
出題傾向説明会

「適性検査」

教頭 池田 優剛



適性Ⅰ：文章読解・記述問題（50分） 100点

+
適性Ⅱ：総合的問題 （50分） 100点

合計200点

開智日本橋学園の適性検査型入試の概要

本校の出題傾向は、公立中高一貫校の適性検査型の
入試に合わせた出題形式になっている



適性検査型入試のポイント

・身の回りのことに関心をもつこと

・問題点の分析と解決策を考える能力

・周りの人に伝える能力

受験勉強をどれだけしてきたかではなく、

思考力・分析力等がどれだけ備わっているかを見る

※単に知識だけを問う問題はほぼ出題されない



文章を読み取る力，自分の考えを文章に表す力を見る

適性検査Ｉ（本校の形式）

・やや短めの２つの論説文を読み，
３つの記述式の問題に答える形式

あ

・２題は文章の内容を問う
あ

・１題は自分の意見を400字程度で書く



適性検査Ｉ（ポイント）

・記述力をつけておく
・原稿用紙の使い方に慣れる



適性検査Ⅱ（公立の「適性検査２・３」に該当）

資料の情報を手掛かりに考える判断力・思考力や，条件を整理して
数値的な分析を行う力などを見る

・各設問にて必ず図やグラフが用いられる。

・算数的な分野，理科的な分野，社会的な分野から出題される
知識は，すべて小学校の教科書程度のレベル



適性検査Ⅱ（ポイント）

・計算力をある程度重視する
・記述の問題もあるが、考える力
があるかどうかが主眼



出題傾向説明会

「国語」

国語科 齋藤 友季子



求める力

基本的な語句の知識
長文を正しく読む力

問われたことに論理的に答える力



【 出題内容 】

１ 漢字の読み・書き （配点 10％程度）

２ 説明的文章 （配点 45％程度）

３ 文学的文章 （配点 45％程度）



1 漢字の読み・書き

・小学校6年生までに教科書で学ぶ漢字
読み、書きそれぞれ５問ずつ出題

【ポイント】
同音異義語、同訓異字に注意して勉強してください。
例)関心・感心
例)務める・努める・勤める

漢字は楷書で大きく丁寧に書いてください。



２ 説明的文章

・主題するジャンル
言語・環境問題・自然・文化・健康など

・2000字程度の文章

【ポイント】

主張をつかみ、根拠が本文のどこで、どのように述べられて
いるかをまとめること

筆者の考えと具体的な説明を分けて読むこと



３ 文学的文章

・出題するテーマ

小学生の友人関係を描いた話、中学生の部活動での青春時代
の葛藤、自分の心の拠り所となる故郷を探る話、戦争中の疎開児
童の話など

・2000字程度

【ポイント】

会話のやりとりから、登場人物の心情、行動についてまと
めること



４ 設問の形式

・空所補充の問題
（文脈から判断したり、接続語を聞いたりする問題は最多）
・一文補充問題
・傍線部内容説明(選択肢・記述)
・傍線部理由説明(選択肢・記述)
・書き抜き問題
・正誤問題(選択肢)
・語句・文法・表現技法に関する問題
★設問の形式を意識して学習してください。



５ 設問の例

例① 休日は遊びに行くより、( )家で寝ていたい。

ア しかし イ したがって ウ むしろ エ すなわち

例② 太郎は( )外に出てくる気配がない。

ア きっと イ 非常に ウ 必ず エ いっこうに



６ 記述問題のポイント

〇４０字前後の記述の問題を多く出題する。

〇まずは傍線部の意味を把握して、問われていることを理解
する。

〇次に質問された形式で答える。例）答え「～から。」「～のこと。」
〇字数制限がある場合、解答はその八割以上の文字数を想定
している。

〇テーマに沿って自分の体験を具体的に書く、作文を出題す
ることもある。
★字数不足や文末表現が異なっていると減点。



出題傾向説明会

「算数」

数学科 池田陽一



求める力

① 地道な計算力と正しい計算

分数・小数を含む四則計算

⇒中学から数学を学ぶ上で基盤となる力

⇒「正しい計算方法」を実践する



求める力

② 算数の網羅的な知識と日々の学習力

網羅的な知識

⇒数と計算、図形、変化と関係など、算数の各

学習力

⇒得意・不得意に関係なく、日々の学習に対して

分野における基本的な知識・解法

真面目に取り組む姿勢



求める力

③ 数理的読解力と試行錯誤できる力

数理的読解力

⇒文章から必要な情報を取り出して整理し、

試行錯誤

⇒どんな問題に対しても、粘り強く試行錯誤し、

算数的な解法に置き換える力

解法を導き出す力



出題形式

１ ・・・計算問題×４題

・・・１行問題×４題

・・・大問 (小問3題程度)

2

3 4 5



出題内容

１ 計算問題

計算順序や逆算をテーマとした問題を出題

「正しい計算方法が身についているか」が問われる

（例）（例） ※近年、計算問題のできが合否を左右しています



出題内容

２ １行問題

各分野からまんべんなく出題

典型問題中心のため日々の学習力が問われる

（例）



出題内容

３ ４ ５ 大問

図形、速さ、割合、規則性を問う問題が中心

数理的読解力が問われる

試行錯誤して、規則性を導き出す問題もある

（例）

整数に関する問題、図形を題材とする問題、道のりと速さなど



•計算問題、1行問題は確実に取る

•各大問の(1)は必ず解けるように

•その上で(2)(3)のヒントにする

アドバイス



• ２月１日午後特待生入試 として実施
今年度入試から単科専用問題を試験時間を
わけて行う

• 試験時間５０分＋２０分
4科受験者用の問題＋算数単科用の問題

算数単科入試について



算数単科用の問題（例）



出題傾向説明会

「理科」

理科 石澤 裕佳



物理、化学、生物、地学
各1題ずつ出題

内容

物理…光、もののつりあい、電気、ふりこなど

化学…水溶液、気体、燃焼、状態変化など

生物…人体、発芽、植物、動物、こん虫など

地学…気象、天体、地層、地形など



内容

・基本的だが深い理解をためす問題

・各回1～3つの記述問題

・身の回りの現象に関する問題

・思考力を試す問題



内容

・基本的だが深い理解をためす問題

・各回1～3つの記述問題

・身の回りの現象に関する問題

・思考力を試す問題



基本的だが深い理解をためす
図6のように人の前方160 cmのところに鏡が、鏡から40 cmのところ
に物体が置いてあります。暗幕で鏡を上から隠していったとき、この人
から物体が見えなくなるのは、地面から何 cmの高さまでおろしたとき
ですか。ただし、人の目の高さは地面から150 cmとします。

150cm:200cm=3:4

200cm

40cm

③

④

30cm



内容

・基本的だが深い理解をためす問題

・各回1～3つの記述問題

・身の回りの現象に関する問題

・思考力を試す問題



身の回りの現象 例
ドライアイス表面の白い粉と周りの白いけむりは何だと考え

られますか。

ア~カからそれぞれ1つ選んで記号で答えなさい。ただし、同

じ記号は一度しか選べないものとします。

ア ドライアイスの成分が気体になったもの

イ ドライアイスの成分が液体になったもの

ウ ドライアイスの成分が固体になったもの

エ 水蒸気 オ 水 カ 氷



内容

・基本的だが深い理解をためす問題

・各回1～3つの記述問題

・身の回りの現象に関する問題

・思考力を試す問題



思考力を試す問い 例
図1は、A、B、Cの3地点での地層の様子を表したものです。
調査の結果から、①と⑤、③と⑥はそれぞれ同じ噴火による火
山灰の層であることが分かりました。このとき、ア~エの地層
を年代の古い順番に並べ、記号で答えなさい。



思考力を試す問い 例

イ→ア→エ→ウ



語句・記述

・用語を答える問題では、小学校で習った漢字
は漢字で解答

・記述問題では誤字脱字は減点しない

・単位は解答用紙に印字してあるので記述する

必要はない



出題傾向説明会

「社会」

社会科 鈴木 正



概要①

・地理・歴史・公民の知識・思考力・記述力

・知識量として中学受験の基礎レベルは必要

・日本と関わりの深い外国との関係も出題



概要②

・一問一答的な学習だけでは不十分

・持っている知識を組み合わせて解答

・記述問題は問題文を読んで、考えて解答



概要③

・分野横断型の問題
地理と公民・地理と歴史・歴史と公民

・現代の社会現象・社会問題のトピックに注意

・細かな知識よりも、考えて統合する力が重要



地理的領域
・冒頭の文から日本と世界の自然・産業・
風土・文化・日常に関する問いを１０問程度

・知識の定着を確認
＊一問一答的ではない

・丸暗記ではなく、
「なぜなのか」を理解できているかを試す問題



歴史的領域

・冒頭の文や年表から
日本史・外交史などに関する問いを１０問程度

・通史（総合的な歴史）以外にも
テーマ史（個別のテーマに特化した歴史）に注意
例：政治上の指導者、モノ、政治・経済の制度、

外交（戦争・条約）、文化



公民的領域

・冒頭の文や図・グラフなどから
現代社会に関する問いを１０問程度出題

・選挙、憲法、人権、福祉、国際、
エネルギー、環境、時事などの分野で
「現代日本の特色」を意識した学習が効果的



配点

・地理・歴史・公民 各領域１／３程度

・合計50点



解答上の注意点①

漢字解答に関して：

・漢字の間違いは不正解

・漢字指定問題の場合は「ひらがな」は不正解



解答上の注意点②

その他、文字指定等に関して：

・カタカナの指定にも注意

・字数の指定にも注意 ＊用語・説明ともに



解答上の注意点③
記述問題に関して：

・要求された解答様式の通り解答

・字数不足・指定語句不使用など様式に
則っていない場合、減点

・記述問題における用語は用い方・内容に
誤りがなければ「ひらがな」でも正解



解答上の注意点④

全体に関して：

・問題文をしっかり読んでから解答

・正確で丁寧な字で解答

・解答用紙を見直し確認



解答上の注意点⑤

最後に：

・いわゆる「難問」「奇問」はありません。

・幅広く、バランスよく学習しましょう。


