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国語入試ワンポイント  
① 評論（説明文） 

② 小説 

③ 古典 

• 国語は、文章を読むことを前提に問題が成立す
る。答えの根拠は必ず文章中にある。 

• 「あなたがどう思うか」ではなく、「どう書いてあ
るのか」を問われており、「本文に書いてあれ
ば○、そうでなければ×」となる。 

国語の大原則 

～ すべての答え・根拠は問題文中にある ～ 



① 評論（説明文） 

《対策ポイント》 筆者の主張を把握する 

★ 筆者の主張は形を変えて繰り返される 

 人は自分の主張を他人に理解してもらおうとする
とき、強調したり、繰り返したりする。同じ内容を言
い換えている表現にも注意して読もう。 

★ 文章にはつながりがある 

 文章の展開を理解するポイントは接続語である。
接続語は種類によって働きが決まっているので、
理解しておこう。 



② 小説 

《対策ポイント》 登場人物の心情変化をつかむ 

★ 人物・場面設定を整理する 

 リード文（本文の前にある導入文）を必ず読み、
人物設定と場面設定をつかんで読もう。 

★ 心情が変化するのには「きっかけ」がある 

 登場人物の心情が変化していくときには、必ず、 

「出来事（きっかけ）⇒心情の変化⇒言動」 

の流れがある。解答する際には、この３つを行った
り来たりして根拠を探そう。 



③ 古典 

《対策ポイント》 大意をつかむ 

★ 注釈は必ず読む 

 古典は、わかりにくい所には注釈がついている。
話の内容を理解するうえで大きな手助けになるの
で、必ず確認しよう。 

★ 省略されている言葉を考える 

 古典は、主語や「が」「を」などの助詞が省略され
ている。誰が、どうしたのかということを把握しなが
ら読もう。 



英語入試ワンポイント 
 

① 大問１～７ 

② 総問題数 約４０問 

③ 試験時間 ４５分間 

④ 10分弱のリスニング問題 



リスニング問題 

② 会話文を聞いて 

  適切な応答を選ぶ問題 

 A:How are you ? 

 B:I’m fine thank you , and you? 

 A:(                  )? 

 

 

① 短いアナウンスを聞いて 

  問いに答える問題 

例）校内放送、公共放送など 

 

→①問題文は印刷されていないの
で、よく注意して聞きましょう。 

選択肢にも目を通しておきましょう。 

→②問題文も選択肢も印刷されていない
ので、集中して聞きましょう 

→放送は２度行われます。 

 

→放送は1回しか行われません！ 



長文問題 

英文和訳 

内容一致 

空所補充 

英問英答   

代名詞・指示語の説明   など 
 



会話文問題 

• 対話文を読んで、対話文の空所に文脈上当てはまるものには○、当てはまらないもの
には×をつける問題 

• 例）    ケイトが昼食を食べながらマイと話しをしています。 

  Kate: This cake is delicious. I like it. 

 Mai: Oh, really? It looks good. 

 Kate: (                     ) 

 1.  Do you want to try some?  

 2.  It’s made of vegetables. 

 3.  Yeah, but the taste isn’t good. 

 4.  I want to know how to make it. 

 →1. ○  

 →2. ○ 

 →3. × 

 →4. ○ 

（    ）の前の発言を
よく見て、会話が成り立
つかしっかりと読み込
むことがポイントです。 



その他 

語法・文法問題 

発音・アクセント問題 

 

 

テーマ英作文問題 
 
 
例) Friend: Are you free this afternoon?   
      Let’s play soccer. 
            You: (                                ). 
 
 



高校入試ワンポイントレクチャー 
 

数学 



入試問題の構成 

例年，大問5～6問．45分，100点満点． 

1．小問集合 

2～6．方程式，確率，図形の性質，関数，その他 

中学で学習した内容から万遍なく出題． 

 

平均点が60点前後になるように作成している． 
100点満点の受験生は1名or2名ぐらい？ 



正確に早く解くことが必要． 





確率の問題は，すべての場合をもれなく・重複
せずに数え上げる事が重要． 



比率や濃度の計算が苦手な生徒が多い． 
確実に理解しておいて欲しい． 



学芸は回転させるのが好き？ 



・2次関数(放物線)と1次関数 
 (直線)の交点 
・3点で出来る三角形の面積 
・三角形の面積比 等に注意 
 
 



注意！！ 

 

 現中学3年生から大学入試のあり方が変わってきます．
数学では自分の考えている事を正確にかつ数学的に伝
える記述力が問われるようになってきます． 

(今までも記述力は必要なんですが) 

  

 そこで学芸の入試では記述問題を必ず出題します． 

 

  



社会入試ワンポイント  

地理：１８問 

歴史：１８問 

公民：１４問 

全５０問 用語・正誤判定・論述・並び替えなど様々な出題方法 

用語の暗記にとどまらず、写真や資料などから総合的に考える問題を出題 

●単に用語を覚える勉強ではなく、 

  用語や似たできごとの違いを説明できるようにしよう 

●教科書が基本中の基本！ 



【地理】 
● 日本地図や世界地図をもとに出題。位置を正確に理解しておくことが必要 

● 表やグラフ・写真など資料を活用する問題が中心 

● 日本地理と世界地理の半々で、山や川、民族のようにテーマをもって主題 

《対策ポイント》 

★国や地域のイメージをもち、それを統計やグラフから推測できるようになろう 



【歴史】 
● 年表をもとに出題。各時代の特徴を理解しておくことが必要 

● 正誤判定や並び替え等、出来事や時代の前後関係や背景を正しく問う問題が中心 

● 用語だけでなく、絵や風刺画など資料から解答を導く問題も出題 

《対策ポイント》 
★時代ごとに出来事の相互関係や背景を考えることができるようになろう 

★文化など資料をしっかり読み込んでおこう 



【公民】 
●文章を元に出題。私たちの生活との関わりを中心に理解しておくことが必要 

●正誤判定や用語説明など、文章に関連する事柄から問う問題が中心 

●資料問題に関しての出題もあり、出来事と社会背景を理解する事が必要 

《対策ポイント》 

★教科書の用語を確実に説明できるようにしておこう 

★条文や資料にもしっかり目を通して理解しておこう 



浜松学芸高等学校 

理科入試ワンポイントレクチャー 



出題難易度について 

■基本問題 全体の約4割 

■標準問題 全体の約4割 

■応用問題 全体の約2割 

 

どれも教科書の理解が大事 



出題分野について 
平成29年度入試においては 

 １ 生物     ２ 化学 

 ３ 地学     ４ 物理 

 

どの分野も教科書の内容理解がま
ず大事 

その中でも実験や観察は特に大事 

生物 

地学 化学 

物理 



生物 １ 
■ 生物のしくみやつながりなどに関する問題が中心。 

■ 実験操作や用語に関して問う問題も多い。 

《対策ポイント》 

 用語や現象を自分の言葉で説明できるようにしよう。 

化学 ２ 
■ 物質の性質や化学反応に関する問題が中心。 

■ 何らかの実験をテーマにすることが多い。 

《対策ポイント》 

 実験操作を1つ1つ整理し，何のためにその実験操作
が必要なのかを理解しよう。 

 


