


英語（コミュニケーション英語Ⅰ）

H31 ２０１９ R2 ２０２０ R3 ２０２１

1⃣短い会話文 問01（学生同士の対話） 1⃣会話問題 問１旅行先から日本に帰国した人との対話 1⃣短い対話文 問1職場での会話

問02（ホテルにて、電話で）
問２外国人旅行者と通りすがりの人との会

話 問2夫婦の会話

問03（講演が終わって） 問３職場でミーティングの前に 問3友達同士の会話

問04（車の中で） 問４親子間の会話 問4友達同士の会話

問05（友人間の会話、電話で） 問５携帯電話での会話 問5パーティーでの友達同士の会話

2⃣長文読解 問06空欄補充問題 2⃣ 随筆 問６空欄補充 2⃣長文問題 問6熟語の意味を問う問題

問07単語並べ替え問題 問７書き換え問題 問7単語の並べ替え問題

問08文法問題 問８並べ替え問題 問8空所補充問題

問09内容説明問題 問９空欄補充問題 問9書き換え問題

問10内容合致問題 問10内容読解問題 問10内容一致問題

3⃣長文読解 問11文法問題 3⃣ 会話問題 問11文の意味を問う問題
3⃣長い対話文の問
題 問11空所補充問題

問12語句問題 問12空欄補充問題 問12空所補充問題

問13内容説明問題 問13空欄補充問題 問13書き換え問題

問14空欄補充問題 問14書き換え問題 問14空所補充問題

問15空欄補充問題 問15文の意味を問う問題 問15短文の意味を問う問題

4⃣長文読解 問16空欄補充問題 4⃣随筆 問16空欄補充問題 4⃣グラフを含む問題 問16単語の並べ替え問題

問17空欄補充問題 問17並べ替え問題 問17空所補充問題

問18単語並べ替え問題 問18段落並べ替え問題 問18内容読解問題

問19空欄補充問題 問19英文完成問題 問19英文完成問題

問20文法問題 問20内容一致問題 問20内容一致問題



数学

H31 ２０１９ R2 ２０２０ R3 ２０２１

数と式 問1展開 数と式 問１展開 数と式 問1展開

問2因数分解 問２因数分解 問2因数分解

問3平方根の計算 問３分母の有理化 問3平方根の計算（分母の有理化）

問4平方根の計算（分母の有理化） 問４一次不等式 問4絶対値

問5連立不等式 問５式の値 問5１次不等式

２次関数 問6グラフの移動 ２次関数 問６二次関数の決定 ２次関数 問6グラフの移動

問7グラフの決定問題 問７放物線の移動 問7グラフの決定問題

問8最大値最小値定義域 問８二次関数の最大値・最小値 問8最大値最小値

問9２次不等式 問９二次不等式 問9重解条件

問10２次方程式の実数解 判別式 問10二次関数の定数の範囲 問10２次不等式

図形と計量 問11三角比計算問題 図形と計量 問11三角比の計算問題 図形と計量 問11三角比計算問題

問12三角比計算問題 問12三角比の計算問題 問12三角比計算問題

問13正弦定理　余弦定理 問13三角比の計算問題 問13三角比計算問題

問14正弦定理　余弦定理 問14三角比の正弦定理 問14三角比不等式

問15三角比の相互関係 問15三角比の面積問題 問15余弦定理

問16三角比　空間図形 問16立体図形 問16立体図形

集合と論理 問17命題　対偶 集合と論理 問17集合 集合と論理 問17集合問題

問18集合 問18命題 問18十分条件必要条件

データの分析 問19箱ひげ図　ヒストグラム データの分析 問19四分位範囲 データの分析 問19箱ひげ図

問20相関係数 問20相関係数 問20標準偏差



国語（国語総合）

H31 ２０１９ R2 ２０２０ R3 ２０２１

【１】中根千枝 問１指示語問題 【１】池澤夏樹 問１空欄補充問題 【１】浜野保樹 問1空欄補充問題

『適応の条件』 問２理由説明問題

『海図と航海日

誌』 問２内容説明問題 『模倣される日本』 問2容説明問題

問３空欄補充問題 問３内容説明問題 問3漢字問題

問４内容説明問題 問４漢字問題 問4理由説明問題

問５比喩説明問題 問５脱文補充問題 問5筆者の表現意図を問う問題

問６空欄補充問題 問６内容説明問題 問6言い換え問題

問７内容合致問題 問７内容合致問題 問7内容合致問題

【２】中島京子 問８内容説明問題 【２】さだまさし 問８心情説明問題 【２】北川樹 問8内容説明問題

『長いお別れ』 問９空欄補充問題
『風に立つライオ

ン』 問９空欄補充問題 『ホームドアから離れてください』 問9語句の意味

問10空欄補充問題 問10言い換え問題 問10空欄補充問題

問11空欄補充問題 問11状況説明問題 問11内容説明問題

問12語彙問題 問12脱文補充問題 問12空欄補充問題

問13心情説明問題 問13内容説明問題 問13文章の特徴を問う問題

【３】見田宗介 問14漢字問題 【３】斉藤和季 問14漢字問題 問14内容説明問題

『青春 朱夏 白秋 玄
冬』 問15内容説明問題

『植物はなぜ薬を作るの

か』 問15空欄補充問題 【３】黒栁正典 問15漢字問題

問16空欄補充問題 問16脱文補充問題 『人の暮らしを変えた植物の化学

戦略』 問16理由説明問題

問17内容説明問題 問17脱文補充問題 問17空欄補充問題

問18内容説明問題 問18語意問題 問18脱文補充問題

問19内容説明問題 問19内容説明問題 問19内容説明問題

問20文章説明問題 問20文章説明問題 問20内容合致問題



東京都立看護専門学校一般入試 英語 数学 国語 講評

H31 R2 R3

英
語

1⃣の短い会話文の空欄補充問題は必出。その他
「随筆」「評論」など合計４題。全体的に空欄補充
問題が半分以上を占める。単語並べ替え問題も
必出。こうした出題傾向を押さえた対策が必要。
単語力、文法力の増強は必須。とくに本年度は
「仮定法過去完了」「比較表現」等が出題されれ
た。まとまった英文の読解力も必要。大学入試標
準レベルの「英語長文総合問題集」を１冊完璧に
仕上げておこう。

会話問題が1⃣・3⃣の２問になっています
相変わらず「空欄補充問題」が多いと思います。ま
た「並べ替え問題」も例年通り出題されています。
ただ本年は「段落の並べ替え問題」が出題されまし
た。今後も出題が予想されます 。60点は超えたい
ところですね。

大問が４問、設問数が20問。
例年通りの形式。45分／20問／100点
内容としては相変わらず空所補充問題が10問。
全体の半分を占めています。
本年度はグラフ問題が出題されました。
新傾向問題です。今後も出題される可能性は大
です。

数
学

例年通りの出題傾向です。展開・因数分解・有理
化・不等式・絶対値など、数と式5題は落とせない
レベルであった。途中で引っかかる問題もないと
思われるのでミスしないように高得点を狙いた
い。一つの問題に時間をかけすぎず全問題を見
るようにしたい。スピードは要求されている。

概ね例年通りの出題傾向です
放物線の移動などは少し形を変えてきました
三角比の計算問題では少し手こずった人も多かっ
たのではないでしょうか
相変わらず相関係数が出ています
計算力が要求されます

設問数が20問。例年通りの問題数。
数学１の分野を網羅。ほぼ例年通りの出題。
45分／20問／100点。レベルは教科書レベル。
計算力必須。相関係数問題が消えて標準偏差を
求める問題が出題されました

国
語

例年「評論」「随筆」「小説」の３題。受験生の「読
解力」を正面から問う問題。勘やフィーリングは通
用しない。根拠が問われている。それを文章を読
みながら「考える力」が求められている。大学受験
用の現代文総合問題集を１冊完璧に仕上げてお
こう45分で解くので「速読力」も要求される。

いきなり問１は四字熟語の空欄補充問題でした。苦
手な受験生も多い設問です。ただ全体的には標準
的な問題だったと思います。平均点は高いのでは
ないでしょうか。ここは高得点を狙いたいところで
す。

例年通りの出題形式。
45分／20問／100点
現代文の大問が３問。設問数が20問。
オーソドックスな現代文の問題。
基本的な読解力が問われています。


