべきところですが、9 と 16 の間に「8」と入れて、下
の個数の空欄に「1」と入れた受験生がいました。順番に並べなさいというルールは示して
2
いませんし、8cm の正方形を見つけたことを評価して、これには点数をつけました。

部分ではなく全部を数えて全体をとらえる
この表のおかげで、受験生は勘違いしないで問題に向き合うことができたと思います。数え
上げの結果が表として視覚化されているのもわかりやすいです。
清水先生 表中の数字が問題を解く手がかりになります。表がなければまったく手を出さな
いか、やってみたけれどうまく解けない受験生がかなりいただろうと思いますが、ヒントを
見せることで、あれこれ試行錯誤してくれたのではないかと思います。表のどこを空欄して
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どこを見せるかはずいぶんと吟味しました。
このような形式を採用したのは、すべてを数え上げる体験をしてもらうことと、全部数える
と 8 パターンの正方形が作れることを伝えたいというねらいがありました。部分ではなく全
体をきちんととらえてもらいたかったのです。
数え上げる問題はよく出題しています。確率や数列などいろいろな分野にわたり関わりがあ
るからです。規則性を見つけて「なぜ、そうなるのか」を考えるようにしましょう。

2.過程重視の学びを入試問題に反映させる
問題の配置は易しい問題から徐々に難しく
清水先生 本校の算数の入試問題は大問 5 題の構成です。
大問 1 が計算問題（2 題）、大問 2 が小問集合問題（6 題）、
大問 3〜5 は取り上げた分野についてそれぞれ 3 つの設問
を出しています。
問題の配置は、易しい問題から始まって徐々に難しくなる
ように心がけています。
最初の計算問題は受験生に落ち着いてもらう“ウォーミングアップ”の意味合いもあります。
答えもあまり細かい数字にならないようにしています。最後
入試委員長／清水団先生
の問題まで解いてもらうために、小問集合問題も計算があま
り面倒にならないようにしています。計算力は問題を考える土台になるので、しっかり練習
しておきましょう。
立体図形は中学の授業でも多くの時間を割いているということもあり、伝統的によく出題し
ている分野の 1 つです。立体図形はものの見方を計るのに適していますから多少難しくても
出したいと思っています。東京私立男子中学校フェスタの体験授業で入試問題を解説してい
るので、そうした機会を利用していただければと思います。
問題を解く過程を評価する入試問題を出題したい
清水先生 算数の入試問題は答えのみを聞く単答式になっていますが、入学後は正解を出す
までの過程をきちんと書かせています。ですから入試問題にも、「過程を大事にする学び」
という本校のスタンスをきちんと反映させたいと思っています。
受験生がどのように考えたのか、どのように取り組もうとしたのかなど、問題を解く過程を
見ることで、受験生の力をきちんと評価できるようになると思います。今回は穴埋め形式で
したが、途中の考え方を書かせる記述式の問題も検討しています。
問題を解く過程を評価する問題形式は、算数に限らず
ほかの教科でも検討しています。
数学のあいまいさは丁寧に解説
清水先生 算数から数学になって最初に大きな違いを
感じるのが文字の使い方です。最初にきちんと対処し
ておくと、後で余計な苦労をせずにすみます。
例えば、関数の式の「f（x）」は何を表しているかとい
うと、f は関数（function）の頭文字なので、
「x の関数」
であることを示しています。「f （x）」というかけ算ではないことを、最初にきちんと教え
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ています。
数学にはこのような表記の難しさがあります。教員は
城北中学校
当たり前のこととして使っていますが、初めて目にす
る生徒にとってはいちいち気になります。数学はきちんとしているようで、きっちりしてい
ないところがあります。生徒が“消化不良”を起こさないように授業や生徒からの質問で丁寧
に教えるようにしています。
最初はくどいくらい丁寧に式を立て、徐々に省略する
清水先生 質問で多いのが、
「この式の次がなぜこの式になるのか、途中の式がわからない」
というものです。最初のうちは問題を解く過程をくどいくらい、省略しないで板書します。
生徒の理解度を確認しながら、考え方がつかめてきたら、少しずつ省略していくようにして
います。
私の授業は生徒の質問を発端に展開していきます。ですから、
「みんなから質問がないと“自
習”になってしまうよ」と生徒に言って、質問するように促しています。このスタイルに慣
れてくると、生徒は自発的に質問してくれるようになります。すると、生徒も予習をして授
業に臨む反転学習に近い形になります。

3.教員がモチベーションアップを手助け
教員が生徒の学び合いの中に入ってもいい
清水先生 私は板書の途中でも、わからないところがあれ
ば「そこがわかりません」と言っていいよと生徒に言って
います。生徒の疑問にできるだけタイムリーに答えてあげ
たいと思っています。
最近はアクティブラーニングの「学び合い」が注目されて
います。その学び合いの中に教員も入っていいのではない
かと思います。ときには教員と生徒がフラットな関係になって、そのとき浮かんだ疑問をざ
っくばらんに出し合うのです。教員が「この問題をどうやって解けばいいかな？」と教員が
学び合いの輪に参加することで話し合いが活性化すれば、学び合う雰囲気がクラス全体に醸
成されるようになるのではないかと思います。
入試委員長／清水団先生
教員も生徒と一緒に学ぶことで新たな発見があるでしょう。
数学の教員は問題が解けたときの喜びを知っていますから、その喜びや楽しさを生徒と共有
できると思います。
モチベーションを高めると演習の継続にもつながる
清水先生 問題集やプリントでの演習も大切ですが、それだけでは生徒は苦痛に感じてモチ
ベーションも上がりません。そこで、発展的な内容にも触れるようにしています。今学んで
いることが将来の学びにどのようにつながるか、今学んでいることの周辺を伝える工夫をし
て、生徒の関心を高めるよう心がけています。
生徒を見ていると、問題が解けて正解すると数学が楽しくなる、好きになると、難しい問題
にチャレンジしたり、自分でどんどん学び進むようになります。自分で学習サイクルを回す
ようになるまでのモチベーションづくりを教員が手助けできればと思っています。
数学は普通クラスを習熟度別に 3 分割して苦手な生徒に手厚く教える体制を取っています。
その際、問題をたくさん解くだけでは集中力が続かないし、おもしろくないので、かえって
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悪循環に陥ります。演習もやりつつ、苦手な生徒にも周辺情報を与えることで学びの広がり
を見せることで、「やってみようかな」とやる気になってくれたりします。選抜クラスに教
えていない話をすると、それがモチベーションになることもあります。
アウトプットの演習問題を継続的に取り組むためにも、モチベーションを高める取り組みは
不可欠ですし、大切にしています。大学受験や 6 年間の学習が、ただ苦痛なだけでなく、
「苦
しいときもあったけれど楽しかった」と言って卒業してくれれば、教員としてそれ以上の喜
びはありません。
「自分 1 人で考える」ことも必要
清水先生 授業中に演習問題を解くときは、私は「周り
と相談しないで 1 人で解くように」と言っています。相
談するのは休み時間にしてもらって、
「授業中は教科書を
見てもいいから、まずは自分で考えて解こう」と言って
います。
私語は厳禁、集中して解いてもらいます。それは「自分
で考えて問題を解く」という作業を大切にしているから
です。学び合いはこれからいろいろな場面で行われると思いますが、そのベースとなるのは、
どれだけ自分が考えたか、問題と向き合ったかということだと思います。そうして考えを持
ち寄るから、学び合いが実のあるものになると思います。
城北中学校
以前は教員が大切なことを早く教えてしまって、生徒にま
ったく伝わらないということがよくありました。それは「自分で考える」ことを教員が奪っ
てしまったからで、多少時間がかかっても、教員は待ってあげなければなりません。自分で
考えて発した質問の答えは「そういうことだったのか」と体感として定着します。
LINE で生徒の質問に答える実験的な取り組みも
清水先生 これからは ICT 環境の整備を本格化します。電子黒板を使う授業も増えるでしょ
うし、タブレット端末をコミュニケーションツールとして使用する計画もあります。
生徒の質問に学校で対応できれば一番いいですが、すべての生徒に対応できないこともあり
ます。わからないことに気づくのは学校にいるときとは限りません。家庭学習で初めてわか
らないところが見えてくることもあります。そこで実験的な試みとして、私は LINE で学校
外の生徒とやり取りしています。
プリント学習している生徒が「ここがわかりません」と LINE で聞いてきます。それを見て、
私は解き方を書いたものを撮って送信します。授業中の板書は大抵写真に撮っているので、
板書したものを送ることもあります。
私は自宅で子どもと遊びながら生徒にも対応できるの
で、便利に思っていますし、負担に感じてはいません。
どの教員もできるわけではありませんし、セキュリテ
ィ上の課題はありますが、ICT を使えば学習支援の可
能性が広がると感じています。
教員の熱意が生徒を動かすこともある
清水先生 中には遅い時間に質問を送ってくる生徒も
いますが、それは私が数学好きな教員だとわかってい
るからだと思います。私が「数学はおもしろい！」と
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城北中学校

楽しそうに教えることで、数学が苦手な生徒も、問題が解けたなどちょっとしたきっかけで
好きになってくれたりします。「もう少し、計算ができるようになるといいね」とこちらが
後押しすると、生徒はぐんぐん伸びていきます。そうした生徒をたくさん見てきました。
学年を持ち上がって受け持つと、クラブを引退してから大学受験に向けての高 3 のがんばり、
成長はものすごいものがあります。ですから生徒には「がんばってやっていこう」と声をか
けています。高 3 になると自分でどんどん学習するようになるので、それまでに自分で学び
進められる体制に持っていけるように導きたいと思っています。

城北中学校
都立城北公園と石神井川に沿った緑豊かな環
境に、約 4 万平方メートルもの広大なキャンパ
スが広がり、創立 50 周年を記念して建設され
た校舎には充実した学習・スポーツ・文化施設
が整備されている。厳しい寒さにも耐え、春を
告げる花の代表格である桜の花をあしらった
デザインが。城北学園のマーク。創立からの、
着実・勤勉・自主の精神と質実厳正の姿を象徴
しています。
6 年間を 2 年ずつ「基礎期」
「錬成期」
「習熟期」
の 3 期間に分けて連携させる「3 期体制」。その経験とノウハウから生まれた理想の教育プ
ログラムは、難関大学への高い実績を生み出し、各界で活躍する卒業生の輩出している。各
期間で生徒の発達段階に応じた目標を掲げ、一人ひとりの生徒が目標の達成に向かって努力
し、成長を遂げられるように指導が行われている。
活発なクラブ活動は城北学園の伝統。全国レベルにある部活動も多く、運動部では、ラグビ
ー部、少林寺拳法部、水泳部（水球競技）、文化部では、ラジオ部や囲碁将棋部が過去に全
国優勝を果たしている。運動部や文化部。すべてがひとつになって城北学園の圧倒的なムー
ブメントを生み出している。
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【平成２８年度

社会入試（中学）

◎第１回・地理・問６】
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＜解説＞
豚、肉用牛、乳用牛の飼育頭数の上位５道県と日本全体に占める都道府県ごとの生産割合
(％)を記載したものを並記し、家畜名の正しい組合せを問う設問です。非常にオーソドック
スな設問で、参考書や塾のテキストをしっかりこなしてきた受験生たちには平易な設問だっ
たでしょう。それ故に正答率も８割でした。
基礎的知識の定着を確認させ、表形式の並びで問うことで受験生の応用力を試すという側
面を持っています。
城北の社会入試は、難問が含まれている場合もありますが、基本的にはこのような基礎的
設問を取りこぼさないことが合格者の共通点となっています。
また、地理・歴史・公民分野からまんべんなく点数を取り、その中で１つないしは２つ強
い科目があると高得点に繋がります。
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【平成２８年度 社会入試（中学）詳細】
【地理分野】
第１回の地理は、城北中学の夏休みの合宿における食事メニューから、主に農業分野に関
連する内容を問う問題でした。基本的な内容を中心（一部、時事問題も含みます）としてい
たため、参考書や塾のテキストをしっかり理解していれば得点できたと思われ、問 12 を除
いて、正答率も高く推移していました。これから城北中学を受けるみなさんにとっては、第
１回のレベルに達しているかどうかを測る設問だと思いますので、是非、晩秋〜年末年始に
解いてみて下さい。ポイントは基礎的知識が定着しているかどうかだと思います。
第２回は、伊勢志摩、九州・沖縄、洞爺湖のサミットに関連した地域を取り上げて出題し
ました。各地の盛んな産業に関する問題は良く出来ていました。一方、雨温図やグラフの読
み取りが必要となる問題を得点できたかが全体の出来を左右していました。そして、沖縄県
と鹿児島県の県境、洞爺湖町の位置を問う問題はさらに正答率が低くなっていました。ここ
が平均的な成績を収めた受験生と高得点の受験生の違いとなっていました。知識の詰め込み
でなく、図表を的確に読み取る力をつけ、学習の際には、地図を活用することをお勧めしま
す。
第３回は、日本の河川を題材にして出題をしました。リード文をよく読めば、たくさんヒ
ントがあった問題でした。問題文や注釈までよく読むことが得点につながっています。さら
に、河川の長さや流域面積だけに着目するのではなく、河川がどこを流れているかというこ
とまでが要求されました。日本地図が正確に頭に入っている受験生は高得点となりました。
各都道府県の産業の特徴を様々なデータから判断できるように、普段から数値にふれて、用
語と数値を関連づけて確かな知識を身につける学習をしてください。
【歴史分野】
第 1 回は、難易度としては標準的な問題を用意し、歴史用語を一問一答的に解答するだけ
ではなく、時代背景を理解していること、歴史の推移を俯瞰する視点を持っていることなど
を重視して出題しました。また、政治史だけではなく、文化的な観点からも出題し、幅広い
歴史の知識を問いました。
結果としては考えていたよりも正答率が下がってしまいました。既習内容だと思っていま
したが、重箱を突くような出題になってしまった嫌いがあります。その点は改善していきた
いと思います。今後の勉強法としては、歴史の全体像を俯瞰して、想像できるようになって
から、一つ一つの歴史的事項を学習していくようにしましょう。点と点が線で繋がる学習を
心がけていくことが大切です。
第 2 回は、全体的な問題の難易度を上げて、出題しました。年代配列問題や正誤問題、文
化の問題や資料問題、社会経済に関する問題など、幅広い分野から出題し、歴史を政治史だ
けでなく、多方面から理解しているかを問いました。
結果としては、全体的に難易度を上げたにも関わらず、予想よりもよく出来ていました。
歴史を線で理解し、さらに歴史的事項の細かいことまで丁寧に整理できていました。今後の
学習方法としては、政治史だけでなく、文化・社会経済史などにもしっかりと目を通すこと
が必要かと思います。
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第３回は、全時代を通史で出題しました。問１〜問 15 までの問題は、古代史〜近世史ま
での範囲から出題をしました。歴史人物を解答しながら、基本事項を正確に理解しているか
を試す問題です。また、問２・問５は歴史事項を発生時代順に並び替えて解答するので、単
に事項の丸暗記では解答ができません。時代の流れを理解しながら、勉強に取り組む姿勢が
要求されます。問 16 からは近代史の問題になりますが、難易度を変えて、２点配点としま
した。問 16 の A・B の人物は自由民権運動で活躍した中心人物ですが、大隈重信の「隈」
は誤答が多かったようです。歴史用語を漢字で正確に書く勉強をしてください。
【公民分野】
第１回は憲法を中心に，国会の構成と役割について出題した。国会についての憲法の条文
を読み込んでおけば，解答できる問題である。
問 1・2・3 は，国家機関としての国会の位置づけとその構成，またその選挙制度の根拠と
なっている「公職選挙法」を答えさせるものであった。いずれも基本的な問題である。
問 4 は，二院制の長所である「慎重」
「抑制」
「補充」機能を小学生レベルの文章で出題し
た。問 5 は，比例代表制についての正誤問題で，小学生にはやや難しかったのではないか。
正解はウで，参議院の比例代表制では，候補者，政党のいずれにも投票することができる。
問 6 は，
「一票の格差」が憲法第 14 条の「法の下の平等」に反するというものである。
「法」
のみを答えさせる問題であった。問 7・8 は，国会議員の身分保障と任期に関するもので，
教科書で憲法の条文を読んでいれば易しい問題である。問 9 は国会の役割を問うもので，内
閣と裁判所の役割と区別できるかどうかがポイントであった。
「弾劾裁判」
「予算の作成」と
いう選択肢で迷うところであったと思う。問 10 は，
「衆議院の優越」の理由を問うものであ
った。解散の制度が国民の意見をよりよく反映できる制度であることがわかっていれば，解
答は容易である。問 11 は，両院協議会についての出題であった。やや細かい知識を要する
もので，やや難であった。
第２回は 18 歳選挙権などの選挙制度が改正されたので良く学習されていると思い、出題
しました。具体的には、選挙制度の移り変わりや「一票の格差」の問題などの基本的な事項
を尋ねました。正答率も高く、予想通り良く学習していたと思います。
「合区」の内容も良く理解されていました。
第３回は時事問題を中心としながら公民の基礎事項を尋ねるという形式で出題しました。
良く対策されていたみたいで正答率は高かったです。
本校では、必ず時事問題が出題されます。
普段からニュースに関心を持って接し、考えていないとわからない問題もあります。社会
の動きに好奇心を持って下さい。
公民分野は、公民の基礎事項＋時事問題で毎年出題しています。しっかり勉強すれば高得
点が可能です。
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【平成２８年度

理科入試（中学）の解説】

第１回入試
大問１ ＜物理＞ バネ
バネに働く力と伸びの関係についての問題です。確実に得点する必要があります。
問１
(1)ではグラフより，バネは 100g で 2cm 伸びることがわかります。おもりをつるしている
糸にかかる張力は 100g で，この力がバネに伝わります。そのため，バネにはたらいている
力も 100g となります。右側の糸が 100g でバネを引いているのを左側の糸が 100g の力で
支えていると考えればよいので，両側から 100g で引いているからバネには 200g の力がか
かっているという間違いをしないことです。(2)では，100g のおもりには，上向きに 300g
の力がはたらくと同時に，重力 100g が下向きにはたらいているので，力がつり合うために
は，下向きに 300−100＝200g の力がはたらいていなければなりません。バネが伸びること
でこの力を出しているので，200g では 4cm 伸びるから，バネの全長は，20＋4＝24cm と
なります。
問２
(1)では，バネを 100g の力で引くと，それぞれのバネには 50g ずつの力がはたらきます。つ
まり，バネは 50g の力によって伸びるので，1cm 伸びることになるので，100g で 1cm 伸
びるグラフがあてはまります。 (2)では，バネを 100g の力で引くと，２本 のバネは一直
線につながっているので，どちらのバネにも 100g の力が伝わり，それぞれが 2cm ずつ伸び
るので，全体として 4cm 伸びます。したがって，100g で 4cm のびるグラフがあてはまり
ます。
大問２ ＜物理＞ 滑車
問１
図のように，はたらいている力を，Ａ君と台で別々に考えることがポイントです。
Ａ君にはたらいている力だけを考えます。Ａ君は自分の体重 40kg を，ひもを 15kg で引
きながら支えていますが，40−15＝25kg だけ支える力が不足しています。この 25kg
は体重計から支えてもらっています。つまり，体重計には 25kg の力がはたらいているので
その値は 25kg を示します。
台と体重計にはたらいている力だけを考えます。台をつっているひもは，Ａ君が引いてい
るひもと同じなので，ひもには同じ 15kg の力がかかっています。Ａ君が体重計を押す力は，
体重計がＡ君を支えていた力と同じ大きさなので，25kg となります。また，台と体重計の
重さは合わせて 10kg なので，下向きの力が，25＋10＝35kg であるのに対して，上向きの
力が 15kg しかないから，35−15＝20kg の力で，台ははかりから支え
てもらっている
ことになります。はかりにかかる力は 20kg となるので，これがはかりの示す値となります。
15kg
15kg
Ａ君が体重計から
支えてもらっている力

台がはかりから
支えてもらっている力
40kg

Ａ君が体重計を押す力
10kg
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問２
床から離れるので，図のように，宙に浮いている状態で考えます。ひもを引く力 ２で，
40kg＋10kg＝50kg の重さを支えているのだから，ひもにかかる力(ひもを引く力)の大き
さは，50 2＝25kg となります。
ひもを引く力
ひもを引く力

40kg

10kg

問３
問２と同じく宙に浮いた状態で考えます。左図より，(ひもを引く力) ２＝40＋10＋(お
もりの重さ)，中央図より，Ａ君が体重計から支えられている力が 0 になると，Ａ君だけが
台から離れて浮き上がることになるので，ひもを引く力は 40kg となります。すると，左
図の力のつり合いより， 40 2＝40＋10＋(おもりの重さ) となるため，おもりの重さは，
30kg となります。
ひもを引く力
ひもを引く力

ひもを引く力
ひもを引く力

Ａ君が体重計から
支えてもらっている力
40kg 10kg おもりの重さ

40kg

Ａ君が体重計を
おもりの重さ
10kg
押す力

大問３ ＜化学＞ 気体の性質
各気体の密度と特徴的な性質から、気体の種類を推定する問題です。
3
問 1 と問 2 は，気体の密度に関する問題です。100cm あたりの重さに直すことができれ
3
ば，比較的簡単に答えられます。問 3 は加熱に伴う気体の膨張によって、100cm あたりの
重さがどのように変化するかを問う問題ですが、こちらは差がつきました。この問題を解く
には気温と体積の関係を予測する力が必要です。問 4 から問 7 は、各気体についての基本的
な性質を問う問題であり、正答率も非常に高くなりました。問 8 と問 9 は、環境問題と関連
させた問題です。問 8 は非常に正答率が高かったのですが、問 9 の燃料電池の動作気体を答
えさせる問題は逆に差がつきました。この問題に限らず、各分野の内容を関連させて理解す
る力が必要です。
大問４ ＜生物＞ 冬の生物のくらし
厳しい冬を生き抜く様々な生物の特徴と，その仕組みについて出題しました。例えば植物
は動くことができないため，タンポポの他にもナズナやオニタビラコなどはロゼットという
形で，風をよけたり，効率的に光合成をおこなったりします。また，変温動物である。は虫
類・両生類は冬の低温化では活動できなくなるため，冬眠という形で身を隠します。
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卵の状態で越冬するカマキリは，多くの卵を泡で包み込んだ卵鞘という形で植物に産み付
けられます。この卵鞘はスポンジ状になっているため，空気の断熱層を持ちます。セーター
やダウンも同じ仕組みで熱を伝えにくくしています。
冬も活動するユキウサギやライチョウは周囲の雪景色に擬態するために白色の毛に換毛
します。また，春が来ると土や岩の地面に紛れるために茶〜黒色の毛に生え変わります。
大問５ ＜地学＞ 河川の働きと、形成される地形
川の流れは、傾斜の大きさで決まります。流れの強い順に、浸食・運搬・堆積作用に影響
します。日本列島は、急な河川が多いので、Ｖ字谷の浸食地形をつくりながら、扇状地や三
角州の堆積を形成します。
堆積は、粒度分布に従い層構造になります。下層から礫岩・泥岩・砂岩に移行します。
第２回入試
大問１ ＜物理＞ 運動とグラフ
運動の様子によってグラフがどのように変化するかを考える問題で，問２は時間と速さの
両方を考えないと決められないのでやや難しい問題です。また，問４は，問題文に書いてあ
るヒントの意味を読み取れないと正解できない思考力型の問題です。
問１
(1)は 0.1 秒ごと 7cm 移動しているので，速さは，7 0.1＝70 となります。(2)は 0.1 秒ご
とに左端からの距離が 7cm ずつ増していくので，時間の経過とともに一定の割合でたて軸
の値が増えていくグラフとして，イが当てはまります。(3)は間の距離がすべて 7cm である
ことから，0.1 秒間の平均の速さはすべて，7 0.1＝70 より，秒速 70cm となるので，速さ
は一定であるから時間が経過しても速さが変化していないグラフとして，アが当てはまりま
す。
問２
(1)では 図２と３を比べると，動き始めてから板の右端を通過するまでにかかる時間は，図
３の方が短く，最後の距離が同じことから，速さはほぼ同じになっているということがわか
ります。これに当てはまるのはキのグラフとなります。(2)では図２と４を比べると，動き始
めてから板の右端を通過するまでにかかる時間は，図４の方が長いことがわかります。また，
最後の距離から，速さは図４の方が遅いことがわかります。
問３
(1)は図５より，左の斜面で加速し，水平面を等速で移動して，右の斜面で減速して止まる
ことがわかりますが，左の斜面で加速する時間と右の斜面で減速する時間も同じになってい
ることもわかります。そのためグラフの加速時と減速時の傾きの大きさと底辺(かかった時
間)の長さも同じになっていて，その間の速さが一定になっているグラフを選べばよいわけで
す。(2)は問２の結果より，傾きが大きいほど速さの変化も大きいことがわかるので，加速か
ら等速までは(1)のグラフと同じになりますが，右の斜面で減速するときには，より短い時間
で減速して止まることになるので，あてはまるのは，イのグラフとなります。(3)では 問２
の結果より，傾きが小さいほど速さの変化も小さいことがわかるので，加速から等速までは
(1)のグラフと同じになりますが，右の斜面で減速するときには，より長い時間かかって減速
し，止まることになります。
問４
時刻 0 秒では，物体の速さは 0 です。時刻 0.1 秒まで加速した結果，その間の平均の速さ
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が毎秒 10cm になったわけです。同様に，時刻 0.1 秒から 0.2 秒の平均の速さが秒速 30cm，
時刻 0.2 秒から 0.3 秒の平均の速さが秒速 50cm となっています。加速しているときのグラ
フは直線になっていたので，平均ということは，各時刻の真ん中にもとめた平均の速さを記
せばよいことになります。これをグラフにすると図のようになるので，グラフより，求めた
い時刻 0.2 秒の速さは，(30＋50) 2＝40 となります。
速さ

50
30
10
0

0.1

0.2

時刻
0.3 [秒]

大問２ ＜化学＞ 中和の実験と量的関係
塩酸と水酸化ナトリウムの中和実験に関する基礎的な知識と、中和後に生成する食塩の量
についての量的関係を問う問題です。
【実験１】の結果から、４%水酸化ナトリウム水溶液 20 g とちょうど中和する 7.3%塩酸
は 10 g であることがわかります。問 1 ではビーカーD は塩酸を過剰に加えているので、酸
性の色である黄色になります。問 2 では，ビーカーA はアルカリ性ですので，加えた 7.3%
塩酸の重さが 50 g 未満のビーカーを全て選べばよいことになります。問 3 では，アは水酸
化カルシウム水溶液、イは酸の性質、ウは緑色、エは赤紫色になるため，選択肢は全て間違
っていることになります。問 4 では，アは過酸化水素、イのようなは存在せず，エは赤色に
なります。どちらも消去法では解けない問題ですので、正確な知識が必要になります。問 5
では，【実験１】の結果から、４%水酸化ナトリウム水溶液 20 g とちょうど中和する 7.3%
塩酸は 10 g であるため，比例関係から容易に答えを求めることができます。問 6 の①は，
ビーカーD を蒸発させても食塩しか残らないことを読み取れれば，ビーカーD を蒸発させた
ときの質量を 1/5 することによって容易に答えが求まります。問 6 の②は、ビーカーA には
４％水酸化ナトリウム水溶液が 100 g 入っていることを読み取れれば，こちらも容易に答え
が求まります。これらの問題は、文章から状況が読み取れるかどうかで、大きく差が付きま
した。問 7 のグラフは，問 5 より 7.3％塩酸 50 g を加えれば中和すること，それ以上 7.3％
塩酸を加えても残る食塩は 5.85 g のままであることが予測できれば，それほど難しくない
問題です。
化学反応の量的関係と、その実験に関するグラフは毎年のように出題されています。グラ
フの作成はもちろんのこと，グラフから必要な薬品の量を読みとることもできるように，横
軸と縦軸の目盛りをよく見て，正確に作成する練習をしておいてください。こうした技能は，
入学後のレポート作成でも必要とされます。
大問３ ＜生物＞ 種子の発芽条件
種子の発芽に必要な環境条件を実験から考察する問題を出題しました。種子の発芽では，
どのような条件が必須なのかを複数の実験条件から見つけ出す問題です。例えば，「光」と
いう条件に関しては「水あり・温度 20℃・光あり」★の実験でも，光の条件だけ変更した
イの「水あり・温度 20℃・光なし」の実験でも発芽していることから，光は必須な条件で
はないことが分かります。また，
「水あり・温度 20℃・光なし」のイの実験と，水の条件だ
け変更したウの「水なし・温度 20℃・光なし」では発芽しないことから水は発芽に必須の
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条件であることが分かります。
さらに，温度の条件だけが違うイ「水あり・温度 20℃・光なし」の実験とオ「水あり・
温度 5℃・光なし」の実験から温度 20℃が必須の条件であることが分かるため，カの「水あ
り・温度 5℃・光あり」実験は発芽しないことが分かります。
大問４ ＜地学＞ 低気圧と天気
低気圧は、天気の変化を知る上で大切な現象です。今回出題したのは，暖かい空気の塊（暖
気団）と寒気団の衝突の関係と気圧・湿度・気温・雲の形成を総合的に見る問題です。空気
塊の関係と偏西風により東に移動していくことを、注意して欲しいと思います。雲の形成は、
日常の観察が必要です。
第３回入試
大問１ ＜物理＞ 波の性質
今までにほぼ出題されていないタイプの問題です。問題文にあるヒントをどれだけ読み解
けるかが問われる思考型の問題です。
問１

砂
浜

(1)では 図２の砂浜の海岸に打ち寄せる波の図より，波の進路は図のようになっていること
がわかります。(2)では 図２より，水深が浅くなると波は左図のように曲がると考えること
ができるので，反対に水深が深くなると図のように曲がると考えられます。砂浜と異なり，
図３では一気に深くなっているので，水深の変化は１回だけなので，曲がるのも１回だけに
なります。そのため，境界線で向きを変えるだけで，その前後では直進していることになり
ます。

深い

浅い
浅い 深い

問２
(1) では，問１(2)の結果を波の速さの変化で表すと左図のようになります。90゜回転させる
と，右図のようになり，問題の図と同じ状態になります。

深い

浅い

(速い)
(遅い)

(速い) (遅い)
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(2)では (1)の結果より，上空に向かった音は下図の左半分のように向きを変えていくことが
わかります。これと同じ曲線になっているのは，イとウだけです。どちらも一旦，地表面と
平行になりますが，その後，イはより音速が遅くなる方に向かうのに，波としての曲がり方
が反対向きになっているので正しくありません。一方，ウでは，より音速が速くなる方に向
かうときの曲がり方に一致しています。

高温 (速い)
低温 (遅い)
大問２ ＜物理＞ 電気と熱
電池と電球の明るさという頻出問題です。電池と電球をどのようにつなぐと明るさがど
う変化するかは問題文のヒントにありますので，予備知識がなくても解答できます。また，
電熱線の発熱量は，電球の明るさと同様に考えればよいことも学習していたと思いますの
で，細かなミスがなければ，高得点が得られたはずです。
問１
問題文のヒントから，１つの電池から出た電流が１つの電球を通って，同じ電球に戻っ
てくるときに，同じ明るさで点灯することがわかります。このような電流の流れをたどれ
るのは，図２と３だけで，図４では２個の電池から出た電流が１個の電球を通り，図５で
は１個の電池から出た電流が２個の電球を通っています。
問２
(1)では沸点に達すると，水から水蒸気への変化が始まり，この変化が終了するまでは水温
は沸点のままになります。このことは知らないと解けません。したがって，図のように真
横に直線が描けていればよいわけです。(2)では，問１にある電池と電球の明るさの条件を
考えると，図７の場合は図６の４倍の発熱量があることになります。水の量とはじめの水
温が同じなので，100℃に達するまでの時間は四分の一になります。(3)では，問１にある
電池と電球の明るさの条件を考えると，図８の場合は図６と同じ発熱量ですが，水の量が
２倍なので，100℃になるまでの時間も２倍になります。

水温

[℃]

100

20
0

20

30

加熱時間
[分]

大問３ ＜化学＞ 溶解度と再結晶による物質の分離
食塩とホウ酸の溶けている水溶液から，食塩のみ，またはホウ酸のみを取り出す条件を考
える問題です。溶解度に関する基本的な知識と技能を問います。
問３は 16 (100+16) 100 = 13.79…と求まりますので，13.8%となります。問４は
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(16.0-6.0) 100 116 = 8.620…となりますので，8.6 g と求まります。問５では，②は 100
g につき 36 g 溶解するので、9 g 析出したということは 100 9 36 = 25(g)と考えることが
できます。問６はややこしい問題ですが，一つひとつ検討していくと，ア，イ，エは両方沈
殿してしまうことがわかります。
溶解度の問題もよく出題されます，毎回大きく差が付いています。問 4 において「問 3 で
作った水溶液 100 g」を「問 3 で作った水溶液すべて」と勘違いした解答が多く見られまし
た。溶解度の問題を解くには計算力だけでなく，文章をよく読んで状況を理解する力も必要
です。
大問４ ＜地学＞ 月や惑星の特徴
身近な月や火星・金星の特徴は知っておくべきでしょう。地球と比較することで地球誕生
の秘密を知る手掛かりになります。
大問５ ＜地学＞ 地球の大きさ
地球を調べるために、私達は、さまざまな手段を駆使します。シエネの南中高度は 90 と
アレキサンドリアの南中高度 82.8 度は地球と太陽の関係が分からないと中心角は求まりま
せん。それにより、簡単な円の中心角と弧の長さの比例関係を用いて地球の円周を求めさせ
ました。
大問５ ＜生物＞ 昆虫と水棲生物
水辺に生きる生物をテーマに出題をしました。水棲昆虫は多様な方法で呼吸を行います。
タガメやミズカマキリは長い呼吸管，ゲンゴロウは前翅と腹部の間に空気の層を作ります。
今回のヤゴは魚類と同じくエラという手段で呼吸を行います。また，ヤゴはトンボの幼虫で
すが，ヤゴの姿のまま水面に出て，サナギにならず，そのまま羽化する不完全変態に属する
昆虫です。選択肢のなかで不完全変態の昆虫はカメムシ目のセミとカマキリ目のカマキリが
該当し，ムカデは昆虫ではないため，正答からは外れます。
カエルの変態は後ろ脚が生え，次に前脚，最後に尾部がなくなるという過程を経ます。よ
って最初に生えてくる脚とは後ろ脚であり，オタマジャクシの状態に後ろ脚が生えた状態が
正答になります。
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