
入試 Q＆A － 保護者の方によくいただくご質問にお答えします。 

 

＜アドミッションポリシーについて＞ 

 

Q．入試のアドミッションポリシーと種類について教えてください。 

A.本校は「グローバル社会で活躍するために、主体的に志を立てていく生徒」「自らの探究心から、

興味 

や関心を持って自立的に学びに取り組む生徒」「得意科目を活かして伸びる資質を持っている生

徒」 

のアドミッションポリシーのもと、以下の入試を行っています。 

  〇一般入試 「A・C（4科）」「B（2科）」 

  〇１科入試 「国語」「算数」 

〇探究サイエンス入試 

〇英語入試「A・B・C」 

〇英語 AL入試 

  〇帰国生入試「Ⅰ期（11月）」「Ⅱ期 A・B・C（2月）」  

 

 

＜出願について＞ 

 

Q.Web出願の手続きを教えてください。 

A.インターネットに接続できる環境（パソコン・スマートフォン・タブレット端末等）とプリンターを 

ご用意いただき、以下の流れで出願を行ってください。 

  ①マイページの作成 

   本校ホームページの「出願はこちらから」をクリックして、マイページを作成してください。 

②入学検定料納入 

   出願期間（「帰国生Ⅰ期」は 11月 15日より、「一般」「英語」「国・算１科」「探究サイエンス」 

「帰国生Ⅱ期」入試は 1月 10日 9:00より、各試験日の当日 7：00まで。 

「英語 AL」入試は 1月 10日 9：00より、1月 29日 12:00まで。）に決済してください。 

クレジットカード決済・コンビニ支払・ペイジー対応金融機関 ATM支払いより選べます。 

    本校窓口でのお支払いはできません。 

 ③受験票・写真票を印刷 

    写真貼付（出願情報入力の際に写真をアップロードした場合には不要）の上、切り離して、 

試験当日に必ず両方ともお持ちください。 

  

Q.自宅にプリンタがなく、受験票と写真を印刷できません。 

A.一部のコンビニエンスストアには、メディアリーダーを備えたコピー機・ネット上のファイルを印刷

できるコピー機があり、PDF ファイルを印刷することができます。 

お手持ちのメディアに PDF ファイルを入れてコンビニエンスストア店頭へお持ちいただくか、コンビ

ニエンスストアのアプリなどからネット上に PDFファイルをアップロードし、コンビニエンスストア



で印刷してください。（詳細は店舗にお問い合わせください） 

 もしくは、本校事務局にお越しいただければ印刷用プリンタを用意しています。 

使用可能時間は、出願受付日から土日・祝日を除く受験日前日までの 9:00～15:00 です。お越しにな

る前に事務局へお電話をお願い致します。連絡先：03‐3585‐3911（事務局） 

 

 

Q.システム操作でわからないことがあります。 

A.インターネット出願に関するシステムの操作でわからないことや困ったことがあるときは、まず出願

サイトの画面下部にある『よくあるご質問』で確認してください。 

それでも不明なときは、24 時間対応のコールセンターへお問い合わせください。 

コールセンターへの問い合わせは『お問い合せ先』をクリックしてください。 

 

Q.併願校は必ず入力しないといけないのでしょうか。 

A.合格者数等を決める際の参考のためにご入力いただいています。併願校のうち二校は必ず入力してく

ださい。合否には一切関係ございませんので、正確に入力いただければ幸いです。 

 

Q.氏名入力で、正しい字が出てきません。 

A.変換した中から、ご利用になれる文字をお選びください。 

入学後は学校で対応可能な限りお取扱いします。 

 

Q.ひとつのメールアドレス（ログイン ID）で、姉妹が出願できますか。 

A.ログイン後、メニューの『志願者追加』から追加する姉妹を登録すれば出願できます。 

登録後、メニューの『志願者切替』から出願する姉妹を選択して、お手続きください。 

 

Q.受験生と保護者の現住所が異なるときは、どちらの住所を登録すればよいでしょうか。 

A.学校から連絡をする場合がありますので、保護者の住所で登録をお願いします。 

 

Q.パソコンの調子が悪くて、出願期限を過ぎてしまいました。出願できる方法はありますか。 

A.どのような事情があっても、出願期限を過ぎてからの受付はできません。 

 

Q.出願申込みをして、コンビニエンスストアに振込みに行ったら、決済時刻を過ぎていました。出願で

きる方法はありますか。 

A.検定料のお支払いをもって出願受付となります。 

どのような事情があっても、出願期限を過ぎてからの受付はできません。 

 

Q.出願をした後に、入試名（入試区分）を間違えて選択したことに気がつきました。今から訂正できま

すか。 

A.検定料お支払いの前であれば、今の申込みをキャンセルして新たに申込みをすれば変更できます。 

検定料お支払い後は一切の変更ができませんので、改めて申込みをしていただくことになります。 

なお、その場合でも検定料は返還しませんので、ご了承ください。 

 



Q.出願をした後に、別の日の出願をするのを忘れていたことに気がつきました。 

追加出願の際、複数回受験の割引は適用になりますか。 

A.同時に出願した時のみ、複数回受験の割引扱いになります。 

申込み後や決済後の追加申込みは、割引の対象となりませんので、ご了承ください。 

 

Q.出願申込みをしてから名前の入力が間違っていることに気づきました。どうすればよいでしょうか。 

A.検定料のお支払い前なら、志願者情報入力のページで修正してください。名前を修正後に検定料を支

払い、正しい受験票と写真票を印刷してください。 

 検定料お支払い後は、画面からの修正はできませんので、学校にご連絡ください。学校で修正し、修

正が終わったことをお知らせします。その後、再度正しい受験票と写真票を印刷してください。 

 その他の項目の入力間違いについても対応しますので、学校にご連絡ください。 

Q.検定料の割引とはどんなものですか。 

A.検定料は、「一般」「英語」「帰国生Ⅱ期」１回の入試につき、25,000 円ですが、2 回同時に出願され

る場合は 40,000円、3回同時に出願される場合は 50,000 円となります。 

但し、「国・算１科」「探究サイエンス」「英語 AL」入試は、他の入試との併願割引の対象とはなりま

せん。 

 また、一度決済をされた後の出願は、割引の対象にはなりませんのでご注意ください。 

 

Q.「一般」「英語」「帰国生Ⅱ期」と「国・算１科」「探究サイエンス」「英語 AL」を同時に申し込むこと

が 

できますか。 

A.システムの設計上、同時に申し込むことはできません。 

いずれかの入試を決済した後に、あらためて他方の入試をお申込みください。 

 

Q.国・算１科入試の国語入試と算数入試など、同一時間の入試に両方申し込むことができますか。 

A.システムの設計上、同時に申し込むことはできません。 

いったん一つの入試に出願した後、マイページの「志願者情報変更」・「志願者追加」から志願者を新

たに登録し、その志願者で別の入試に出願してください。受験番号は試験ごとに発行されます。 

 

Q.出願期間中に応募状況を確認することができますか。 

A.ホームページで応募状況を毎日更新します。 

 

Q.出願はできるだけ早くした方がよいのでしょうか。 

A.出願の早い遅いは合否に関係ありませんので、期間中ご都合のよいときにご出願ください。 

 

 

＜入試当日について＞ 

 

Q.開門時間は何時ですか。 

A.午前実施の入試は 7：30です。来校された順に、試験会場にご案内します。 

開門前においでになると、外でお待ちいただくことになりますので、予めご承知ください。 



午後実施の入試の開門は、13：00です(受付開始時刻は 14:20)。 

「英語 AL」入試は、各試験の集合時間の 30分前から受付開始となります。 

 

Q.入試当日の遅刻は何分まで受験が認められますか。 

A.1 時間目の試験の開始後 20分までは受験を認めますが、試験時間の延長はしません。 

東京メトロや JRなどの交通機関の遅れなどによる遅刻には、状況に応じて特別な対応をします。 

 

Q.服装について、何か指定はありますか。 

A.指定はありません。入試の時期は寒いですので、屋外と教室との温度差への調節がしやすい服装を 

お考えください。上履きは必要ありません。 

 

Q.当日体調が悪い場合はどうしたらよいですか。 

A.「新型コロナウイルス感染症の対応について」の項を参照してください。事前に連絡をした上で

所定の申請手続きをすると、追試験を受験できますので、決して無理をなさらないでください。 

その他の事情で別室での受験を希望される場合には、受付で本校教員にお申し出ください。 

養護教諭が判断し、別室での受験を認めることがあります。 

 

Q.試験中に注意することはありますか。 

A.試験中は、筆記用具以外は鞄にしまってください。 

シャープペンシルは使用してかまいません。定規・コンパス・分度器は使用できません。 

携帯電話やスマートウォッチ、ウェアラブル端末等をお持ちの場合は、必ず電源をオフの状態にして 

鞄の中に入れるようにしてください。 

休み時間に、参考書やテキストをご覧になることはかまいません。 

 

Q.保護者控室について教えてください。 

A.カフェテリアと教室の一部を控室としてご利用いただけます。校外へ出られることは自由ですが、試

験 

終了時刻までにはお戻りください。試験終了後は、受験生と保護者の方を待ち合せ場所まで誘導しま

す。 

 

Q.午前の入試が終わった後、昼食をとる場所はありますか。＊今後の状況に応じて変更する場合がありま

す 

A.２/１午前と２/1午後ともに山脇を受験する方のみ、校内で昼食をとることができます。 

 

Q.午後の入試の 15：00集合に間に合うかどうか不安です。 

A.2 月 1 日(火)国・算１科のみ、15：00 集合に間に合わない場合は、事前(出願～当日 15：00 まで)に

ご連絡いただくことにより、15：45集合の回で受験していただくことが可能です。  

連絡先：03‐3585‐3911(事務局) 

 

 

＜合格発表について＞ 



 

Q.ホームページでの合格発表は携帯でも見られますか。 

A.ご覧になれます。トップページの「合格発表」バナー、もしくは試験当日に配布される保護者の方へ

のご案内に、合格発表のページの QRコードを掲載しておりますので、そちらからご覧ください。 

 

Q.校内掲示を見に行きたいのですが。 

A.校内掲示は行いません。ホームページ「合否照会サイト」よりご覧ください。 

 

 

＜新型コロナウィルス感染症の対応について＞ ＊今後の状況に応じて変更する場合があります 

 

Q.新型コロナウィルス感染症の対応について教えてください。 

A.昨年度同様、以下のような対策を考えております。 

 ・マスクを必ず着用していただく 

 ・入校の際、検温と手指の消毒をしていただく 

 ・体温が 37.5℃以上の場合、入校をお断りする 

 ・本人が発熱、感染疑いの症状がある場合や、ご家族が感染または濃厚接触となった場合、 

受験を取りやめていただく 

 ・出願したのに受験できない場合には、事前に連絡をした上で所定の申請手続きをすると、 

追試を受験できる（2月 18日に実施：追試験の要項は１月に HPに掲載） 

 ・試験教室は 30名までとし、保護者控室も拡充する 

 ・休み時間には、窓を開けて換気をする 

 ・カフェテリアは座席の利用のみで、営業はしない 

 

＜その他＞ 

 

Q.「一般」「英語」入試は、日程により、問題の難易度に差がありますか。 

A.それぞれの入試の難易度は、ABC 日程内ではすべて同じレベルになるように問題作成にあたっていま

す。 

  

Q.「一般」「英語」入試は、各科目の基準点はありますか。 

A.「一般 A・C」入試は４科目の合計点、「一般 B」入試は２科目の合計点で判断しますので、個別科目

の基準点は設定しません。 

「英語」入試も、それぞれの基準点は設定しません。「一般」入試の国算の合格ラインを鑑み、「英語」

入試 

の国算の合計点と英検の取得級とを総合的に判断して、合否を決定します。 

 

Q.英検の合格証を持っている場合は、提出したほうが良いのでしょうか。 

A.「英語」「英語 AL」入試を受験される方は、英検３級相当以上の合格証のコピーの提出が必須です。 

「一般」「帰国生Ⅱ期」入試を受験される方は、英検４級相当以上の合格証のコピーを提出いただく

と、合格判定の際に考慮することがありますので、お持ちの場合はご提出ください。（ただし、英検



などの合格証は 2019年 6月以降に取得したもの） 

 提出の際は、任意の封筒に入れ、入学試験当日にご提出ください。 

「国・算１科」「探究サイエンス」入試を受験される方は、英検などの合格証をお持ちの場合でも提

出していただく必要はありません。 

 

Q.「国・算１科」入試を受験する場合、どちらで受験するかはどの時点で意思表示をするのですか。 

A.出願時に、どちらで受験するかを選択していただきます。 

 

Q.複数回受験をするとメリットはありますか。 

A.それぞれの入試ごとに繰り上げ合格対象ゾーンを設定し、繰り上げ合格者を出す場合には、このゾー

ンに複数回入っている方を優先しています。その結果として、繰り上げ合格者の多くは複数回受験を

された方になっています。 

 

Q.「国・算１科」「探究サイエンス」「英語 AL」入試を受験した場合、繰り上げ合格の対象になりますか。 

A.「国・算１科」「探究サイエンス」「英語 AL」入試単独で繰り上げ合格を出す予定はありません。 

ただし、他の入試も受験されていて、いずれかの入試で繰り上げ合格対象ゾーンに入っていれば、繰

り上げ合格の候補となります。 

 

 

 

 

＊変更があった場合には、HPにてお知らせいたします 



国語 

2022年度入試のねらいと出題方針 

出題方針 

日本語の基礎的知識や言葉の運用能力、論理的思考力のベースとなる読解力や表現力を問います。 

 

具体的な作問の方針 

１．読解問題を 2題、総合問題を 1題、知識問題を 1題出題します。 

２．一・二の読解問題では、文章を読んで書き手の意図を論理的に読み取る力や、読み取った内容を論

理的にまとめる力を問う問題を出題します。一・二では漢字の書き取りなどの単純な知識問題は出

題しません。 

３．三の総合問題では、文章中に出て来た言葉や表現に関する知識問題のほか、短い説明的文章の論旨

をふまえて自分の考えをまとめる問題を出題します。 

４．四の知識問題では、漢字や語句、文法など、日本語の基礎的知識を問う問題と、知識の応用力を問

う問題を出題します。 

５．漢字の書き取りや読みの問題は、小学校で習う 1006 字の中から出題します。 
 
＜問題構成＞ 

一 文章読解問題（説明的文章） 

二 文章読解問題（物語的文章） 

三 総合問題（文脈の中での知識・短い説明的文章の読解・意見論述型の設問） 

 四  知識問題 
 
＜読解問題の主な出題形式＞ 

① 選択形式（4 択が基本） 

② 空欄補充形式 

③ 抜き出し形式 

④ 記述形式   

1 字数  a 字数指定なし 

b 20 字程度   

c 30～40 字程度 （長くて 50～60 字） 

  2  a 言い換え型（本文中の表現を別の言葉で言い換える問題） 

    b 要約型（本文の内容を整理して筆者の意見や登場人物の心情を説明する問題） 

    c 意見論述型（本文の内容をふまえて自分の考えを述べる問題。課題を発見する力や自分の

意見を論理的にまとめる力が必要） 

 

解答を進める上でのアドバイス 

１．読解問題では、本文中に解答の根拠となる部分があります。文章の書き手や出題者の意図を的確に

読み取り、解答の根拠となる部分を見つけましょう。 

２．時間が足りなかったことが原因で解けなかった問題が生じないように、過去問を通じて時間配分と

解答順序のイメージをつかんで本番に臨むようにしましょう。 

 

採点基準と配点について 

１．配点は、一・二の読解問題が 70 点、三の総合問題が 15 点、四の知識問題が 15 点です。 

２．記述問題の採点では、根拠が部分的にでも書けていれば、理解度の程度に応じてできるだけ部分点

を与えるようにしています。 

３．漢字の採点については、漢字書き取り問題の場合は、トメ・ハネがいい加減なものや画数を 2 画で

書くべきところを明らかに 1 画で書いているものは不正解としています。ただし、記述問題の解答

中の漢字については、トメ・ハネや画数が多少乱れていても減点の対象とはしません。 

 

 
 

2021 年度入試採点結果の分析 



 

2021 年度入試は、A・C 入試ともに平均得点率が 5 割を切る一方で、今年度初めて午後・国算 2 科の

入試方式を取り入れた B 入試の平均得点率は 55.5 点でした。 

一・二の文章読解問題では、説明的文章における文章全体の構造を捉えて、設問の意図を正確に読み

取ることや、物語的文章における場面設定や登場人物の発言を的確に捉えるといった、基本的な練習の

不足で得点差がついたのではないかと考えられます。 

 

得点上位者と得点下位者の得点率に差がついた問題には、次のような特徴が見られました。 

・設問の条件を満たして答える問題 

・文章全体の構成や前後の文脈から答えの根拠を過不足なく探して答える問題。 

・本文に書かれている内容を別の言葉に置き換えて説明する問題。 

全体的に文章を正確に読み取る練習にどれだけ取り組んだか、普段から読書などを通じて様々な語句

や表現に接する機会がどれだけあったかの差が、合否を分ける得点差につながる結果となりました。 

 

A入試 

一は、ロボットをテーマとした評論文です。「ロボット」について「適応ギャップ」や「表出能力

が低い」などの用語の使い方が難しく感じられたようで、得点率は低めでした。高得点者とそうでな

い人との差が大きかったのは問六です。「自然言語を話す」「機能をもたせなかった理由」という問い

方が難しかったようです。 

二は小説で、父と子が対話の中で少しずつ歩み寄っていく様子が描かれています。この入試は一・

二通して記述の得点率が低くなりました。差がついたのが問四です。「キャッチボール」の「意味」

という具体的な行動と、抽象化した言葉を結びつけることができたがどうかで差がつきました。 

 三の意見論述問題では、「プラスチック製品」という身近にあるものがテーマになっていたためか、

十分に書かれている答案が多く、得点率も比較的高めでした。 

 

得点率 

一 問一：(A)72％ (B)67％ 問二：70％ 問三：62％ 問四 記述：36％ 問五：32％ 

問六 記述：19％ 問七：57％ 問八：43％ 

一全体：44.4％ 

二 問一：(A)21％ (B)77％ 問二 記述：50％ 問三：22％ 問四：45％ 問五：78％ 

問六：90％  問七 記述：12％  問八：37％ 

  二全体：45％ 

三 問一：(a) 67％ (b) 78％ 問二：23% 問三：37％ 問四：80％ 問五：65％ 

  問六 意見論述：57％ 

  三全体：56.4％ 

四 (1)30％  (2)18％  (3)28％  (4)46％  (5)53％ 

   (1)50％  (2)87％  (3)80％  (4)95％  (5)65％ 

  四全体：48.5％ 

B入試 

得点率 

一 問一：(A)70％ (B)93% (C)80％ 問二：81％  問三：69％ 問四：63％ 問五：27％  

問六：55％  問七：25％ 問八 記述：13％ 問九：38％  

一全体：48.7％ 

二 問一 記述：70％ 問二：45％ 問三 記述：36％ 問四：23％  問五：41％ 問六：50％  

問七：)80% 問八：29％  

  二全体：53.3％ 

三 問一：(a) 85％ (b) 93％ 問二：35％ 問三：48％ 問四：47％  問五：52％  



問六 意見論述：11％ 

  三全体：64.8％ 

四 (1)98％  (2)88％  (3)85％  (4)63％  (5)78％ 

   (1)52％  (2)88％  (3)88％  (4)2％  (5)27％ 

  四全体：67.5％ 

C入試 

得点率 

一 問一：91% 問二：(Ⅰ)69％  (Ⅱ)55％  (Ⅲ)70％ 問三：35％ 問四：71％ 問五：30％ 

 問六 記述：79% 問七 記述：41％ 問八：61％ 問九：40% 

一全体：54.6％ 

二 問一：(A)12％ (B)45% (C)48％ 問二：91％ 問三：49％ 問四：33%  

問五 記述：18％ 問六 記述：17％  問七：62% 問八：44% 

二全体：43.5％ 

三 問一：(a) 96％ (b) 88％ 問二：58% 問三：66％ 問四：65％  問五 意見論述：19% 

  三全体：40.3％ 

四 (1)誤 65％ 正 57%  (2) 誤 76％ 正 55％  (3) 誤 96％ 正 84％  (4) 誤 52％ 正 48％   

(5) 誤 54％ 正 49％ 

(1)39％  (2)60％  (3)47％  (4)40％  (5)53％ 

  四全体：58.3％ 

※正答率はランダムに抽出した答案をサンプルとして集計したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 年度 国語１科入試のねらいと出題方針 

 

出題方針 

具体的な作問の方針 

１．読解問題を２題出題します。 

２．文章を読んで書き手の意図を論理的に読み取る力や、読み取った内容をふまえて記述をまとめる力

を問う問題を出題します。 

３．昨年度に続き、文章題の中で漢字の書き取りや語句の意味などの知識問題を出題します。 
 
 
＜問題構成＞ 

一 文章読解問題（説明的文章） 

二 文章読解問題（物語的文章） 
 
 
＜出題形式＞ 

① 選択問題 

② 空欄補充問題 

③ 抜き出し問題 

④ 記述問題（60～80 字程度の長めの記述問題を含みます） 

 

採点基準と配点について 

配点は、一・二ともに 50 点です。 

 

2021 年度 国語 1 科入試採点結果の分析 

 

2021 年度は、全体的に正答率が高く、平均得点率は、64 点（前年比+6）でした。この入試は、国語

1 科目で受験できる入試方式で、国語が得意な受験生が多く受験するため、A・B・C 入試に比べて高い

得点率になっています。 

今年度は、長めの記述問題や本文全体についての内容を説明する空所補充問題で得点上位者と下位者

とで得点差がつく結果となりました。国語の読解力のレベルが一定以上の受験生が多い中、本文全体を

見通して論理的な展開や心情の変化をとらえるだけでなく、与えられた条件をもとに文章を構成して、

的確に表現できる力を備えている受験生が合格ラインを上回る得点に到達したというのが、今回の入試

の特徴です。 

 

午後入試 

得点率 

一 問一：(A)69％ (B)96％ (C)88％ 問二：95％ 問三：91％ 問五：73％ 問六：75％  

問七：77％ 54％ 問六 記述：39％ 問七：22％ 問八：53％ 問九 意見論述：62％ 

一全体：60.9％ 

二 問一：(A)95％ (B)98％ (C)93％ 問二：96％ 問三：62％ 問四：(A)93％ (B)83％ (C)29％ 

  問五：72％ 問六：77％ 問七：57％ 問八 記述：49％  問九：65％ 

  二全体：67.1％ 

 

 

 



算数 

  

2022 年度入試のねらいと出題方針 

 

出題方針 

本校の中学数学の授業に取り組んでいくために必要な学力を身につけているかどうかをみま

す。そこで基本的知識と応用力を問う問題を出題します。 

  

具体的な作問の方針 

基本問題は、計算・数の性質・比・図形・文章題などの分野からできるだけ偏りなく出題し、

算数の基本的な知識の定着度および計算力をみます。応用問題は、必要な情報を見きわめながら

筋道を立てて解答を導き出す力を問う問題を出題します。 

難易度は例年と同様で、問題１は基本～標準、問題２～４は標準～応用レベルの問題を出題

します。 

 

解答を進める上でのアドバイス 

問題２～４では「求め方」の欄を設けています。それはたとえ正解までたどり着けなくても、

どれだけ正解に近づいていたのか、受験生の力をみるためのものです。問題集などの模範解答の

ような、きれいな解答の書き方を求めているわけではありません。時間内に答えまで求めること

ができなくても、途中式や計算過程などを答案に書き残して下さい。また、図や言葉で表現して

もかまいません。解答の方針が正しければ部分点を与えます。 

 

採点基準と配点について 

全体の配点の割合は、基本レベルが全体の約３割、標準レベルが約３割、応用レベルが約４割

とします。問題２からは解答欄の「求め方」で、図や途中の式などを見ながら、できるだけ受

験生の力を見落とさないよう、部分点として慎重に加点しながら採点します。 

 

 

2021 年度入試採点結果の分析 

 

平均点を 50 点程度に想定して入試問題を作成しました。問題１の小問を 8 題から 9 題に増や

し基本レベルから標準レベルの問題を幅広く出題しました。２以降の応用問題では正解には至

らなくてもポイントを押さえた答案には部分点を与えました。 

 



Ａ入試 

問題 出題内容 得点率 採点講評 

問題１ 小問集合 43％ 

(1)(2)(3)(8)はよくできていました。 

(5)はチョコレートの個数を答えるべきところを子どもの人数を

答えた誤答が目立ちました。 

(9)はまわりの長さを求める時に半径の長さを足し忘れたと思わ

れる誤答が多かったです。 

問題文を正しく読むことを心がけましょう。 

問題２ 空間図形 

(1)87% 

(2)62% 

(3)34% 

(1)よくできていました。 

(2)20cm の足し忘れに注意しましょう。 

(3)最後までたどりつけなかった人がいました。何を求めているの

かを把握しながら解きましょう。 

問題３ 通過算 
(1)70% 

(2)6% 

(1) 概ねよくできていました。 

(2) 問題文の条件を読み取れていない答案が目立ちました。 

問題４ 平面図形 

(1)76% 

(2)42% 

(3)11% 

(4)6% 

(1)よくできていました。 

(2)三角形の面積から高さの比に気付いた人はできていました。 

(3)(4)は時間が足りなかったのか空欄が目立ちました。 

 

 

Ｂ入試 

 出題内容 得点率 

問題１ 小問集合 52% 

問題２ いろいろなグラフ 

(1)76% 

(2)56% 

(3)46% 

問題３ 空間図形 

(1)55% 

(2)35% 

(3)7% 

問題４ 規則性 

(1)73% 

(2)31% 

(3)7% 

 

 

 

Ｃ入試 

 出題内容 得点率 

問題１ 小問集合 50% 

問題２ 平面図形 
(1)53% 

(2)14% 

問題３ つるかめ算 

(1)82% 

(2)20% 

(3)7% 

問題４ 点の移動 

(1)32% 

(2)1% 

(3)1% 



2022年度午後入試のねらいと出題方針 

 

出題方針 

偏りないバランスのとれた基礎知識と計算力、そして問題文から的確に必要な情報を読み取り解き

進める力を問います。 

 

具体的な作問の方針 

１．20～25問程度出題します。（計算問題を 3～4題、他はすべて文章問題・図形問題です） 

２．偏りなく様々な分野から出題します。 

３．すべて答えのみ問う形式です。 

 

解答を進める上でのアドバイス 

すべて答えのみ問う形式ですので、はやくかつ正確に答えにたどり着けるように練習しましょう。

何を聞かれているのか、どの単位で答えるのかなどに、日頃から注意して取り組んで下さい。 

 

採点基準と配点について 

100 点満点で、ほぼ均等に配点する予定です。 

 

2021 年度午後入試採点結果の分析 

 

計算問題 2 題、文章題、図形の問題など幅広い分野から出題しました。時間配分もきちんとできたよ

うで、ほとんどすべての問題に手をつけている答案でした。以下、詳細をまとめます。 

 得点率 採点講評 

(1) 87% 

(1)～(8)全体的によくできていました。 

(9)120 本の誤答が目立ちました。これは 81 円で売った本数です。 

(10)40÷(10÷7)=28 人と計算したと見られるものが多かったです。 

(11) 問題文を読み間違えたと思われる誤答が多かったです。 

(12)①120×21=2520円の誤答が目立ちました。②103シートが正解ですが 

102 シートや 104シートなどの近い値のミスが多かったです。 

(13)ニュートン算に慣れていないためか正答率がよくありませんでした。 

(14)折り返しによってできる合同な図形に着目するのがポイントです。 

(15)斜線部分の面積と直角二等辺三角形の面積が等しくなることに気づくの

がポイントです。 

(16)立方体 1 個の体積は 216 ㎤ですが，1 個 36 ㎤で計算したと思われる 

誤答が見られました。 

(17)①は概ねできていましたが②の出来はよくありませんでした。 

“縦に並んだ球に書かれた数の合計の最大”の意味を読み間違えたと思わ

れる誤答が見られました。 

(18)①はよくできていましたが②まで完答できた人は少なかったです。 

(2) 89% 

(3) 93% 

(4) 83% 

(5) 93% 

(6) 59% 

(7) 81% 

(8) 74% 

(9) 43% 

(10) 37% 

(11) 20% 

(12)① 38% 

(12)② 19% 

(13) 36% 

(14) 63% 

(15) 37% 

(16) 13% 

(17)① 52% 

(17)②  4% 

(18)① 70% 

(18)②  8% 



 

社会 
 

2022 年度入試のねらいと出題方針 
 

出題方針 

１、 入学後に社会科を学んでいくときに知っておいてほしい、基本的な知識を確認します。 

２、新聞の一面で取り上げられるような出来事をはじめ、日本や世界の諸事象に関心を向けているかどう

かを試す問題も、時事問題として出題します。 

３、出来事の原因・背景や制度の趣旨に目を向けるという、社会科を学ぶときに必要な力も測定します。 

具体的な作問の方針（問題構成） 

１、知識に関する問題は、小学校の教科書や中学受験用のテキストに出ている事項を中心に出題します。 

２、全ての問題に目を通すことができるように、時間に余裕を持って読める長さの問題文にしています。 

３、１地理 ２歴史 ３公民の順に配列してあります。 

４、空らんに入る用語を答える問題、下線部の語句について答える問題という形式がほとんどです。１行

程度の文章で答える問題も３～６問出題します。 

５、地形図、グラフ、年表などから読み取る問題も出題します。 

６、内容に関しては、基本的な用語や年号を確認する問題がほとんどです。 

７、時事問題を直接的に問う問題は、１地理や３公民で出題します。 

解答を進める上でのアドバイス 

 １、１から順番に解く必要はありません。普段の学習で得意としている分野から解くようにしてください。 

２、難易度順に配列してあるわけではありませんので、わからない小問はとばして全ての問題に取り組む

ことを目標にしてください。 

採点基準と配点について 

１、配点は歴史に重点を置きます。 

２、漢字で答えるよう指定してある問題にひらがなやカタカナで答えた場合は、不正解とします。 

３、短い文章で答える問題では、中心となる用語の誤記は減点しますが、それ以外の言葉はひらがなで書

いてあっても減点しません。 

４、例えば『〔 ① 〕権』という空らんに解答する際に、『〔行政権〕権』と言葉を重複して解答してしま

った場合は、減点します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 年度入試採点結果の分析 

 

Ａ入試 

地理（１）では白井(千葉県)の地形図の読み取りを中心に出題しました。歴史（２）では紙をテーマとした

文で、基本的な事項を中心に出題しました。公民（３）では権利と権利の調整ついての問題を出題しました。 

得点率 

１ 問１：18% 問２：45% 問３：65% 問４：34% 問５：43% 問６：67% 問７：(1)80% (2)69% (3)83% 

問８：(1)24% (2)83% １全体：57％ 

２ 問１：Ａ82% Ｂ92% Ｃ69% 問２：50% 問３：89% 問４：54% 問５：51% 問６：(1)19% (2)64% 

 問７：(1)79% (2)67% 問８：ア 78% イ 73% ウ 56% 問９：76% 問 10：86% 問１１：42% ２全体：

64% 

３ 問１：60% 問２：(1)37% (2)93% 問３：Ａ24% Ｂ34% Ｃ46% Ｄ39% 問４：(1)58% (2)15% ３全体：

42% 

 

Ｃ入試 

 地理（１）では世界と日本における農業・食料問題について出題しました。歴史（２）では年表形式で各

時代の基本的な事項について出題しました。公民（３）では多数決で決めることについての問題を出題しま

した。 

得点率（任意抽出した 100通の答案に基づいたものです） 

１ 問１：(1)16% (2)54% (3)38% (4)75% 問２：(1)Ａ52% Ｂ69% Ｃ82% (2)80% (3)64% (4)26% 

  問３：(1)97% (2)Ｙ18% Ｚ10% １全体：53% 

２ 問１：Ａ49% Ｂ58% Ｃ86% Ｄ34% Ｅ38% Ｆ76% Ｇ69% Ｈ45% Ｉ21% 問２：25% 問３：72% 問４：49% 

問５：79% 

  問６：30% 問７：95% ２全体：53% 

３ 問１：1% 問２：53% 問３：(1)27% (2)Ａ46% Ｂ28% Ｃ82% Ｄ55% (3)2% 問４：60% 問５：(1)23% (2)36% 

  ３全体：27% 

  

地理・歴史・公民いずれの分野についても、基礎・基本の学習事項が身についているかを試す問題が中心

でした。一部、地図やグラフを読み取る問題、論述式の説明問題が出題されました。また、時事問題につい

ては、教科書などで学習した内容と結びつけられているかを試す問題もありました。 

例年のように、ＡＣいずれの入試においても、漢字の書き間違いによる失点が多く見られました(例えば、

貿易磨察など)。まんべんなくよくできている答案があった反面、似たような用語の区別がついていないとか

(例えば、第二次世界大戦と第一次世界大戦の区別など)、時代ごとのできごとが頭の中で整理できていない

とか、用語は知っているけれども定義があやふやで正しい文脈で使えないとか、準備不足と感じられる答案

も見られました。図表問題や論述問題については、設問の要求が読み取れていない答案もありました。 

記号で答える問題については、カタカナの文字を丁寧に書きましょう。記述式の問題については、漢字を

正確に書けるように練習しておきましょう。 

中学受験用テキストや教科書を繰り返し学習し、基礎・基本事項の徹底を図ること、１行程度の論述問題

にも解答できるよう理解を深めることが重要です。過去問題の類題も出題されているので、過去問題集での

演習も積んでおきましょう。 



理科 

 
2022 年度入試のねらいと出題方針 

出題方針 

1. 本校に入学後、理科を学んでいくために必要な知識と論理的思考力を問います。 

2. 理科への興味関心、科学的思考力を育てるような問題を作成します。 

 

具体的な作問の方針 

1. 知識に関する問題は、中学受験用の問題集における頻出事項を中心に出題します。 

2. 論理的思考力は、日常生活や自然の中の体験や実験などを題材として、科学的知識を当てはめて考える形

で問います。 

3. 科学的思考力は、与えられた情報を分析し、必要に応じたデータ処理などをした上で、思考の過程や導か

れる結論を表現する形で問います。  

4. 大問は 4 題です。易しい問題から難しい問題という順に配列して受験生の学力を測定します。 

5. 物理、化学、生物、地学分野を偏りなく出題することで理科の学力を総合的に測定します。 

 

解答を進める上でのアドバイス 

1. １から順に解いていくことがよいでしょう。 

2. ３の小問まではあまり時間をかけず、行き詰ったときは、こだわらずに次の問題に移ったほうがよいでし

ょう。 

3. ４は日常生活で経験していることを、小問を解きながら科学的に解明していく問題です。しっかりと問題

文を読んで、内容を理解しながら筋道を立てて考えていきましょう。 

 

採点基準と配点について 

1. 漢字に関する採点について 

漢字という指定がない限り、ひらがなで答えても、単独の問題としては減点しません。ただし、答案全

体としてひらがなが目立って多い場合は減点します。また、明らかな誤字は減点の対象となります。 

2. 単位に関する採点について 

「単位を付けて答えなさい」という設問に対して、単位を付け忘れた解答は減点の対象となります。 

3. 配点について 

大問 1,2 に 20～25 点、3,4 に 35～40 点の配点とします。 

 

 

 

 

 

 

 



2021 年度入試採点結果の分析 

 

出題傾向、難易度共に例年通りです。入試説明会でお話している注意点をしっかり理解している受験生が

多く、計算問題に分数で答える、記述問題に単語で答える、４を途中までしか解答していない、などの答案

は例年よりも減少していました。受験勉強で身に付けた知識を直接問う問題はよく解けていましたが、知識

を応用するような問題や状況を説明するような問題は表現が難しかったようです。 

解答が 1 つではない自由記述は、よく考えられている答案が多数見受けられた反面、思い込みで解答して

おり、問題の主旨から外れた記述をしているものも多くありました。問題を落ち着いて読み解くことを心掛

けるといいでしょう。グラフや表の読み取りや計算問題では得点率が下がっており、データ処理を苦手とし

ている受験生が多いようです。また、日常生活の「当たり前」が答えられない受験生が一定数いました。理

科は日常生活の中にありますので、日ごろから身の回りの出来事に興味関心を持っていてほしいです。 

下の表の数字は得点率です。１,２は基本問題となっているので、分野ごとの得意不得意はあっても、6~8

割得点を目指してほしい問題です。 

 

A入試 55% 

１ 問 1 45%  問 2 ②92% ③66% ④91% ⑤87% ⑥88% 問 3(1)⑦64% ⑧18% ⑨71% (2)32% 

                                 １全体：59% 

２ 問 1  49% 問 2  92% 問 3 42% 問 4 80% 問 5 30% 問 6 37% 

                                     ２全体：51% 

３ 問 1①96% ②95% 問 2(1)①74% ②55% ③41% (2)37% 問 3 44% 

                                     ３全体：60% 

４ 問 1 49% 問 2 43% 問 3 17% 問 4 92% 問 5 59% 問 6 56% 問 7 81%  

問 8 16% 問 9 28%                         ４全体：49% 

用語を問う問題の正答率が高い割に、日常生活をしていれば当たり前の「慣性」の正解率が低かった

ことが残念です。目を題材にした実験問題は実験結果が良くまとめられていました。また、文章を読

み解く問題では、かなり正答率が高くなりました。自由記述では自分の考えを上手にまとめた解答が

多くありました。 

C入試 56% 

１ 問 1 23% 問 2①77% ②76% ③75% ④75% ⑤77% ⑥58% 問 3 70%  

問 4(1)84% (2)33%                          １全体：62% 

２ 問 1 74% 問 2B 38% C33% D31% 問 3 32% 問 4 81% 問 5 37% 問 6 25% 

問 7 14%                               ２全体：44% 

３ 問1 84% 問2 70% 問3 71% 問4 75% 問5 59% 問6 92% 問7ア74% イ42% 

                                     ３全体：71% 

４ 問 1 82% 問 2 38% 問 3 62% 問 4①80% ②65% ③68% 問 5 50% 問 6 51% 

  問 7 7%                                ４全体：49% 

用語を答える問題では、選べるけれど、正しく書けないという解答が多くありました。また計算問題

やグラフの読み取りを苦手としている人が多いようです。文章を読み解く問題ではかなり正答率が高

くなりました。実験の問題では、「誰の視点であるか」を混乱していたり、「何の実験をしているのか」

見失ってしまったり、具体性に欠ける解答が目立ちました。実験の図がヒントになっていますので、

参考にしつつ文章を整理しながら読み解いてほしいです。 

 

 



探究サイエンス 

2022 年度入試のねらいと出題方針 

出題方針 

 以下の能力をはかる試験を作成する。 

・自然科学に向き合うための、小学校理科の基本的な知識と、計算力・読解力があるか。 

・観察を通して、独創的な視点から問いかけ、自ら課題を発見し、条件の中で集めた情報から 

物事を論理的に説くことができるか。 

・知識や考えを人に伝えるコミュニケーション能力を備えているか。 

 

具体的な作問の方針 

「理科」（３０分） 

・日常的な基礎学習の状態を測るための試験です。 

・小学校理科の基礎知識を問う過程で、計算処理の必要な問題・読解力の必要な問題も出題します。 

・物理、化学、生物、地学分野をまんべんなく、分野ごと大問１題ずつ出題します。 

・過去問は昨年のみではありますが、難易度は「4 科入試の理科」の過去問の１・２・３が参考にな

ります。 

 

「課題研究」（６０分） 

・ある課題をその場で提示し、受験生が取り組んだ思考過程を総合的に評価します。 

・提示される課題は１つです。 

・観察を通した独創的な視点からの問いかけ、課題を発見する力、条件の中で集めた情報から 

事柄を論理的に説明する力、知識や考えを人に伝える表現力をみる課題を用意します。 

 

解答を進める上でのアドバイス 

1.「理科」の大問４題の難易度及び配点に差をつけて作成をしていません。得意な分野から解答するとよ

いでしょう。 

2.「課題研究」に関しては、日常生活のふとしたことに疑問を持ち、解決する方法を考える癖をつけると、

当日の思考が順調に進むでしょう。 

3.「理科」「課題研究」ともに時間配分を考えるとよいでしょう。そのためには日頃から時間を気にして物

事に取り組む習慣をつけましょう。特に「課題研究」では、実際の取り組みとポスターの作成の時間の

配分を事前に考えておくとよいでしょう。 

 

採点基準と配点について 

1.「理科」が 100 点、「課題研究」が 150 点です。 

2.「理科」の各分野、大問 4 題は各々25 点ずつです。 

3.「課題研究」では次の通り、評価項目と評価内容を定めます。受験生が仕上げたポスターについて

事前に設定した各項目で評価を行い、合算します。また、当日作成したものや実験に使用したも

のも評価の参考といたします。 



 
2022 年度 探究サイエンス入試における評価項目とその内容 
 

①仮説の設定 

 ・理由を示しつつ、論理的に仮説が立てられている 

・結果を予測し、そこから導かれる結論までを想定できる 

②実験方法・実験についての注意点 

 ・根拠を持って、納得のいく複数の項目をグループ分けしながら示せている 

③結果 

 ・意味のあるデータを処理し、それらが分かりやすい形で示せている 

④考察 

 ・実験の目的に従い、仮説に照らし、結果の範囲内で、適切に考察されている 

⑤研究を深めるには 

・実験の問題点や不足点を明確に示すことができている 

・具体的な解決方法（より実験を発展させる方法）を示し、結果を予想できている 

⑥表現 

 ・各項目が分かりやすい配置になっている 

・時系列が明らかで、レイアウトが適切である 

 

 
 
 

2021 年度探究サイエンス入試採点結果の分析について 
 

●理科の問題について 

～全体～ 

□1 から□4 までの問題に難易度の差はあまりなく、全体的にまんべんなくできていました。とはいうものの、

計算問題を苦手としている人が多かったようです。難しい計算問題ではないので、得意な分野から解答し、

残り時間で計算問題を丁寧に見直せば正答率は上がったと思います。 

～各論～ 

□1 植物の特徴に関する出題でした。問１では植物のグループから共通する特徴を推測する問題では正答率が

伸びませんでした。普段から身近な植物の写真や絵を見ながら特徴を認識できていると良いでしょう。問４

（１）植物のどの部分を食べているかを当てる問題は正答率が高く、普段から目にしている人にとっては答

えやすい問題だったかと思います。しかし、（２）果物の旬を当てはめる問題はどの時期の回答も正答率が低

くほとんど変わりませんでした。現在は栽培技術も向上していて、スーパーマーケットに行くと一年中出荷

されている果物も多く、難しかったかもしれません。一般に「旬」の時期は、素材がよく市場に出回るため

値段も安価になりやすく、栄養価が豊富で美味しい時期であるとも言われ、消費者にとって嬉しい時期です。

理科では、普段、生活していく中で学べることが多いです。日常で気づいたことを本で確認したり、教科書

や参考書に書かれていることを日常で確かめたり、ぜひ日頃から探究心を持って生活して欲しいと思います。 

□2 基本的な知識を問う問題がほとんどでした。「なぜそうなるのか」という理由を理解した上で知識の暗記・

定着を行うこと、地層が堆積したり、断層が生じたりする過程を自分でイメージできるようにすることを意

識し、全問正解を目指してほしいです。 

□3 ヨウ素液や酸素を答える部分は良くできていました。小学校で学習した内容の知識をきちんと身につけて

いたといえるでしょう。また、薬の形状に関しての出題は、知らないことがあっても正確に読めば解答でき

るという思いを込めました。知識の習得だけでなく、読解力も重要と考えています。最後の計算問題におい

ても、計算という処理の前に、読み解くことが必要です。是非、このようなことを意識して勉強を進めまし

ょう。 

□4 問１や問２に見られる「知識習得」や「読解」の問題では、正答率が高かったことに対して、問３以降の

計算問題の正答率が低かったのが目立ちました。算数の試験でも問われるような文章題を出題しました。「理

科」「算数」「国語」と独立した教科として認識をしている方が多いかもしれませんが、全ては繋がっていま

す。「理科」の試験ではありますが、全体的にバランスよい学習を進められるような準備が必要になります。 

 



  

●理科の得点率(正解者の人数を％に直したもの) 

□1 問１ ①17% ③30% ⑤43% ⑦39%  問２ 61% 問３ 39% 問４（１）①57% ②65% ③ 74% ④ 

48% ⑤ 65%（２）①35% ②30% ③ 35% ④ 43% 

問５（１）48%（２）26%（３）39%（４）52% 

□2 問１ 74% 問２①96% ②96% ③96% ④91% 問３ 35% 問４ 78% 

問５ 70% 問６ 83% 問７①87%②35%③48% 問８ 48% 問９ 26% 

□3 問１気体 78% 記号 61% 問２ 試薬 96% 使う直前 74% 反応中 96% 

問３A 78% B 70% 問４(1)78% (2)4% (3)22% 

□4 問１①87% ② 70% ③61% 問２①96% ②96% ③96% 問３ (1)22% 

(2)①13% ②13% (3) 0% 問４(1) 52% (2) 22% 

 

●課題研究について 

日常的に知っている「ひもふりこ」に対して、「棒ふりこ」の特徴を探っていく試験でした。まずは、デー

タを収集し、そこからの考察を通じて、自分なりの仮説とその検証方法の明示を通して、受験生の思考過程

を評価しました。 

①実験についての注意について 

誤差の生じにくいデータのとり方や処理の仕方について、どれだけ具体的に言及しているかを評価対象と

しました。具体的に複数の項目を挙げられている答案に高い評価を与えました。 

②結果について 

 入試説明会でも触れていたので、きちんと「表」にまとめ分かりやすく伝えようとしている受験生がほと

んどでした。反面、たった 1回の往復のみをデータとして活用していたり、指定した角度（約 30度程度）を

気にせずに測定したため非常に大きな値になっていたり、と「誤差」を気にしなかった受験生もいました。

教科書の掲載でも確認ができた測定ですので、「データ」の認識を高めておくと良かったでしょう。また、10

㎝の位置でのデータの測定を指定していました。問題文の指示をきちんと読む事も大切です。 

③考察について 

 「ひもふりことの比較」を条件として提示していました。きちんと指示を考慮しましょう。また、よく観

察をすれば、ひもふりことの違いとして、おもりの下に棒が存在することが明確です。あせらずにきちんと

観察を行いましょう。 

④仮説の設定について 

 考察した内容を確かめるため、より具体的な予測と検証方法を提示してほしかったです。明らかに根拠の

ないことや、複数の予測を提示しているもののそれらの間で矛盾が生じていることがありました。論理的な

文章を書く訓練を日ごろからして準備をしていきましょう。 

⑤表現について 

 どのポスターもとても見やすく、まとまっていました。文章だけでなくグラフや図を使い実験したことが

分かりやすく伝わってきました。事前に、探究力チャレンジ講座などで入試体験をし、準備した方との差が

出やすかったポイントと思います。 

 

 

 


