
　　　　　　入試説明会
城北中学校

２０２３ 年度　城北中学校入試
中学１回入試　２月１日　約１１５名 

中学２回入試　２月２日　約１２５名 

中学３回入試　２月４日　約　３０名 

国語･算数 各50分 100点　社会･理科 各40分 70点 

計340点（足切りなし） 

インターネット出願 

小学校からの調査書は必要ありません 

追加入試は実施しません

中学入試の特徴
帰国生の優遇があります。 

入学者の未受験の受験料を納入金に充当します。 

複数回受験者への優遇があります。 

全回で入試当日の夜に合格発表です。 

１回，２回は2/4に手続き締め切り 

3回は2/5に手続き締め切り  

繰り上げ合格は電話で連絡いたします。

写真について
• インターネット出願で写真のアップロードは必須です。 

• 写真屋さんなどで，横3cm×縦4cmの写真を撮影し，データ化し
てもらうとほぼこの規格になります。 

• カラー・白黒どちらでも大丈夫です。 

• 出願サイトで写真を登録すると，受験票を印刷するときに写真も
印刷されるので，改めて写真を貼る必要はありません。  

中学入試　１回　２月１日
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。 

応募者はここ4年で366→436→436→389となっています。 

倍率は2.5→3.0→3.0→2.7と推移しています。 

合格から入学までの動きは例年通りで、合格者の87％が入学しました。

中学入試　２回　２月２日
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が，2022
年度の追加合格はありませんでした。 

2022年度は応募者が723→ 746と増加し，倍率は1.9でした。
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中学入試　３回　２月４日
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。 

2022年度の倍率は8.7倍となり，前年に比べると上がりました。

持ち物について
• 万が一、忘れ物があったら事務室へ。 

• 定規、コンパス、分度器はいりません。 

• 時計は各教室にあります。 

• 携帯電話は校舎内に持ち込めません。 

• 持ってきた飲み物は休み時間に飲んでも構いません。  

コロナウイルスへの対応について
• 2023年度の入試において，追加入試は実施致しません。 

• マスクの着用をお願いします。マスク入れも持参してください。 

• 受験の当日、校舎の入口で検温を実施します。37.5度以上の場合は受験で
きません。 

• 変更がある場合は本校のホームページ（www.johoku.ac.jp）にて発表・連
絡いたします。 

＜入学後の各家庭へのお願い＞

モバイルデバイス(ノートPC・タブレット)の準備 

家庭で利用するWi-FI環境の準備

質問などがございましたら，下記のQRコードを読み取っていただいて，
フォームより入力してください。 中学入試・国語

第2章 中学入試・国語
2.1 2022年度の内容・出典

１回　 ２回 ３回
小説 (90点) 小説 (90点) 小説 (90点)

一 谷 瑞恵 伊吹 有喜 佐原ひかり　
『猫を配る』 『犬がいた季節』 『ブラザーズ・ブルー』

二 漢字 (10点) 漢字 (10点) 漢字 (10点)

2.2 出題意図・採点所感
2.2.1 ＜第 1回＞
〇 出題意図 　猫をめぐって少年二人が奮闘し、主人公がそれまでの自身の考え方を

見つめ直して成長する作品です。それまで自分のことを中心に考えていた主人
公が、猫の「ゴン」との関係性を通じて考え方を改める、その経緯を読み取れ
るかなどを問いました。
　同じ人物でも、時間の経過や様々な経験を通じて考え方や価値観を変化させ
ることがあり得ます。文章中で描かれる出来事が、主人公はじめ登場人物にど
のような影響を及ぼすのかを考えながら読み進める意識をもってほしいと思い
ます。

〇 採点所感 　問１では言葉の問題を、空欄補充の形式で出題しました。空欄の部分
だけを見て答えたと思われる誤答が多かったので、空欄補充では前後の文脈を
見て考える習慣をつけるとともに、語彙力の増強も期待したいところです。問
２・３・５・６・１０が選択肢の問題でしたが出はよく、正答率は８０～９５％
と非常に高い結果となりました。逆にそこで失点してしまった人は、他の受験
生と差がついてしまったということです。ただ最後の、語り手に関する問１２
だけは正答率が低く２０％ほどでした。見慣れない問題だったのかもしれませ
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記述の出題について
• 小説の読解問題と漢字問題の大問２問構成で，
配点の比率は9:1です。 

• 読解問題では、長文記述に加えて短文記述の問
題も出題しました。  

受験生へのメッセージ 
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，
出題しています。 

• 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ます。 

• 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，減点です。指定
字数から超過・不足している答案は０点です。

受験生へのメッセージ 
漢字について

• 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
います。努力の成果が表れやすい分野で，本校は努力
する生徒を求めています。 

• 字の巧拙は問いませんが，正しく丁寧に書くという意
識を持ってほしいです。 

中学入試・算数
第3章 中学入試・算数
3.1 2022年度の内容と講評
3.1.1 第１回

1. 計算問題
(1) 計算（小数・分数含む）　
(2) 逆算

2. 小問集合
(1) 割合
(2) 平均点
(3) 求角（円）
(4) 求積（円）　
(5) 整数

3. 速さ
4. 立体図形（建物の影の面積）
5. 場合の数
• 平均が 58.5点
• 例年通りのレベルであると思われる。
• 幾何が弱いが、それも最近の傾向通りである。
• ２の小問集合を見る限り、基本的なレベルの問題はよく練習をしていると思わ
れる。

• 7割程度できていれば十分力があると思われる。
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3.1.2 第２回
1. 計算問題

(1) 計算（小数・分数含む）　
(2) 逆算（分数含む）

2. 小問集合
(1) 仕事算
(2) 三角形の折り返し求角問題
(3) 場合の数
(4) 1枚あたりの費用
(5) 正六角形の面積比

3. 速さ
4. 剰余の問題
5. 立方体の切断と、立体の断面による「重点」の考察問題
• 平均点が 51.8点
• １回目同様、幾何の小問集合で出来が悪い。
• 問題文の量が１回目と比べて多かったが、情報量が多いものを正確に読み取る
ことができていない。

• １回目同様、基本的なレベルの問題の出来は良かったが、少し王道から外れる
と途端にできなくなる。

• 作成側としては、１・２回目に大きな差はないが、２回目の方がほんの少し難
易度が高い。

3.1.3 第３回
1. 計算問題

(1) 逆算　
(2) 小数・分数の混合計算（1.3でまとめる）

2. 小問集合
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(1) ベン図
(2) 食塩水
(3) 図形の面積比
(4) 円とおうぎ形の求角問題
(5) 円の中心の軌跡の長さ

3. 速さ
4. 場合の数　数え上げ
5. 立方体がくり抜かれた立方体の切断
• 平均点 53.9点
• 計算問題は手数が多く、小数分数混合の問題は良くはなかった。
• 小問集合は、幾何が相対的に良くはない。
• 2(4)の正答率が低いが、採点の様子や 5の様子を見ると、小問集合で手が止まっ
たわけではない様子。

• 速さはしっかりと練習をしてきている様子。差がつけられた問題ではないか。
• ４は数え漏れなどがあったのではないか。情報量が多い問題に関しては、正答
率が下がる傾向にある。

• 立体に関しても、作業が増えると正答率は下がるが、(2)の出来などを見るとそ
れなりに取り組めていた。

3.2 採点に関して
• 採点に関しては答えのみを要求しているので、基本的に◯か×です。
• 単位は解答用紙に書いてあります。
• 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・仮分数はどちらでも構いません。
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第1回 第2回 第3回

出題・採点について
• 例年，各回ともに小問集合が2題（計算・その他），大問が3から4題です。  
• すべて答えのみの形で，なるべく取り組みやすい順に問題を配置しています。 (単位は不問
で，解答用紙に記入してあります。)  

• 小問集合は，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。また，途中の考え方やどこまで求められているのかを評価し
たいと考え，問いを細かく設定している大問もあります。 

• 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。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。 

受験生へのメッセージ
• 早くかつ正確に計算できる力を身につけよう！ 

• 図形の基本的性質や、相似図形、立体図形などを把握する
力を身につけよう！ 

• 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
を身につけよう！ 

• 普段から問題を解く過程も大切にして学習に取り組もう！
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中学入試・社会
第１回 第２回 第３回

地理 
自然災害をテーマとす

る問題

地理 
コロナ・ふるさと納税
などをテーマに出題 

地理 
東京オリンピックをテ

ーマに出題

歴史 
通史問題

歴史 
通史問題

歴史 
人物をテーマに出題

公民 
国会・内閣をテーマに

した問題

公民 
司法権をテーマにした

問題

公民 
2021年の時事問題

出題・採点について
•地理25点、歴史25点、公民20点の比率。 
• 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。

受験生へのメッセージ
• 地理　地図・グラフ・表の読解問題はほぼ毎年出題されていま
す。 

• 歴史　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。 

• 公民　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）

中学入試・理科

第5章 中学入試・理科
5.1 2022年度の内容

１回　 ２回 ３回
1 ＜物理＞ 20点 ＜物理＞ 11点 ＜物理＞ 12点
浮力と 棒のつりあいと 浮力と重さの関係
ものの浮き沈み 重心 とばねののび

2 ＜化学＞ 20点 ＜物理＞ 9点 ＜物理＞ 8点
気体の種類と 電球と電池の 導線の長さと
発生量 つなぎ方 断面積の関係

3 ＜生物＞ 15点 ＜化学＞ 8点 ＜化学＞ 8点
酵素のはたらき 状態変化 金属と酸の反応

4 ＜地学＞ 15点 ＜化学＞ 11点 ＜化学＞ 12点
地震について 中和反応 実験操作と溶解度

5 ＜生物＞ 15点 ＜生物＞ 15点
キク科植物と開花 生物のからだ

6 ＜地学＞ 15点 ＜地学＞ 15点
気温と湿度 太陽の動き

5.2 入試についての考え方・特徴など
5.2.1 基本的な姿勢

• 物理・化学・生物・地学の全分野から，ほぼかたよりなく出題します。
• 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「とめ」，「はね」等の細かいところは見ません。
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出題・採点について
• 物理（20点）化学（20点）生物（15点）地学（15点） 
• 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 
• 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。

受験生へのメッセージ
• 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
教科のため、パターントレーニングでは、対策できません。付け焼き
刃的ではない地道な勉強をしてください。 

• 本校では実験を多く取り入れていますので、レポートやグラフを作成
する力も入試で問います。 

• 入試問題では「レポートを書く力」を見ます。グラフや図を描く練
習、短文を書く練習を繰り返してください。 

• 入学したら、一緒にたくさん実験しましょう。
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