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英語の傾向と対策
方式・日程 問題番号 出題分野 出題内容 設問形式

Ａ方式

問題▶ .

第Ⅰ問 読解 「ポップコーン」についての説明文 内容一致文の完成（適語選択）
第Ⅱ問 読解 映画に関するアンケートの会話文 空所補充（適文選択）
第Ⅲ問 読解 遊園地の広告 内容一致
第Ⅳ問 語い・文法 １熟語　２分詞　３関係詞　４助動詞　５形容詞 空所補充（適語選択）
第Ⅴ問 英作文 不定詞、間接疑問、接続詞、過去完了 語句整序

Ａ方式

問題▶ .

第Ⅰ問 読解 「植物が行うコミュニケーション」についての説明文 内容一致文の完成（適語選択）
第Ⅱ問 読解 どこに旅行するかについての会話文 空所補充（適文選択）
第Ⅲ問 読解 クルーズの広告 内容一致
第Ⅳ問 語い・文法 １熟語　２現在完了の受動態　３代名詞　４熟語　５不定詞 空所補充（適語選択）
第Ⅴ問 英作文 挿入節、不定詞、強調構文、it ～ to 構文 語句整序

Ｂ方式

問題▶ .

第Ⅰ問 読解 「日記」についての説明文 内容一致（適語・適文選択）
第Ⅱ問 読解 写真展の広告 内容一致
第Ⅲ問 読解 飛行機の乗客同士の会話文 内容一致文の完成（適語選択）
第Ⅳ問 語い・文法 １形容詞　２時制　３不定詞　４熟語　５疑問詞 空所補充（適語選択）
第Ⅴ問 英作文 形式目的語、接続詞、熟語、関係副詞、助動詞、副詞 語句整序

１…出題形式
　全問マークシート方式の選択問題で、マーク数は Aが29
個、Bが30個であった。試験方式における解答形式に違い
はなかった。
A、Bともに大問数は５問で、内容一致文を完成させる英

文読解問題、会話文読解問題、広告を読み取る内容一致問題、
語い・文法問題、語句整序形式の英作文問題が出題された。
会話文読解問題は、Aが空所補充、Bが内容一致文の完成だっ
た。
２…出題内容
　読解問題はすべて内容理解を問う問題で、語い・文法力を

基礎に構文を見分けて、英文の内容を正確に読み取る力が問
われる。会話文読解問題では、会話文でよく用いられる表現
を理解し、会話の流れを正確に把握できるかが問われる。語
い・文法問題、英作文問題では、基礎的な英文法が幅広く出
題されているが、複合関係詞、強調構文、形式目的語など、
難易度のやや高いものも出題されているので注意したい。
３…難易度
　全般的には基礎から標準レベルのものが中心であるが、時
制、不定詞、構文など頻出度の高い文法の知識は必須である。
読解問題では正確な読解力が問われる。選択肢の中にはミス
を誘おうとしているものもあり、注意が必要である。

１…出題形式書を基本に学習しよう！
　基本単語は、くり返し勉強して意味を覚えておこう。熟語
の出題も多いので基礎から標準レベルまでおさえておこう。
文法では、時制、助動詞、不定詞、分詞、動名詞などを確実
に理解することが大切である。これに加え形式主語・目的語、
関係詞、接続詞、形容詞など、決まった形をもった英語表現
の知識も定着させよう。標準的な文法問題集に多く取り組ん
でおきたい。
２…会話文問題に慣れよう
　会話文問題対応の問題集などで、基本的なやりとりのパター
ンや、会話文でよく使われる表現などを身につけ、さまざま
なパターンやシチュエーションに慣れておこう。空所補充問
題に対応できるように、どのような場面でのどのような趣旨
の発言であるのかを前後から的確に読み取る練習のために、
自分の生活の中で英語表現を使ってみることも大切である。

３…英作文対策
　日本語が示されていないので、選択肢の英語から完成させ
るべき英文の基本構造を正しく見抜く必要がある。主語と動
詞の組み立て、補語と目的語、何が何を修飾しているのかな
どを正確に把握できるように、できるだけ多くの練習問題を
こなし、英語で日記をつけたりして作文力を身につけよう。
４…読解力の養成
　長文の内容を問う内容一致文の完成問題では、本文全体の
内容理解とともに、本文中の該当箇所を的確に把握し理解す
る力が問われる。学校の授業を大切にし、語い・文法の基本
事項を確実に身につけることで読解力の基礎ができる。標準
的な読解問題集で、辞書を引かずに段落ごとの内容を理解し
全体の大意を把握する練習が有効である。選択肢の中には、
本文中の英文を別の表現で言い換えているものが見られるの
で、語い力などとともに正確な読解力が試される。

空所補充問題が中心。標準レベルながら文法・語いの幅広い知識が問われる。傾向

文法・語いの基本知識をしっかり身につけ、読解力の充実を図ろう！対策
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推薦入試 数学の傾向と対策
方式・日程 問題番号 出題分野 出題内容

Ａ方式

問題▶ .

第１問 小問集合 場合の数、整数の性質、２元１次方程式、集合と命題
第２問 図形と計量 正弦定理、余弦定理、四角形の面積
第３問 ２次関数 置き換えによる変域、最大・最小

Ａ方式

問題▶ .

第１問 小問集合 因数分解、２次関数の最小値、円の性質、集合と命題
第２問 数と式 根号を含む式の計算
第３問 場合の数 正八角形の頂点を結んでできる三角形の個数

１…出題形式
　全問マークシート方式である。
　推薦 A方式は、11月１日、11月２日の両日とも、大問３
題からなる出題となった。
　マーク数は、A（11月１日）が24問、A（11月２日）が28問
であった。また、そのうち、択一式の問題が、A（11月１日）、
A（11月２日）のいずれも２題出題されていて、いずれも命題
（必要条件・十分条件に関する吟味）からであった。
　大問別の出題分野は、どちらの日程も第１問が小問集合で、
A（11月１日）は、「場合の数、整数の性質、２元１次方程式、
命題」、A（11月２日）は、「因数分解、２次関数の最小値、円
の性質、命題」であった。第２問については、A（11月１日）
は、「正弦定理、余弦定理、四角形の面積」、A（11月２日）は、

「根号を含む式の計算」が出題された。第３問では、A（11月
１日）は、「置き換えによる変域、最大・最小」、A（11月２日）
は、「正八角形の頂点を結んでできる三角形の個数」につい
ての出題であった。
２…出題内容
　出題分野は、両日とも数学Ⅰ・Aからである。数学Ⅰから
は、２次関数、集合と命題などが共通して出題されている。
　いずれの日程においも、偏りのない出題となっている。
３…難易度
　ほとんどが、基礎的な内容による構成となっている。
　したがって、教科書の内容を確実におさえることで十分に
対応することができる。

１…すぐに計算ができるようになるまで繰り返そう
＜数学Ⅰ分野＞
　図形と計量からは、正弦定理、余弦定理および、四角形の
面積を求める問題が出題された。
　問題文を見て、どの場合に正弦定理や余弦定理を使うのか
をすぐに判断し、公式を適切に適用して計算を進めていく必
要がある。
　２次関数では、最大・最小を求めるために、まずは平方完
成を確実にできるようにしよう。そのうえで、グラフをかい
たり、上に凸か下に凸かのグラフかで最大・最小のどちらが
求められるかを判断したり、変域が指定されているときの最
大・最小を求めたりするなどの処理をするために、図を速く
正確にかけるようにしておくことも重要となる。
　数と式においては、分母を有理化することに慣れよう。そ
こで得られた数を代入して計算する問題においては、やみく
もに代入する前に、基本対称式であることを踏まえて、式を
変形してから代入すると計算が楽になることが多いというこ
とも知っておこう。
　集合と命題では、必要条件、十分条件、必要十分条件のい
ずれかであるかの判断力が必要であるが、そのためには命題
の真偽を正しく判断できるようにしよう。日頃の学習におい
ては、真であるなら本当に真であるかどうかを、文字式を使っ
て吟味できるようにしておこう。また、偽であるときは反例
を１つ見つけられるようにすることも大切である。そして、

命題が真であることが確認できたうえで、どちらの条件が必
要条件もしくは十分条件であるかも、教科書の例題を通して、
判断できるようにしておこう。
＜数学Ａ分野＞
　場合の数からは、順列を計算したり、正八角形の頂点を結
んでできる三角形の個数について、場合分けを要する出題が
あった。また、整数の性質からは、余りに関する問題と、２
元１次方程式から整数解を求める出題があった。
　場合の数については、すべての場合をもれなく重複なく数
え上げることができるように、十分な注意を払いながら進め
よう。
　また、今年度は確率が出題されていなかったが、確率の問
題も練習をしておこう。
　整数の性質においては、整数であることを利用して条件を
絞り込むことが必要となる。
　数学Ⅰ、数学Ａのいずれにおいても、計算が比重を占める
ので、すぐに公式が思い浮んで、計算に取りかかれるように、
教科書の問題を繰り返し解いておこう。
２…計算問題は確実に得点源にしよう
　基礎力が問われる問題が中心であるものの、場合分けにや
や時間を要する。そのため、例えば、A（11月２日）の第２問
のような計算問題は取りこぼしがないように注意する。その
ほかにも、計算問題においては、確実に得点するという意識
をもって、試験に臨もう。

出題は数学Ⅰ・Ａの範囲。基礎力が問われる問題が中心。傾向

まずは教科書の例題や練習問題などを何度も解き直そう。対策
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国語の傾向と対策

１…出題形式
問題文は全て現代文で、Ａは評論と随筆の二題、Ｂは小説
と随筆の二題という構成になっている。全問、マークシート
方式の選択問題で、四者択一が多いが、一部に五者択一や六
者から二つを選ぶ問題もある。マーク数は、Ａが32と31、
Ｂが32で、ほぼ一定である。
２…出題内容
評論と随筆の出題が多いが、Ｂでは小説も出題されている。
ただし、随筆も評論に近い論理的な内容の文章が多く、小説
の出題も論理的な面を問う問題が多い。全般的には、文章の
論理を的確に読み取っているかどうかを問う問題が主として
出題されている。全て選択形式の問題だが、文脈を読み取っ
た上で空欄を補充する問題、内容にふさわしいタイトルを選
ぶ問題など、多様な形式で出題されている。また、部分の細
かい論旨の展開にかかわるものと、文章全体の内容にかかわ
るものの双方が出題されている。

漢字は、同音の漢字から適切なものを選ぶ問題で、全て熟
語からの出題。同音異義語が絡んでいるものがある。語句の
意味の問題は頻出。前後の文脈から判断しなければならない
ものも見受けられる。また、文学史の問題も出題されている。
３…難易度
知識問題、読解問題ともに極端な難問はなく、基礎から標

準レベルの問題である。知識問題では、漢字、語句の意味、
文学史などの基本的な知識を問う問題が中心。ただし、文章
中の空欄にあてはまるものを選ぶ形での出題が多いので、文
脈判断が必要となる。読解問題のほとんどは、文章中に根拠
が述べられているが、問題文の内容を注意深く見きわめ、選
択肢と照らし合わせなければならないものも出題されている。
選択肢相互の微妙な違いを把握し、文章の内容と注意深く照
らし合わせるようにしたい。また、文章全体の主題や内容、
そこから読み取れる筆者の主張を問う問題も出題されている
ので、文章の全体像を捉える力も求められる。

１…出題形式書を基本に学習しよう！
漢字・語句の意味とともに確実な知識を身につけておこう。
同音異義語が絡んでいる出題もあるので、使い分けられるよ
うにする。近・現代の文学史も、おさえておく必要がある。
主要な小説家や詩人、歌人などは、その作品名と、（自然主義。
白樺派などの）属する潮流を整理しておきたい。
２…論理的な読解力をしっかり養おう
指示語、接続語などに着目して、文章を読み解く力を身に
つけよう。これらは、論理的文章を構成する最も基本的な要
素である。こうした語を手がかりに、文章の論理的な構成を
把握する力を身につけ、それをもとに、筆者が何を問題にし、

どのような理由・根拠をもって、どのような結論を導いてい
るかをしっかりと捉えられるようにしよう。また、一般に論
理的な文章では、対立する二つの要素を比較・検討しつつ論
を進めていく場合が多い。何と何が、どんな点で対比されて
いるのかをつかむ力を身につけよう。
３…さまざまな文章に親しみ、類題演習を数多くこなそう
評論、随筆、小説とさまざまな分野の文章に親しんでおこ

う。自然科学・近代社会・環境問題など、できるだけ幅広い
分野のものに触れておくのが望ましい。類題を数多く解いて、
文章と選択肢を照らし合わせる手順に慣れるとともに、制限
時間内に解けるスピードも身につけるようにしたい。

全て現代文からの出題で、基本・標準レベルの問題が中心。傾向

言葉や文学史に関する基礎的な知識と論理的な読解力を身につける。対策

方式・日程 問題番号 出題分野 出題内容 設問形式

Ａ方式

問題▶ .

第一問 評論 小川靖彦
『万葉集と日本人』

漢字（選択）　空欄補充（適語選択　近現代文学史含む）　語句の意
味　内容把握　論旨合致判定

第二問 随筆 外山滋比古　
『思考の整理学』

漢字（選択）　空欄補充（適語選択）　語句の意味（文脈判断）　理由
把握　内容合致判定　タイトルの判定

Ａ方式

問題▶ .

第一問 随筆 『和食の知られざる世界』
漢字（選択）　語句の意味　空欄補充（故事成語　四字熟語など）　
文学史（現代）　理由把握　内容把握　内容合致判定

第二問 評論 中村桂子
『科学者が人間であること』

漢字（選択）　空欄補充（適語選択）　内容把握　筆者の主張の把握
タイトルの判定

Ｂ方式

問題▶ .

第一問 小説 岡本かの子
『鶴は病みき』

漢字（選択）　空欄補充（適語選択）　語句の意味　内容把握　心情
把握　理由把握　語句の説明（文脈判断）

第二問 随筆 榎本博明
『〈ほんとうの自分〉のつくり方』

漢字（選択）　空欄補充（適語選択　文脈判断）　語句の意味（文脈判
断）　理由把握　内容把握　内容合致判定　
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推薦入試 化学の傾向と対策

１…出題形式
　３大問の構成でマーク数は各日程とも23個だった。５～
６つの選択肢が用意されている問題が多いが、８つなり10
なりの選択肢から解答を選ばなければならない問題もある。
２…出題内容
理論、無機の各分野から満遍なく出題される。第１問は理
論分野の「物質の構成」から、原子の構造、化合物と混合物、
気体を発生する化学反応、溶液の調製と濃度などが出題され
た。第２問は理論分野の「物質の変化」から、熱化学につい
て熱量の計算、中和滴定の実験や濃度の計算、酸化還元に関
する問題、水溶液の電気分解などが出題された。そして、第
３問は「物質の種類と性質」から各無機物質の具体的な性質
が問われた。１日目は、pHと電離度、中和滴定、ダニエル
電池、電気分解などが出題された。また、２日目は、酸の定
義、中和滴定、過マンガン酸カリウムと過酸化水素水を用い

た酸化還元反応、電気分解などが出題された。
３…難易度
まず、知識問題は、基礎～標準レベルからの出題が多い。

とはいえ、教科書での扱いが決して大きくはない、比較的詳
細な事項も、実際には出題されている。したがって、容易に
全問正解できるわけではない。計算問題に難問奇問は見られ
ない。典型的な計算方法を適用すれば即答できる問題もあれ
ば、そうした計算方法が成立する根拠まで理解していないと
立式できない問題もある。それゆえ、こちらも容易に全問正
解できるような出題にはなっていない。一般入試では有機化
合物が出題されるが、推薦入試では出題されない。両者の相
違はそれくらいである。したがって、推薦入試を第一志望と
している場合でも、本学の一般入試の過去問題を使ってでき
るだけ多くの演習を重ねておけば、かなり有効な学習対策と
なり得る。

１…基本的な読解力・語い力を着実に身につけよう！
化学基礎の全範囲から偏りなく出題されているので、教科
書は欄外まで含めた全頁をしっかりと読み込んでおこう。教
科書には確かに記述されていても、大学入試センター試験で
も出題歴がなさそうで、意外な盲点になっているような事項
が、本年も幾つか出題されていた。
学校の授業で扱われる内容は確実に身に付けよう。そのう
えで、たとえ授業に扱われなかったとしても、教科書に記述
されている内容は、自分で授業ノートに書き込んでいこう。
そうして教科書の内容を漏らさずまとめたオリジナルノート
を作り上げられると、本学に対する最も効果的な対策になる。
２…計算問題をマスターしよう。
密度を利用した質量パーセント濃度やモル濃度の計算、熱
化学方程式による熱量の計算、化学電池や電気分解における
気体の発生と金属の析出に関する量的関係などには習熟して
おこう。計算問題でどれくらいの正解率をあげられるかとい
うところで、得点差が生じるだろう。
学校の授業で扱われる例題や定期試験で出題される基本問
題は、瞬時に確実に解けるようにしておこう。
溶液の調製に関する問題では、複数の計算を組み合わせな
いと正答が得られないものも出題される。悪しき難問奇問は
全く出題されていない。良問ぞろいである。しかし、直ぐに

即答できる一問一答式の計算問題にしか馴染んでいないと、
本学における出題のような本格的な問題に対応できなくなる。
３…複数選択肢の正誤問題対策は記述解答型問題演習で！
正誤判定問題は大学入試センター試験とほぼ同じ体裁で出

題されている。本学の試験はマーク解答式であるが、日頃か
ら選択肢がなくとも問題が解けるだけの学力を涵養しておこ
う。選択肢に頼らなくとも解答できるだけの学力が備わって
いれば、選択肢の数の多寡は全く問題ではない。
４…教科書＋αの問題演習を！
　教科書傍用問題集で「基礎」「基本」に分類されている問
題は確実に解けるように準備しておこう。繰り返しになるが、
設定が過剰に複雑な難問の類は一切、出題されないので、各
種問題集にて「応用」や「発展」に分類されている問題に手
を出す前に、「基礎」「基本」を完全に身に付けよう。
　そのうえで、直前期に本学の過去問題を解いてみよう。良
問ぞろいの本学の過去問題で演習を重ねることは、非常に有
益である。これも繰り返しになるが、推薦入試が第一志望で
あっても、本学の一般入試の問題も、入手できる限り、数多
く揃えて解いておこう。出題傾向は酷似している。複数年度
の出題内容を研究すると、同一問題は勿論出題されないが、
類似問題は見つけられる。受験生にどうしても身に付けてお
いて欲しい重要事項は反復して出題されるものである。

理論、無機から偏りなく出題されている。傾向

教科書は隅々まで読み込んでおこう。対策

方式・日程 問題番号 出題分野 設問形式

Ａ方式

問題▶ .

第１問 理論 原子の構造、イオン、同位体、混合物の分離、元素と単体、結晶
第２問 理論 水溶液の調製、化学反応式、気体反応の量的関係、熱化学方程式と生成熱
第３問 無機 pHと電離度、中和滴定、ダニエル電池、塩化銅水溶液の電気分解

Ａ方式

問題▶ .

第１問 理論 炎色反応、イオン化エネルギー、同素体、イオン、昇華、混合物と純物質、ケイ素の結晶
第２問 理論 水溶液の調製、化学反応式、気体の発生と純度、熱化学と燃焼熱・エネルギー図
第３問 無機 酸の定義、中和滴定、酸化還元反応、硝酸銀水溶液の電気分解
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生物の傾向と対策
方式・日程 問題番号 出題分野 出題内容

Ａ方式

問題▶ .

第１問 細胞 細胞の構造とはたらき
第２問 生殖と発生 生殖の方法、植物の配偶子形成、細胞分裂
第３問 遺伝子とそのはたらき 肺炎双球菌の形質転換実験
第４問 動物の反応と行動 脳の構造とはたらき、チロキシンの分泌調節
第５問 植物の環境応答 種子の発芽と植物ホルモン

Ａ方式

問題▶ .

第１問 細胞 細胞と浸透圧
第２問 生殖と発生 イモリの眼の発生
第３問 遺伝子とそのはたらき DNAの構造、遺伝子の連鎖と組換え、組換え価
第４問 動物の反応と行動 興奮の伝導と伝達
第５問 植物の環境応答 光発芽種子とジベレリンのはたらき

１…出題形式
　大問５問の構成で、第４問または第３問は A、Bからなる。
小問数は、27問または28問である。
　回答方式は、すべてマークシート方式である。
　出題形式は語句選択・数値選択・組み合わせ選択・文章選
択・正誤判定などとなっている。
　選択肢は４～10択だが、４～６択のものが多くみられる。
２…出題内容
細胞、生殖と発生、遺伝子とそのはたらき、動物の反応と
行動、植物の環境応答の各分野から出題されている。
知識問題が多く出題されているが、実験考察問題や、グラ
フや表で示されたデータを扱う問題なども出題されている。

３…難易度
　全体的に基礎レベルであり、教科書の用語や内容を理解し
ていれば、十分に解けるであろう。
　実験考察問題は、教科書に掲載されていない実験も出題さ
れており、グラフや表などのデータの読み取りが苦手な生徒
には苦戦が予想される。
　計算問題も出題されているが、簡単な計算で正答が得られ
るので、基礎レベルといえる。
　基礎的な問題が多く、試験時間にも余裕があると思われる
ので、実験考察問題などの熟考が必要な問題に時間を割きた
い。また、繰り返し見直しをして、少しでも得点できるよう
にしよう。

１…まずは教科書の内容をきちんと理解しよう
　さまざまな分野の基礎的な内容が多く出題されているため、
まずは教科書に出てくる重要な用語をおさえたうえで、内容
を理解する必要がある。
　教科書を学習する場合、最初から細かい用語を暗記してい
くのではなく、まず教科書の文章を読み、生物の内容全体を
大きくとらえるとよい。そうすることで、各分野間のつなが
りが見え、理解しやすい。内容をおさえられたら、教科書に
太字で示されている用語の意味をしっかりと説明できるよう
にしておこう。
　図中の用語についても問われるので、教科書の図も確認し
ておく必要がある。図と文章をセットで確認するようにする
と理解しやすい。
２…生物の文章に強くなろう
　設問の文章や、文章選択・正誤判定の問題の選択肢を読む
際には、読解力が必要となる。問題演習を行うときには、少
し長めの問題文のある問題に取り組むようにし、設問や選択
肢のポイントを押さえながら読めるように練習しておきたい。
　文章の穴埋め問題では、問題文中の空欄に用語を直接書き

込むようにすると文意を理解しやすくなる。また、正誤判定
の問題では、ただ正答を選ぶのではなく、どの部分が誤って
いるかを指摘できるようにしておくと、知識をさらに深める
ことができる。
３…実験の結果や考察をおさえておこう
　実験考察問題の出題がみられるが、教科書レベルの内容な
ので、教科書で扱われている実験の内容を理解し、結果や考
察についてそれぞれ整理しておこう。
　実験考察問題では、どのような実験を行っているのかにつ
いては問題文に示されているので、問題文を注意深く読むよ
うにしよう。重要な条件には下線を引くなどして、整理しな
がら問題文を読むとよい。また、文章だけでなく、グラフや
表などのデータが結果として与えられるので、グラフや表を
読み取り、考察することにも慣れておく必要がある。グラフ
では、縦軸や横軸、傾きを確認し、読み間違いをしないよう
に練習しておきたい。
　実験考察問題を多く掲載している問題集で演習量を増やし、
さまざまな設問に触れておくことで、実験の内容を読み取り
考察する技術を習得できるので、ぜひ取り組んでおきたい。

基礎レベルの問題が多いが、さまざまな分野から幅広く出題される。傾向

教科書の内容を理解したら、問題集で実験考察問題に取り組んでおこう。対策
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