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高校入試 国語説明

本文字数と難度について

総字数 約7700字

前期入試

評論・小説・古文

昨年度 約8200字

後期入試

評論・小説・古文 総字数 約8800字
昨年度 約8900字

★

基本的な注意点 共通
・実施時間 50分間
・時間配分が大切 どの問題から始めるか？

・設問傾向

平成17年度より変わっていない 特徴４つ

・対策

では次に各設問のポイントを説明します。

言い換え 原因理由 空欄補充 漢字

過去問題の学習が必須→ 解法の把握

★

設問について 【記述】

・１００字以下の記述問題を３問程度出題する

漢字について

トメ・ハネは見ない 誤字・脱字は減点

・記述の解法を把握しよう ポイントは２つ

１ 本文中から答えとなる文を発見しよう

２ 記述すべき事柄は必ず複数ある

・記述問題は部分点あり

→ 必ず挑戦を！ ★

設問について 【選択肢】

選択肢の問題を多く出題する

選択肢の字数が多い

・選択肢の解法を把握しよう ポイントは２つ

１ 本文中から答えとなる文を発見しよう

「勘」で解けるか？ 不可能

２ 選択肢を分割して考えてみよう。

特徴１

特徴２

設問について 【古文】

• 出題される文章は一つ
• 字数

• 内容について
細かい文法事項は出題しない

本文全体を正確に把握しているかを質問

配点は２０点程度 ★

前期：550字程度 後期：1300字程度
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書き取り問題の注意

◎ 採点方法

文化庁の指針に基づいて採点します

『常用漢字表の字体・字形に関する指針』

「美しさ」 より 「 」が大切丁寧さ

まとめ ３つの大切

・スピード 時間配分が大切

・平成17年度以降の過去問題が大切

・記述、選択肢に対する 解法の確立が大切

皆さんの健闘を祈っています！

高校入試説明会 数学

数学科が大切にしていること

1.  数, 式の感覚

問. を ではなく と表すのはどのような

ときか？

→ 何が変数として主役なのか？

変数は であることを主張している.

数学科が大切にしていること

2.  証明として伝えること

① 式と日本語で他者へ表現

→ 数式もひとつの言語である

② ‘ 解ける ’から‘ 伝える ’への転換

数学科が大切にしていること

3.  拡張・一般化をすることで疑問をもち楽しむ

① 0以上の世界から実数の世界へ（数の世界の拡張）

②式の拡張（1, 2次関数から高次の関数へなど）

③いつでも成り立つものなのか疑う（一般化）

→ 三平方の定理は直角三角形でなかったら？

④なぜこのような公式が成り立つのかに興味を持つ
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今年度の入試について

① 解答時間 50分

→ ・ 大問で5問程度

・ 自分が解きやすい問題を把握して時間配分を考える

② 計算分野, 図形分野, 数式分野など様々な分野から出題

③ 計算力, 説明する力, 式や図形を見る力を付けておく

高校入試＜社会科＞

［第1問］

［第２問］［第３問］［第４問］

［第5問］［第６問］

公民分野

歴史分野

地理分野

３０点

３５点

３５点

全体で約５０問

• 大問１つ
• 主に近現代の歴史を中心に出題
• 初見の史料を用いた問題も出題
• 記述問題
文字数指定はとくになし

→設問の要求と条件をしっかりと読み込
む力が必要です！

歴史分野

・大問３つ

・世界地理を中心に出題

・地形・気候・農業・貿易など多様なテーマ

で出題

・地図・表・グラフ・統計を用いた問題

⇒正確な読み取りができるように！

地理分野

・大問２つ

・経済分野を中心に出題

・国内・国際政治にも注意！

※地理分野と同様に、グラフなどの読み

取りを正確に出来るように！！

公民分野
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全般的なアドバイス

①基礎的事項をおろそかにしないこと。

②歴史・地理・公民、偏りなく学習を。

③用語は正確な漢字で書けるように。

④グラフ・図表・地図の読み取り重視。

⑤知識だけでなく、問題文の読解力。

みなさんの健闘を祈ります。

高校入試 理科

本校理科の理念

卒業後、どのような進路をたどるにしても、
理科に関してアドバンテージがとれる生徒の
育成を目指します。中学校で身につけるべき
正確な知識と実験手技、そこから導き出すこ
とのできる論理的思考と、それを相手に伝え
る表現力を入学試験で問います。

SSH10年間の経験をいかしつつ、今後ま
すます理科好きな生徒が、理系に進む生徒
が増えるよう、教材開発に取り組みます。

2019年
市川学園理科の入試が

変わります！

出題について

・試験時間は50分、100点満点。
・大問は４題あります。
物理分野１ 化学分野１
生物分野１ 地学分野１

（昨年までは７題）
・１つのテーマをじっくりと。
・小問総数は30題前後です。

問題構成について

・用語を問う問題
・計算問題
・記述問題
・身の回り（時事）の問題
・論理性を問う問題

をまんべんなく取り入れています。
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難易度

・平均点が60点になるように作成してい
ます。

・時間のかかる問題、かからない問題は
存在します。
・出題例のない問題を考えています。
・各大問、基本→標準→応用となります。
・基本～標準の出来が決め手となります。

理科に限らず受験のセオリー
（本番では意外と実行できないものです・・・）

・入試の問題をＡからＤの４段階に分けて考えます。
・簡単なＡとＢをスピーディかつ正確に解きます。

・ＣとＤを見極め、レベルが高いＤは時間に余裕が
あったら手をつけるようにします。
・Ｃを半分正解すれば７割の合格ラインに届きます。

・そのためには、相当のトレーニングが必要です。

2017年の10月に，みちびき４号が打ち上げられ，新しい軌道を周回し始めました。
これは，準天頂軌道と呼ばれる特殊な軌道です。気象衛星や通信衛星の多くは，
静止軌道と呼ばれる赤道上空の軌道を利用しますが，日本では地面から40度前
後に人工衛星を見ることになります。都市部では高いビルなどが多く，斜めに人工
衛星を見るとなると，電波が届きにくい場所が出てきてしまいます。しかし人工衛星
は，軌道面が地球の重心を通る必要があるため，赤道以外で同一緯線の上空の
みを公転させ，常に衛星を日本上空に留めておくことが困難です。準天頂軌道は，
このような難点を解消し，天頂付近で日本上空に長時間滞空させることができるよ
うに，円形（つぶれた円形）の軌道になっています。

問）みちびきの軌道を横から見ると，どのように見えるでしょうか。ただし，以下は地
球を真横から見た図で表しており，太実線は軌道を表しています。

④では，「花弁のつく
り」によってグループ
ＡとＢに分けることが
できました。次のア
～オの植物群のうち
，グループＡとＢに正
しく分けられている
組み合わせはどれ
ですか。

グループA グループB
ア アサガオ キ ク ヘチマ エンドウ カタバミ サクラ

イ アサガオ キク ユリ エンドウ サクラ ヘチマ

ウ エンドウ サクラ ユリ アサガオ イネ キク

エ エンドウ カタバミ サクラ アサガオ キク ヘチマ

オ イネ ヘチマ ユリ アサガオ カタバミ サクラ

対策

・標準的な問題集で基礎用語＋典型的
な計算問題をトレーニング。
・過去問で傾向、言い回しに慣れる。

・記述は、採点者に伝わる正確な語、
文章で（部分点はありません）。
・問題文をよく読む。
・解ける問題から解く。
・得意分野で稼ぐ作戦もあり。

高校入試 英語説明

英語科主任

宮内 譲志
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市川高等学校入試問題について

一番大事なこと

過去問研究

前期入試を受ける皆様へ

基本的には例年通りです。
大問は３題です。「気合いよりは基礎力を！」
Ⅰ．Listening (全部で10分)
Ⅱ．Essay (論説文) （約８２０語）
Ⅲ．Novel (小説) （約７７０語）

＊ キーワードは，「内容理解」です。

後期入試を受ける皆様へ

大問３題です。「ケアレスミスに注意！」

Ⅰ． Listening (全部で10分)

Ⅱ． Essay (論説文) （約８００語）

Ⅲ． Novel (小説) （約9０0語）

We hope we will be able to 
study with you next year. 

Good luck, everybody!


