入試なんてまだ先のことと思っていたあなたも，春にはもうすぐ高３生。
今回のテストは入試センター試験を主眼に，マークシート式という本番入試と同じ
形式で実施された。できなくて焦った人，予想外に成績がよかった人など，さまざま
だったことだろう。
いよいよ本格的な受験態勢に入るわけだが、テストの結果を十分反省・検討し，こ
の春休み期間に，しっかり基礎固めをしておこう。
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講 評

採点結果からみた弱点と対策

英

Ｂの語句整序は，対話の応答文を完成する形式。問

語

１・２はよい出来だったが，問３の後半での「関係代

総評：本番には万全の態勢で
この高２マークテストは，皆さんが 1 年後に受験す
るセンター試験の practice test としての役割も兼ね，
形式や配点はセンター試験通りである。去る 1 月実施
のセンター試験本番は，一部の出題形式が無くなるな
どわずかな変化はあったが，皆さんが受験する来年の
本番も概ね，この形式と推察される。テストで明らか
になった弱点を克服し，万全の態勢で本番に臨もう。
筆記試験

第１問

語の発音・アクセント

●基本語の発音・アクセントに注意
Ａの発音問題は問１が５割台，問２は不振，問３が
４割台の成績。特に問２は日本人学習者が苦手な
［㸦］
と
［ð］の区別を問うものだった。皆さんの選んだ答え
はいずれの語にもまんべんなく散っていて，答えに
迷ったことがわかる。しっかりと覚え直してほしい。
問３の子音字 -x- の発音は
『解答と解説』を熟読のこと。
一見複雑だが，必ず得るところがあるはずだ。
Ｂのアクセント問題は，問１が５割台，問２は不振，
問３が４割台，問４は約８割の出来。誤答を見ると，
日本語になっているカタカナ英語が，正しい英語のア
クセントと異なることが間違いの原因のようだ。これ
までは「読む・書く」に重点があった英語の勉強も，今
後は「聞く・話す」にいっそう重点が置かれるように
なる。普段の勉強でたくさん英語を発声し，正しい発
音・アクセントを身につけるべきである。出題された
単語はどれも入試必須なので，しっかり覚えよう。

第２問

文法・語法，語句整序，応答文完成

●文法・語法は不安あり，応答文完成は低調
Ａの文法・語法問題は，問２の不定代名詞の one
の用法や問３の「…かどうか（ということ）
」の意味
の名詞節を導く接続詞 whether，問５の仮定法が時制
の一致の例外であること，問９の in that（…という
点で）と継続用法の関係代名詞 which などの項目が
５割に満たない低調な成績であり，またそれ以外でも，
問４の分詞形容詞の現在分詞形と過去分詞形の区別，
問６の関係代名詞と関係副詞の区別などは，正解とは
反対の選択肢に多くの誤答が集中し，理解不十分な項
目である。これらの多くは入試ではいずれも最重要と
なる項目なので，よく復習して理解しておこう。

名詞の後に I think が挿入される」形の部分ができな
かった誤答が圧倒的に多かった。
Ｃの応答文完成は，問１が３割台，問２が４割台，
問３は２割台ときわめて低調だった。結果を見ると，
出だしの語句の選択で失敗している人が多かった。最
適の組み合わせを選ぶこの問題は，意味内容の理解は
もちろんだが，それを正しい英文にするための文法・
語法の総合力が試される。
『解答と解説』で，どこに
落とし穴があったのかをよく復習しておくこと。

第３問

対話文補充・不要文指摘・発言要旨

●対話文は良好，不要文指摘は一部に不調あり
第３問からは設問の配点が大きくなり，Ａが各４点，
Ｂが各５点，Ｃは各６点になることに注意したい。正
解と間違いでは大差がつくことになる。
Ａの対話文補充は，問 1・問２とも７割を超すよい
出来だったことは喜ばしい。
Ｂの不要文指摘は，問 1 が３割台と低調だったが，
問２と問３は６割台の成績だった。問１の正解の「取
り除いたほうがよい文」は，実は問題文の最後にある
べき文だろうというのは『解答と解説』にある通りで，
その位置ならば立派に意味を成す文となる。ポイント
は問題の最終文の先頭にある However が，何に対し
て「しかしながら」なのか，論理の展開をしっかりつ
かむことであった。
Ｃの発言要旨選択は，商品の世界的販売戦略の会議
における異文化国での宣伝内容に関する注意点が話題
であったが，それぞれ５割〜６割台という成績だっ
た。文の要旨をつかむ力を養うのが非常に大事になる
が，長い発言内容からその中心的な部分を抜き出し，
適切な内容の文句と付き合わせるという作業は，普段
の学習ではあまり行われないので，センター試験過去
問の類題を練習して，実戦的な力を磨いておこう。

第４問

表・解説文とウェブの掲示の読み取り

●表・解説文は平均的，掲示読み取りは好調
Ａの表・解説文は問１・３があと一歩の成績で，問
２・４が５〜６割台の成績だった。特に，問１や問３
のように，問題文の「要点」や「主題」を問うような
読解問題として大事な問いの結果が低調ではいけな
い。英文を読むとき，それを全部日本語に置きかえな
いと意味が取れないというのではだめで，「要するに
英文が伝えようとしているのは何か」をつかみ取るよ
うな読み方ができないと，大量の英文に歯が立たない
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結果となる。英文の段落の構成に着目してみよう。

リスニングテスト

Ｂの掲示読み取りは，どれも７割に達するよい成績
だった。どの問題も情報を総合して答える部分があっ
たが，よく内容を把握し，正解に到達していた。

第５問

短い対話と答えの図などの選択

●数字や量の問題に弱い
今回の問題は問１が８割超，問２が６割台，問３が

出来事の展開を述べる文の読解

７割台，問４が 8 割台，問５が４割台，問６が６割台

●設問により揺れが大きい
第５問は，子どもに物を買い与えるのが親の愛情と
信じている両親に育てられた筆者の女性が，成人直前
にその不自然さに気づき抗議するが，今度は自分が親
になって，同じことをやっていると気づき，子どもの
未来を見据えた育て方を目指す決意を語る話。
成績は設問により変動し，問１は７割を超す好成績
だが，
問２の下線部内容選択はぐっと下がって４割台，
残る問３〜問５は５割〜６割台だった。成績不振だっ
た問２は，a complete disservice の内容を問うもので，
筆者が親に自分の「育て方」を抗議する場面の言葉だ
が，単に「親が自分に必要なだけの物やお金をくれな
い」という抗議の言葉と受け取った人が３割以上もい
て，話の重要ポイントを理解できていないことがわか
る。物語には途中にいくつかの転換点があるから，
「思
い込み」を引きずって読み違えてしまわないよう注意
しよう。今年１月のセンター試験の第５問は，未知の
生命体が存在する惑星を求める宇宙探検隊の一員の日
誌の抜粋，という SF 仕立ての内容だったが，途中で
主人公が地球人ではなく異星人であることがわかる，
という展開だった。
「思い込み」は要注意である。

第６問

第１問

解説文の読解

●全般的にやや低調，読解問題への時間配分の工夫を
Ａはいずれの問いも５割〜６割台の成績にとどま
り，
Ｂの段落ごとの要旨を選ぶ問題は７割の成績だった。
この最後の長文読解は，最も力を発揮してほしい問
題なのだが，ここまでで力尽きてしまった人も多いよ
うだ。第６問の成績が振るわなかった人の原因の１つ
として見逃せないのは，各問題への解答の時間配分が
まずかったのではないかということだ。第６問に充て
る時間が絶対的に不足していたのではなかろうか。第
５問までは１％に満たなかったノーマーク（無解答の
答案）がこの問題では急増し，最後は５％を超えてい
たことからも，時間切れがあったことが見て取れる。
第１問・第２問はできるだけ短時間で解き，まとまっ
た内容の長文を読む第３問以下には適度な時間を充
て，最後の第６問に余裕を持った時間配分を心がけて
ほしい。センター試験本番の第６問は，段落単位に設
問が展開するので，まず設問を読んで問いのポイント
をつかみ，次に関連する段落ごとにアタックすれば，
考える時間の短縮になる。入試本番までにはまだ時間
があるのだから，解答の仕方の練習を十分に積み，自
分に合った改善策を編みだそう。

と幅のある成績だった。例年のことだが，数字や倍数
の入った問題は弱点になることが多く，今年も倍数表
現を含む問２は正答が６割台だったが，誤答の選択肢
にそれぞれ１・２割の解答があったり，問５の計算問
題はこの６問中で最も低い正答率だった。リスニング
で数字を含む問題は必ず出題されるので，類題を数多
く解いて，対処する準備を万全にしておこう。

第２問

対話文の完成

●一部を除きやや不振
問７が８割以上，問 13 が 7 割以上だったほかは，
問８・９・11が５割〜６割台，問 10・12 が４割台と成
績はもう１歩。低調だった問題では，会話の場面を具
体的に思い浮かべていないと思われる誤答が非常に多
い。また問 10 の答えのように，仮定法の理解が必要
だったり，問 12 の So am I.（私もそうです）のような
表現がポイントだった問題の失敗が目についた。

第３問

長めの対話の内容設問

●Ａは好調，Ｂは低調
Ａは 3 つの対話につきそれぞれの問いへの答えを選
ぶ問題，Ｂは図表を見ながら１つの対話を聞き，内容
に関する問いへの答えを選ぶ問題。Ａは問 14 〜問 16
の各問とも７割以上の好成績。他の誤答への分散も少
ないのは，長い対話で状況をつかむ余裕があったから
だろう。一方，Ｂは問 17 が４割台，問 18 が３割台，
問 19 だけが７割台という成績だった。問 17 の不振は，
Which program does the woman ﬁrst refer to?（女
性は最初にどのプログラムについて話しているか）と
いう問いの英語に慣れていない人が多かったとも思わ
れる。また，問 18 の不振は，会話の後半の男性の発
言を筋道立てて追えなかったためで，答えが各選択肢
に分散して，絞り込めていなかった。

第４問

長めの英文の内容設問

●Ａ・Ｂとも全般的に概ね順調
Ａは長めの英文を１つ聞いて，３つの問いへの答え
を選ぶ問題，Ｂは話し合いの場面で３人の発言を聞き，
３つの問いへの答えを選ぶ問題。Ａは問 21 が８割を
超える好成績だったが，問 20 と問 22 は６割前後の成
績だった。一方のＢは，問 23 が７割台，問 25 が８割
を超える好成績だったが，問 24 は５割弱とあと一歩
だった。３人の発言者のそれぞれの立場や主張をはっ
きりつかむように聞き取る練習を積もう。
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⑴

数学Ⅰ・Ａ

余弦定理を用いて余弦や外接円の半径を求める

問題であり，よくできていた。
⑵

三角形の面積を利用して内接円の半径を求める

問題でありまずまずのできであった。
2017年度学研高２マークテストは，入試センター試

⑶

４点を通る円の半径を求める問題であり，角の

験の問題を十分配慮して作成した。出題に関しては，第

二等分線の性質と余弦定理を用いて解く形になってい

１問が２次方程式，論理，データの分析，第２問が２
次関数，第３問が三角比，第４問が２次関数の応用，

たので正答率は低かった。
正弦定理や余弦定理は，センター試験でも頻出項目
となっているので，実戦問題の中で使えるようにして
おこう。

第５問が確率，第６問が整数問題である。やや発展的
な内容も含まれてはいるが，基礎的な問題については
確実に理解し，得点に結びつくよう，実力を高めても
らいたい。ここで，それぞれの問題について簡単な解
説を加えるので，参考にしてほしい。

第１問

論理の問題は必須

この問題は，２次方程式，論理，データの分析につ
いての基礎力を確認する設問になっている。
⑴ ２次方程式の解の問題でありよくできていた。
⑵ 条件の否定についての設問と必要・十分条件に
ついての問題である。「p ならば q」が真のとき，
p は q であるための十分条件
q は p であるための必要条件
となるので，「p ならば q」の真偽を調べればよい。こ
れもよくできていた。
⑶ データの分析についての問題であり，中央値，
箱ひげ図の正答率は高かったが，後半の標準偏差の正
答率はやや低めであった。

第２問

放物線の頂点は基本変形で

この問題は２次関数についての基礎力と応用力を確
認するものである。大変よくできていた。
⑴ 頂点の座標などについての設問でありかなりよ
くできていた。頂点の座標は色々な問題を解くときに
用いることができるので，文字定数を含むときも基本
変形して導けるようにしておこう。
⑵ 与えられた区間における最小値を求める問題で
あり，三つの場合に分けて考えなければならない設問
であるが，このタイプの問題に対する習熟度は高く，
大変よくできていた。
⑶ 放物線が ˛ 軸と共有点を持つ条件および ˛ 軸
から切り取る線分の長さについての問題であるがまず
まずのできであった。最後の問題は，無理方程式と呼
ばれるやや複雑な方程式を処理することになるが，こ
のタイプの問題では定番問題といえるので，必ずマス
ターしておきたい。これもよくできていた。

第３問

正弦・余弦定理，面積の公式は頻出

この問題は，三角比の図形への応用であり，正弦定
理，余弦定理，三角形の面積の公式などの基礎知識を
活用する形の設問になっている。

第４問

絶対値記号の扱いに注意

この問題は２次関数の総合的な知識と応用力をみる
ものである。
⑴ ２点が一致する条件についての問題であり，実
際には２次方程式を解くことになる。
⑵ ˛ 軸との交点Ａ，Ｂから２次関数の頂点の座標
を求める問題であり線分 AB の中点の ˛ 座標が頂点の
˛ 座標と一致することが決め手となっている。
⑶ 線分 AB の長さが 3 となるときの a の値を求め
る問題で絶対値記号を含む２次方程式を解くことにな
る。
⑷ a の値が３つとなるときの線分 AB の長さを求
める問題であり，絶対値記号を含む方程式の異なる解
が３つとなる条件を求めることになる。いずれの設問
も正答率は低かった。

第５問

条件付き確率は定義を正しく理解

この問題は８チームのトーナメント戦を素材に確率
の基礎力と応用力を見るものである。
第１・２の設問は基本で８割以上の正答率であった。
第３・４のやや複雑な設問は５割程度の正答率であっ
た。また，第５・６の設問は条件付き確率など応用力
を見るものであったためか，正答率は３割程度であっ
た。

第6問

整数問題は色々なパターンがある

この問題は整数に関する基礎力と応用力を見るもの
である。
⑴ ２進法の数の和を５進法であらわす問題であり
よくできていた。
⑵ ３進法と７進法で表わされた整数Ｎを求める問
題でよくできていた。
⑶ 30 ! について素因数 3 および 5 の個数と 30 ! の
末尾に 0 がいくつ並ぶかの設問であったがいずれの設
問もよくできていた。
■訂正とお詫び
2
第２問 ⑵の セ a は セ a の誤りでした。
お詫びして訂正致します。なお，この部分の採点に関
しては，全員を正解としました。
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数学Ⅱ・Ｂ

第4問

図形的性質を活用せよ

この問題は，図形と方程式についての基礎力と応用
力をみるものである。

2017年度学研高２マークテストは，入試センター試

⑴

円の半径を求める基本問題である。

験の問題を十分配慮して作成した。レベルは例年のセ

⑵

２つの円が外接する条件を用いて定数 a の値を

ンター試験よりもやや高めに設定している。なお，出
題に関しては，第１問が三角関数，第２問が指数関数，
第３問が４次方程式，第４問が図形と方程式，第５問
が数学Ⅱの微分，第６問が数列，第７問が空間ベクト
ルの問題である。それぞれの問題について簡単な解説
を加えるので参考にして欲しい。

第１問

三角関数の合成は重要

この問題は三角関数の基礎力と応用力をみるもので
ある。
⑴ 三平方の定理と三角比を用いる問題でありよく
できていた。
⑵ 三角方程式の問題であり sinθおよび cosθを
含む方程式を tanθについての方程式に変形して解く
ことになる。よくできていた。
⑶ 二倍角の公式と合成公式を用いて２次の三角関
数を１次式に次数を下げ，さらに最大値を求める入試
典型問題である。この形の問題は必ず解けるようにし
ておこう。やや計算が複雑なためかあまりできていな
かった。

第２問

置き換えでは定義域に注意

この問題は指数関数についての基礎力と応用力をみ
るものである。
⑴ 指数関数の最大・最小は置き換えによって２次
関数の問題として解くことが多い。このとき置き換え
た文字 t のとる値の範囲をチェックすることを忘れな
いようにしよう。
⑵ 指数方程式の解 ˛ に関する設問であるが，置き
換えを行った２次方程式の解を t とすると，まず ˛ の
条件を t の条件で表し，２次方程式の解の問題として
解いていくことになる。このように２つ以上の分野に
またがる内容になることが多いので実戦問題を解いて
理解しておこう。

第３問

虚数計算は基本中の基本

この問題は４次方程式についての理解度とその応用
力をみるものである。
⑴ 複素数の基本計算であり完璧にできてほしい。
⑵ ˛＝1＋i が解であることから a，b の値を求め
る問題であり，⑴の計算結果と複素数の相等を用いて
解くことができる。
⑶ ４次方程式の ˛＝1＋i，1−i 以外の解を求める
問題であり整式の除法を用いるのがポイントである。

求め，さらに円の中心を求める問題になっている。
⑶ 外接する２円の接点とその点における接線など
を求める問題であり，計算だけに頼らず図形的性質を
活用するのがポイントになっている。
⑷ 三角形の面積を求める問題であるがほとんどで
きていなかった。
この分野の基礎的な事柄をよく復習しておこう。

第５問

極大値・極小値は最重要

この問題は，数学Ⅱにおける微分の理解度をみるも
のである。
⑴ 極大値・極小値を求める問題でありよくできて
いた。極大値・極小値はこの分野では最も大切で頻繁
に必要となるのでしっかりと理解しておこう。
⑵ ３点を通ることから放物線を決定し，放物線上
の点における接線および法線の方程式と，法線と放物
線の交点を求める問題であったがよくできていた。
⑶ 積分を用いた面積の計算であり，一般的な設問
にしては正答率が低かった。

第６問

部分分数を活用せよ

この問題は数列についての基礎力と応用力をみるも
のである。
⑴ 漸化式で与えられた数列の第３項と４項の値を
求め，一般項を類推する基本的な問題であった。
⑵ 数学的帰納法による証明であるが，比較的良く
できていた。
⑶ 数列の初項から第 n 項までの和および数列の逆
数の和についての問題であり，最後の設問は部分分数
を用いる。この形の問題は大学入試でもよくある形な
のでしっかりと理解しておこう。

第７問

直交条件を有効に用いる

この問題は空間ベクトルの基礎力と応用力をみるも
のである。
⑴ 分点の公式を用いたり，ベクトルの内積や三角
形の面積についての基本的な設問であり，かなりよく
できていた。
⑵ ベクトルの垂直から定数 k を定める問題である
が，かなり苦戦していたようだ。
⑶ 球の半径や四面体の体積の最大値を求める問題
であるがほとんどできていない。じっくりと復習して
ほしい。
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国

低めの正答率。なお誤答の１を 16.9％，３を 39.2％の

語

受験生が選んでいた。
問６

＊この講評は，中間集計段階で書かれたものである。

内容・表現説明問題
（論の展開）

の正答率，

は 81.4％

は 48.2％の正答率。

学研高２マークテストは，大学入試センター試験の

センター試験では最後の全体問で「論の展開に関す

問題を研究した上で作成されている。来年センター試

る表現問題」か「文章の表現の特徴と全体の構成」問

験を受験する皆さんにとって最初に受験するマーク模
試だが，難易度は母集団を考慮して，多少ハイレベル
になっている。中間集計段階での平均点は 117 点であ
る。母集団となる受験校の学力レベルが如何に高いか
が分かる。今年はセンター試験が難化することを予想
し（104.68 点），問題を作成したが，現段階のセンター
試験対応学力は順調と言える。

題が出題される。「適当でないもの」を選ぶ形式も良
く出るので，注意が必要。どちらの問題が出てもいい
ように過去問や模擬試験で慣れておく必要がある。

第１問

評論……文脈は理解しているが，趣
旨はつかめていない

50 点満点で 32.3 点。正答率 64.7％。６割を超えた，
いい成績。正答率が 40％台の場合は要注意。年度内
に評論読解の基礎・基本を総復習する必要がある。
問１ 漢字の書き取り問題
排除 84.3％の正答
率。 提唱 84.6％の正答率。 響き 93％の正答率。
祖先 95.4％の正答率。 紛れ 66％の正答率。
概ね良く出来ているが， の「訓読みから音読み」
はやや低めの正答率。 ③ の「紛糾」ではなく，① の「粉
砕」を 27.5% が選んでいた。正確な漢字を書いていな
いことが原因か。漢字ドリル等である程度基本的な漢
字をマスターしたら，後は「センター試験」の過去問
や多くの「私大入試（マーク式）」の過去問を使って，
文脈の中での漢字の書き取り練習を繰り返すこと。こ
れは漢字のトレーニングになるだけでなく，文章を早
く読む訓練にもなる。何といっても「センター試験」
は早く正確に文章を読み取る「情報処理能力」が問わ
れる。
問２ 比喩内容説明問題 84.1％の正答率。
例年問２で出題される（今年も），傍線部の前の内
容をまとめる問題だが，流石に良く出来ていた。間違
えた場合は〔誤答の選択肢〕も含め解説をじっくり復
習する必要がある。
問３ 理由説明問題 67％の正答率。
今年のセンター試験問３は「話し合い」の形式を採っ
た内容説明問題。問３のような形式の設問は昨年そし
て 95 年と 96 年の本試験に出題されている。ところでこ
の問３では誤答の５を 19.7％の受験生が選んでいた。
問４ 具体内容説明問題 55.7％の正答率。
これまたセンター試験によく出る抽象的な表現内容
を具体的な形で説明する問題だが，まあまあの正答率。
なお誤答の４を 22％の受験生が選んでいた。
問５ 比喩内容説明問題 29.4％の正答率。
センター試験によく出る抽象的な表現内容を具体的
な形で説明する問題だが，
抽象的な表現は苦手なのか，

第２問

小説……心情を想像するのは苦手

50 点満点で 27.3 点。正答率 54.6％。昨年度同様順
当な到達度。昨年からそうでなくなったが，一昨年ま
で４年間，センター試験では小説の全文が出題され，
定番化していた。それを踏まえて「高２マークテスト」
でも作品のほぼ全文を出題した。来年のセンター試験
では全文の出題が復活するかもしれない。なお，正答
率が 30％台の場合は要注意。
問１ 語句の意味問題
無聊に苦しんでいる
87.1％の正答率。 些事に無頓着な 67.2％の正答率。
憮然として 44.6％の正答率。 は良い正答率だった
が， はまあまあの正答率。更に は５割を切った正
答率。誤答の選択肢５を 20.6％もの受験生が選んでい
た。「憮然」の正確な意味を理解している高２生が如
何に少ないか。センター試験の設問にも「本文におけ
る意味」と書かれているが，実は辞書的な意味を知っ
ていることがポイント。慣用表現もよく出題されるの
で，国語便覧や問題集やドリルで毎週練習する必要が
ある。
問２ 心情（様子）説明問題 67.9％の正答率。
小説では必ず出題される心情説明問題。順当な正答
率。但し，誤答の２を 18％，５を 10.2％の受験生が
選んでいた。この作品では「先生」からの視点がテー
マなので，しっかり頭に入れて文章を読んでいこう。
問３ 心情説明問題 48.2％の正答率。
「標準」レベルにも関わらず５割を切った正答率。
誤答の選択肢３を選んだ 39％もの受験生は〔誤答の
選択肢〕をよく読んで復習しよう。
問４ 登場人物の内面説明問題 67％の正答率。
これはまあまあ出来ていた。理解しやすい表現で
あったのが原因か。選択肢４（19.9％）など誤答した
受験生は選択肢の厳密な検討がポイント。
問５ 全体を踏まえた登場人物の内面説明問題
17.9％の正答率。
誤答した場合（２は 27.4％，３は 42.5％）は〔誤答
の選択肢〕と解説をじっくり読んで，誤答の理由を理
解するように。
問６ 全体の表現問題 68.8％と 52％の正答率。
センター試験必出の表現問題。表現の特徴や叙述の
説明が問われる問題が頻出。「適当なものを」だけで

−6−

なく，「適当でないものを」問われる事も多いので，

30％台の場合は要注意。年度内に漢文の基礎・基本を

間違えた場合は誤答の理由を解答解説でしっかり理解

総復習する必要がある。

しておくことが重要。

第３問

古文……例年通り和歌は苦手

問１

重要語の読み問題

如此（かくのごとし）88.9％の正答率。

於是（こ

こにおいて）66.7％の正答率。

50 点満点で 25.8 点。正答率 51.6％。今年のセンター
問１は重要漢字（漢語）の読みの問題がよく出る。
試験では近世の文章が出題されるだろうと予測し，ま
漢語の「読み」は得点源なので，しっかり復習してお
た，センター試験でよく出題される和歌の入った箇所
くこと。 では誤答の３を選んだ受験生が 25.2％もい
（今年のセンター試験は近世の歌論だったが，和歌は
た。３年生になるまでに基本的な重要漢字は読めるよ
出題されず）を探して素材文としたが，まあまあの成
う復習しておこう。
績。なお，正答率が 30％台の場合は要注意。年度内
問２ 重要語の意味の問題
に古文の基礎・基本を総復習する必要がある。
⑴為人（ひととなり）91.6％の正答率。⑵辞（じする）
問１ 語句の意味問題
いとけなきより 89.6％の
83.1％の正答率。
正答率。 天気をうかがひし 57.1％の正答率。 ねん
センター試験で毎年のように出題されている語句
ごろに 72.6％の正答率。
（漢字）の意味問題。2009 年は「寧歳（ねいさい）」
「相
全体的には古文単語・文語文法の知識はあるようだ
類（あいるいす）」，
2010 年は「動（ややもすれば）」
「是
が， では誤答の３を 35.3％の， では誤答の５を （ ぜ ）
」，2011 年 は「 偏（ へ ん ）
」「 所 以（ ゆ え ん ）
」，
15.8％の受験生が選んでいた。
2012 年 は「 未 幾（ い く ば く ）」「 交（ こ も ご も ）」
，
問２ 文語文法（敬語）の問題 61.2％の正答率。
2013 年は「手記」
「招致」
（同じ意味の漢字を含む熟語），
センター試験でよく出題される問題だが，誤答の選
2014 年は「習（ならい）
」「尚（たっとび）
」
，2016 年
択肢を選んだ受験生（２は 14.7％，３は 12.8％）は新
は「及（および）」
「遊（あそび）」
，そして 2017 年は「蓋
学期が始まるまでに敬語の総復習しておくように。
（けだし）思うに」「愈（いよいよ）ますます」，2018
問３ 和歌の説明問題 17％の正答率。
年は「議（ぎする）」「沢（うるおす）」。重要漢字は正
センター試験必出和歌の内容説明問題。和歌の解釈
確な読みと意味を身に付けておこう。
は受験生共通の弱点である。部分的な解釈は出来てい
問３ 白文の書き下し問題 35.1％の正答率。
るが，和歌の内容把握がまだという受験生が多い。誤
白文だったせいか，低い正答率。誤答の選択肢５を
答では２を 8.7％の，３を 18.3％の，４を 11.4％の，
選んだ受験生が 34.1％もいた。今年のように「解釈」
そして５を 44.1％もの受験生が選んでいた。解答解説
と組合せで出題される事も多いので，間違えた受験生
をよく読んでなぜ誤答なのか，理由をしっかり復習し
は高３になるまでに基本的な句法の復習が必要。
よう。
問４ 返り点のある解釈問題 81.2％の正答率。
問４ 理由説明問題 50.8％の正答率。
返り点がついていたこともあり８割を超えた正答
センターでよく出る理由説明（心情説明も含め）問
率。標準レベルの問題なので，間違えた受験生は「解
題だが，誤答の４を 16.9％の，誤答の５を 26.2％の受
答解説」を読んで復習するように。
験生が選んでいた。この設問も解答解説（特に〔誤答
問５ 同じ意味の熟語問題 24.5％の正答率。
の選択肢〕をよく読んで復習することが重要。
センターでもよく出題される同じ意味の漢字を使っ
問５ 指示内容説明問題 61％の正答率。
た熟語を選ぶ問題。誤答１を選んだ受験生が 20.1％，
センター必出の指示内容問題だが，まあまあの出来。 ２が 13.5％，３が 27.8％，５が 12.9％いた。「親展」
但し誤答の４を選んだ 20.9％の受験生は過去問演習
の郵便を受け取った経験がないことも要因の一つか。
で，初見の古文の内容を把握する力を確実にしよう。
問６ 理由説明問題 61.8％の正答率。
問６ 表現・内容説明問題 28.2％の正答率。
センター試験でも出題される事のある理由説明問
応用レベルの内容把握力はまだまだ。誤答の選択肢
題。まあまあの正答率。傍線部だけでなく，文章全体
２を 12.7％，３を 31.2％，５を 18.6％が選んでいた。
から判断しなければならない問題であったせいか，誤
答４を選んだ受験生が 20.8％いた。
第４問 漢文……漢文の基礎は出来ている
問７ 文章の趣旨問題 82.1％の正答率。
50 点満点で 31.9 点。正答率 63.9％。良い正答率。
センター試験によく出題される全体問だが，内容把
ここ４年間センター試験では随筆風の文章が出題され
握が出来ているのか，良い正答率だった。内容合致の
ていたが，
今年は対話を中心とした文章が出題された。 他に「傍線部の読み方と筆者の主張」，「内容と表現上
その対策と考えて欲しい。そして，センター試験の『古
の特色」
，「文章の構成」「内容説明」と，形式は毎年
典』の教科書で学習した知識を覚えていると有利とい
変わるが，最後は全体問となるのが例年の傾向。内容
う傾向を踏まえ，『韓非子』を出題した。正答率が
把握にも句法の理解が重要なので総復習しておこう。
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物

理

第２問

問１（90％），問２（40％）
，問３（80％）の正答率か
ら判断すると，力のつりあいの理解はできているが，

％単位の数値は正答率である。

理科①
第１問

静止摩擦力と最大摩擦力の区別ができていない人がか

物理基礎

なりいる。問２を間違えた人は摩擦力について復習す

等加速度直線運動，運動方程式

問１（95％），問２（95％）はよくできている。
問３（70％）で ① を選んだ人は相対速度を考えるとき
の引き算の順序を正しく理解できるようにすること。
問４（85％）は基本問題であり，正答率が 90% を超
えてほしかった。
問５（60％）
，問６（45％）は物理の理解はできたが
計算の段階で間違えた人が多い可能性がある。誤答し
た人は解説をチェックして，どこで間違えたかを点検
すること。
問７（40％）は出来が悪い。運動方程式をただの公式
と思うのではなく，その意味をしっかり理解してほし
い。
問８（90％）はよくできている。
問９（35％）は正答率が想定よりも低い。誤答した人
は力の働き方の基本や「つりあいの関係にある二つの
力」と「作用反作用の関係にある二つの力」の違いな
どについて丁寧に復習すること。

第２問

仕事と力学的エネルギー

問１（90％）はよくできている。
問２（70％）を間違えた人は仕事を復習すること。
問３（50％）は仕事と力学的エネルギーの関係を正確
に理解すること。
問４（75％）はもう少し高い正答率がほしかった。
問５（40％）は見落としやうっかりミスをした人が多
かったようだ。解説を読んで反省しよう。
問６（35％）は公式を思い出すだけの簡単な問題であ
る。予想より正答率が大幅に低い。

理科②
第１問

剛体のつりあい

ること。
問４（60％）
，問５（30％）の出来はやや悪い。力のモー
メントを考えるときは力の作用点と作用線を正しく把
握すること。さらに，力のモーメントの腕の長さは支
点から力の作用線までの距離であり，支点から力の作
用点までの距離ではないことをしっかり理解するこ
と。
問６（50％）は想定した正答率の範囲内である。

第３問

問１（90％）はよくできている。
問２（60％）は万有引力による円運動の頻出典型問題
である。失点は許されない問題なので，できなかった
人は反省と復習が必要である。
問３（50％）は面積速度の意味を理解していれば簡単
である。物理用語はそれに関連する式を暗記すればよ
いというものではなく，用語の意味をしっかり理解す
ることも大切であることを認識してほしい。
問４（30％）は正答率が低い。位置エネルギーは基準
点の選び方により負の値をとり得ること，それに伴い
力学的エネルギーも負の値になり得ることを確認する
こと。
問５（35％）
，問６（30％）は円運動の中心方向の運
動方程式について自信が持てるような理解をしていた
人は正解できたはず。解説に書いたが，このタイプの
円運動は電磁気分野の「ローレンツ力による円運動」
として学習するので，そのときにこのタイプの円運動
の特徴と万有引力やクーロン力による円運動の特徴の
違いを整理してほしい。

第４問

物理

放物運動

問１（90％），問２（90％），問４（90％）は放物運動
の基本問題である。これほど正答率が高いのに誤答し
た人は猛反省と復習が不可欠である。
問３（50％）は予想より正答率が低い。間違えた人は
速度，加速度，力の基本事項を再確認すること。
問５（55％）は問４ができていれば容易に正解できる。
誤答した人はどこで間違えたのかを点検すること。
問６（25％）は計算力の問題。難関大学志望の人は解
説を読んで，この程度は確実にできるようにしてほし
い。

万有引力，等速円運動

衝突

問１（55％）は衝突の基本問題なので，衝突が学習済
みであるにもかかわらずできなかった人は反省と復習
が必要である。昨年も同様の内容で同様な水準の低い
正答率だったので，衝突の学習内容が定着していない
人が多いのかもしれない。
問１を正解したのに問２（50％）ができなかった人は
「力積」についてしっかり復習すること。
問３（75％）は悪くない正答率である。
問４（30％），問５（70％）
，問６（55％）は式と計算
だけでなく，「同じ質量の２物体の一直線上の衝突で
は速度が交換される」，
「不動面と弾性衝突すると入射
角＝反射角ではねかえる」などの知識も活用して，ど
ういうことが起こるかをイメージしよう。
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化
（

問７ （50％） 結晶の種類と融点に注意。想定より悪
い成績。

学

第２問

）内の数値は正解率

理科①
第１問

問１ （50％） 物質量に関する基本問題。 ④ とした不

化学基礎

正解者は問題文をよく読むこと。

物質の構成と構成粒子・粒子の結合

問２

問１ （80％） 分子の電子式を問う基本問題。好成績。
問２ （55％） イオンの電子配置に注意。頻出問題で
得点源としたい。
問３ （55％） 結晶の例と性質に注意。頻出問題。も
う少し高い正解率がほしい。
問４ （65％） 分子の構造と極性の基本問題。失点は
避けたい。
問５ （50％） 18 族に注意。高得点がほしい。
問６ （85％） 状態変化の問題。よくできている。
問７ （40％） ふたまた試験管の使用法に注意。実験
操作はよく学習しておくとよい。
問８ （55％）化学と人間生活からの出題。センター
試験の過去問を学習しておこう。

第２問

物質量と化学反応式・酸と塩基

問１ （50％） 物質量に関する基本問題。 ② とした不
正解者は問題文をよく読むこと。
問２ （65％） アボガドロの法則を復習しておこう。
分子量と密度に注意。
問３ （45％） 質量パーセント濃度とモル濃度の変換
法を習得しよう。
問４ （65％） 化学反応式のつくり方の問題。
問５ （50％） 過不足のある反応の問題。過不足なく
反応する点に留意する。
問６ （70％） 滴定曲線の問題。指示薬の選択に注意。
想定より好成績。
問７ （65％） 器具の扱い方に関する頻出問題。得点
源としたい。
問８ （55％） 中和の量的関係に関する定型問題。得
点源としたい。

理科②
第１問

物質の変化と状態変化

化学

物質の構成と結晶の構造

問１ （85％） 同位体の問題。よくできている。
問２ （65％） 周期表の頻出問題。得点源としたい。
問３ （85％） 生活と化学に留意。よくできている。
問４ （75％） 分子の電子式を問う頻出問題。失点は
避けたい。
問５ （70％） 分子の構造と極性の基本問題。失点は
避けたい。
問６ めずらしい単位格子の問題。ａ（90％） よく
できている。ｂ（80％） よくできている。

単分子膜からの出題。ａ（80％） モル濃度の

算出に注意。ｂ（70％）想定以上の好成績であった。
問３ （80％）化学反応式とその量的関係からの出題。
想定以上の好成績であった。頻出問題で確実に得点し
たい。
問４ （80％） 中和の量的関係に関する定型問題。得
点源としたい。
問５ （90％） 酸化数の算出の頻出問題。確実に得点
したい。
問６ （40％） 状態に関する問題。想定外に悪い成績。
しっかりと復習しよう。
問７ （80％） 状態図の読み方に注意。想定外の好成
績。

第３問

気体の性質

問１ （80％） ボイルの法則と分圧に関する頻出問
題。得点源としたい。好成績。
問２ 混合気体に関する問題。混合気体の分子量に注
意。ａ（65％） ｂ（65％）
問３ （60％） 二酸化炭素の分圧に注意する。失点は
避けたい。
問４ （75％） 密度であらわした気体の状態方程式に
注意する。得点源とし，失点は避けたい。
問５ （55％） 気体Ａの分圧に注意する。想定外に悪
い成績。
問６ （30％） 実在気体について学習しておこう。想
定外に悪い成績。
問７ （50％） 気体の溶解に関する問題。気体の溶解
度について理解を深めておくこと。

第４問

溶液の性質・化学反応とエネルギー

問１ （60％） 複雑な溶解度の問題。想定より好成績。
問２ （25％） 水和物の濃度に関する問題で，想定ど
おり，低い正解率であった。水和水は，溶媒として扱
うことに留意する。
問３ （80％） 溶液の冷却曲線の問題。よくできてい
る。
問４ （25％） 想定どおりに悪い成績。解説をよく読
んでおこう。
問５ （75％） コロイドの性質に関する基本問題。得
点源としたい。
問６ （70％） 問７ （35％） 物質量と燃焼熱に注意。
問８ （40％） 結合エネルギーと反応熱に関する頻出
問題。得点源としたい。想定外に悪い成績。

−9−

生
理科①

物

第1問

第２問
問１

タンパク質

正答率は５割。４割が ③ を選択していた。実験

の各処理にどのような意味があるのか，普段から考え

生物基礎

る練習をしておこう。問２

生物の特徴・遺伝子とその働き

正答率は５割。 ① と答え

た者が３割だった。活性化エネルギーとは，物質が反

問１ 正答率は３割と低かった。 ⑥ と答えた者が３割
いた。原核細胞の構造を確認しておこう。問２ 正答
率は３割と低かった。さまざまな細胞の大きさを確認
しておこう。問３ 正答率は６割。真核細胞の構造に
ついて確認しておこう。問４ 正答率は５割。単細胞
生物と多細胞生物の特徴についてよく確認しておこ
う。問５ 正答率は３割と低かった。 ④ と答えた者が

応しやすい状態になるために必要なエネルギーであ
る。問３ 正答率は６割と，比較的よくできていた。
失活と変性についてよく理解できている。問４ 正答
率は９割。とてもよくできていた。酵素実験の考察に
関してよく理解できている。問 5 正答率は５割。基
本的な酵素の性質について確認しておこう。問６ 正
答率は４割。 ① と答えた者も４割だった。抗体の性質

３割いた。RNA と DNA の構造のちがいを確認して
おこう。問６ 正答率は７割で，よくできていた。問
７ 正答率は６割。比較的よくできていた。問８ 正
答率は４割。細胞周期と DNA 量の変化について確認
しておこう。問９ 共に正答率は５割。細胞周期の各
期に要する時間と各期の細胞の割合の関係について確
認しておこう。

と混同したか。MHC 抗原について，知識を整理して
おこう。問７ 正答率は７割と，よくできていたが，
２割が ④ を選択していた。問８ 正答率は９割と，と

第２問

生物の体内環境

問１ 正答率は６割と，比較的よくできていたが，３
割が ④ を選択していた。問２ 正答率は５割。脳下垂
体前葉と後葉の働きをよく確認しておこう。問３ 正
答率は４割。３割が ① を選択していた。各ホルモンの
働きを確認しておこう。チロキシンは代謝を促進する
働きがある。問４ 正答率は２割と低い。４割が ④ を
選択していた。副交感神経からはアセチルコリンが分
泌される。問５ 正答率は３割と低かった。３割が ④
を選択していた。グルカゴンが分泌されるのは，ラン
ゲルハンス島のＡ細胞である。問６ 正答率は４割。
４割が ① と答えていた。腎臓における再吸収のしくみ
について確認しておこう。

理科②
第1問

てもよくできていた。問９ 正答率は７割。抗体の働
きについてよく理解できている。

第３問

問１ 正答率は５割。４割が ⑤ を選択していた。カル
ビン・ベンソン回路で取り込まれた二酸化炭素は，ま
ずリブロースビスリン酸と結合する。これが二つに分
解されてホスホグリセリン酸になる。問 2 正答率は
６割だが，３割が ② を選択。葉緑体であることはわかっ
ても，構造と働きまで確認できていなかったか。問 3
20 ， 21 共に正答率は９割と，とてもよくで
きていた。問 4 正答率は５割。３割が選択していた
サボテンは CAM 植物である。問５ 正答率は５割。
基本的な問題であるので，確実に得点できるようにし
よう。問６ 正答率は３割と低かった。計算問題なの
で敬遠した者が多かったか。化学反応式を書くことが
ポイントである。問 7 正答率は４割。問６，問７は，
化学の知識があると有利だろう。

第４問

生物

細胞

問１ 正答率は５割。比較的よくできていたが，３割
が ① を選択した。細胞骨格３種類の構造は，働きも含
めてよく確認しておこう。問２ 正答率は３割。 ① を
選択した者も３割だった。繊毛や鞭毛の構成に関わる
のは，微小管である。問３ 正答率は ① は４割， ④ は
７割とよくできていたが，５割が ③ を答えていた。グ
ラフなどの実験結果からどのようなことが考察できる
かを問う問題に触れておこう。問４ 正答率は８割で，
とてもよくできていた。問５ 正答率は５割。ミトコ
ンドリアの働きに関する基本的な問題である。問６
正答率は７割とよくできていた。問７ 正答率は６割。
比較的よくできていた。

代謝

遺伝情報の発現

問１ 正答率は５割。ラクトースオペロンに関する基
本的な問題である。確実に得点したい。問２ 正答率
は７割。問３ 正答率は６割と，比較的よくできてい
10
3
た。2 ≒10 の近似は有用である。問４ 正答率は７
割とよくできていた。問５ 正答率は７割とよくでき
ていた。問６ 正答率は６割であったが，３割が ④ を
選択していた。RNA ポリメラーゼについて，確実に
理解しよう。問７ 正答率は３割。５割が ④ を選択し
ていた。類題などに挑戦し，塩基組成の計算問題に慣
れておこう。問８ 正答率は３割。 ⑤ を選択した者も
３割だった。問９ 正答率は３割。難易度の高い問題
であるが，得点できるようにしよう。問 10 正答率
は５割。tRNA の働きについて，十分に復習しておこ
う。
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地
理科①
第１問

者が少なからずいたのが残念であった。代表的な示準

学

化石は確実に押さえておきたい。
問７ 正答率は６割程度で，ほぼ予想通りのできで
あった。ａの正答率は８割以上と高く，ｂの正答率が

地学基礎

６割程度であった。

火成岩と地震を理解しよう

問１ 正答率は６割程度でほぼ予想通りのできであっ
た。 ② と誤答したものが２割程度いたが，前後の判断
を完全に逆にしているので注意したい。
問２ 正答率は５割程度で，ほぼ予想通りのできで
あった。無色鉱物（ ② ，③ ，⑥ ）を選んだ者が２割近く
いたのは残念。
問３ 正答率は５割程度。花こう岩（ ② ， ④ ）を選ん
だ者が３割程度いたのは残念。ケイ長質，苦鉄質の理
解が明暗を分けた。
問４ 正答率は７割以上で，よくできていた。
問５ 正答率は６割程度で予想より良くできていた。
③ という誤答が３割程度あったが，断層のずれと力の
はたらく向きの関係は理解できているようだ。初動と
断層のずれ方の関係の理解が明暗を分けた。
問６ 正答率は４割程度で，予想より正答率は低かっ
た。 ② という誤答が目立ったが，
「一般的な変化」と
いうことだと ① を選ぶのが適当。
問７ 正答率は６割程度だが，予想よりできは悪かっ
た。 ② ， ③ がそれぞれ２割程度いたが，それぞれ明ら
かな誤文である。
問８ 正答率は４割程度で，ほぼ予想通りのできで
あった。

第２問

地球の概観と地球の歴史について理
解しよう

問１ 正答率は６割程度で，一見複雑な問題にしては
よくできていた。
問２ 正答率は３割程度と，できは悪かった。 ② とい
う誤答が６割であるが，完全に誤解している。頻出問
題なので，解説の図を見てしっかり理解しておく必要
がある。
問３ 正答率は１割程度と，できは非常に悪かった。
① という誤答が８割近くいたが，地殻で最も多いもの
は，ＳｉではなくＯである。Ｏが最も多いというのは
意外な感じかもしれないが，しっかりと押さえておき
たいところである。
問４ 正答率は４割程度で，予想よりできは悪かった。
③ （核）という誤答が５割近くいたが，体積比を考え
れば正答できるはずである。
問５ 正答率は７割以上で，できは良かった。
問６ 正答率は４割程度で，予想よりできは悪かった。
アンモナイト（中生代の代表的な示準化石）ビカリア
（第三紀の代表的な示準化石）を含む選択肢を選んだ
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世界史Ｂ
〔①〕
第１問

大航海時代をアジアから見てみよう

問５ ① のカニングの誤答が目立った。ディズレー
リやグラッドストンにも留意したい。
問６

時政府の政策は基本である。

大航海時代をヨーロッパからの視点だけでなく，ア
ジア・アフリカ・アメリカからの視点から学習すると，
より広い認識を持つことができる。
問１ ポルトガルがマカオに居住権を得た背景も押
さえたい。
問２ アウクスブルクの和議の内容は頻出事項であ
り，もっとできてよい。
問３ 基本的事項であり，よくできていた。
問４ ③ の誤答が目立った。
問５ 三十年戦争は頻出問題であり，その国際関係
は丁寧に押さえておきたい。
問６ 基本的事項であり，もっとできてよい。
問７ 大西洋三角貿易は基本的事項である。
問８ 人物をしっかり確認して学習しておこう。
問９ 解答は分散し，出来は今一つであった。

第２問

問題文をよく読んで考えよう

様々な形式での出題が行われるようになっている。
しかし，問題文をしっかり読めば解ける問題も少なく
ない。あせらずにじっくり考えてみよう。
問１ 産業革命についての基本的事項であるが，あ
まりできていなかった。
問２ まずまずの出来。
問３ 七年戦争やオーストリア継承戦争の時期は押
さえておきたい。
問４ まずまずできていた。
問５ ② の誤答が目立った。アメリカ合衆国憲法で
の黒人奴隷や先住民の扱いには留意したい。
問６ 比較的よくできていた。
問７ フランス革命についての基本的事項であり，
もっとできてよい。
問８ ナポレオン時代の出来事はよく出題される。
時系列で整理しておきたい。

第３問

近代国家の成立時に着目を

今日では国家の枠をこえる問題や出来事が多くなっ
ている。現在の国家は昔からのものではなく，近代に
なって成立した国民国家である。その成立時点を知る
ことは，現代を考える上で欠かせない。
問１ 出来は今一つ。社会主義の思想家の名前だけ
を暗記する学習では不十分である。
問２ 比較的よくできていた。
問３ イギリスの自由主義的改革の中で，オコンネ
ル，コブデン，ブライトには留意したい。
問４ まずまずの出来。

出来はよくなかった。二月革命で成立した臨

問７

比較的よくできていた。

問８

トリエステは基本的事項であるが，できてい

なかった。歴史地図上での位置の確認は欠かせない。
問９ あまりできていなかった。
問10 ビスマルクに関する基本的事項であるが，出
来はよくなかった。

第４問

東南アジア各地の民族運動に留意を

帝国主義国のアジア侵略に対して，アジア各地で民
族運動が展開された。インドはもちろん，東南アジア
のベトナム，インドネシア，フィリピンの民族運動に
も留意したい。
問１ まずまずの出来であった。
問２ アフリカにおける列強の動きについては，結
果まで丁寧に整理しておきたい。
問３ ブーランジェ事件はやや難しいためか，出来
は今一つ。
問４ 基本的事項であり，まずまずの出来。
問５ 比較的よくできていた。
問６ 出来は今一つ。タバコ＝ボイコット運動はイラ
ンでの民族運動である。
問７ 東南アジアの民族運動も要チェック。
問８ 選択肢の人物の事績を整理しておこう。
問９ アメリカ=スペイン戦争は頻出事項であるが，
意外とできていなかった。
問10 フランスによるベトナム植民地化の基本的事
項であるが，出来は今一つ。

第５問

第一次世界大戦を総合的にとらえる

第一次世界大戦は 100 年以上前の戦争であるが，現
代の出発点ともいわれる。今日の中東の問題や，戦争
における PTSD などは第一次世界大戦から始まる。
問１ 基本的事項であり，もっとできてよい。
問２ まずまずの出来。
問３ ロシア革命の展開はしっかり押さえよう。
問４ よくできていた。
問５ よく出題される箇所であり，できていた。
問６ ローズヴェルト政権の政策は頻出事項であ
り，よくできていた。
問７ 第二次世界大戦の過程に関する基本的事項で
あり，もっとできてよい。
問８ 出来は今一つ。ファシズム諸国の動きは再確
認が必要である。
問９ 第二次世界大戦末期の連合国の会談を整理し
ておこう。
問10 基本的事項であり，よくできていた。
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世界史Ｂ
〔②〕
第１問

おこう。
問３

基本的な年代は押さえておこう

古代オリエント・地中海世界の学習では，重要な出
来事の年代も欠かせない。歴史学習は年代を覚えるこ
とが目的ではないが，基本的なものは押さえたい。
問１ だいたいできていた。ニネヴェやマラトン，
メンフィス，イッソスは地図上でも確認しておこう。
問２ よくできていた。エジプトの宗教改革には留
意したい。
問３ 基本的事項であり，もっとできてよい。
問４ ダレイオス１世の政策は基本的事項である。
問５ 出来は今一つ。マケドニアやパルティア，サ
サン朝に関する出来事は年代を押さえておこう。
問６ もっとできてよい。
問７ アテネの歴史を時系列で丁寧に整理しよう。
問８ ② の誤答が目立った。ヘロドトスとトゥキ
ディデスを混同しないように。
問９ ③ の誤答が目立った。
問10
問11

第２問

よくできていた。
基本的事項であるが，出来はよくなかった。

古代アメリカ文明の学習も大切に

アジア各地域の古代文明の学習だけでなく，アメリ
カ大陸の古代文明の学習も欠かせない。「世界史」の
学習であることに常に留意したい。
問１ 出来はよくなかった。遺跡の写真，地図上の
位置の確認は歴史学習の基本である。
問２ だいたいできていた。
問３ ③ の誤答が目立った。
問４ 出来はよくなかった。東南アジアの文化史学
習が不足しているようである。
問５ 基本的事項であり，もっとできてよい。
問６ 出来はよくなかった。
問７ 秦・漢時代の基本で，もっとできてよい。
問８ 出来はよくなかった。やはり時系列での整理
は欠かせない。
問９ 基本的事項であり，まずまずの出来。
問10 ②（トマト）
の誤答が多かったのは意外。
問11

第３問

出来は今一つ。古代アメリカ文明の学習を。

内陸アジアの民族の動きに留意を

アジアの歴史は中国史だけでなく，中国周辺地域の
歴史にも目を配ろう。特に中央アジアの歴史，モンゴ
ル系・トルコ系の民族の動きには留意したい。
問１ 解答は ③ ・ ④ に二分した。こうした出題に対
応できる学習をしておきたい。
問２ モンゴル高原における民族の興亡を整理して

解答は分散した。オアシス都市の位置は地図

上でも確認しておきたい。
問４

よくできていた。

問５

基本的事項であり，まずまずの出来。

問６

北魏がとった政策は唐代まで続くものがあり

留意したい。もっとできてよい。
問７ 出来は今一つ。文化史で重要な箇所である。
問８・９ 基本的事項であり，もっとできてよい。
問10 唐代の基本であるが，出来は今一つ。
問11 よくできていた。

第４問

広いイスラーム世界の学習をしよう

イスラーム世界は各地に広がっている。中東，中央
アジアだけでなく，学習の際にはスペイン，北アフリ
カ，インド，中国を含め東南アジアにも留意しよう。
問１ 基本的事項であり，よくできていた。
問２ ③ の誤答が散見された。『コーラン』はムハ
ンマドの著作ではない。
問３ まずまずの出来。
問４ 解答は分散した。ファーティマ朝，アイユー
ブ朝の違いを押さえておきたい。
問５ 比較的よくできていた。
問６ 出来は今一つ。カーリミー商人に留意を。
問７ 基本的事項であり，もっとできてよい。
問８ 出来は悪かった。各王朝の特色を要整理。
問９ 意外と出来はよくなかった。
問10 解答は分散。地図上での確認が大切である。
問11 もっとできてよい。

第５問

西ヨーロッパ中世の基本を押さえる

西ヨーロッパ中世の出題では，封建制と荘園制，十
字軍と中世都市，封建社会と教皇権の衰退というテー
マが中心となるので，それらの基本を押さえた学習が
大切である。
問１ ② の誤答が目立った。やはり歴史地図を用い
た学習が不可欠である。
問２・問３ まずまずできていた。
問４ 中世ヨーロッパの都市については基本的事項
であるが，できていなかった。
問５ よくできていた。
問６ 非常によくできていた。
問７ 基本的事項であり，もっとできてよい。
問８ 非常によくできていた。
問９ 基本的事項であるが，できていなかった。
問10 まずまずの出来。宗教会議や公会議の名前は
頻出事項であり，混同しやすいため，その時期と内容
をしっかりと整理しておこう。
問11 ④ の誤答が散見された。フスとフス戦争との
関係を確認しておこう。
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日本史Ｂ
〔①〕
第１問

れるので注意したい。

明治維新について理解しよう

ペリー来航から西南戦争までの政治・社会・経済に
ついて出題したが，リード文や問題文を読んで理解を
深めてほしい。センター試験でも，毎年必ず出題され
ている分野である。
問１ まずまずの出来であった。
問２ 非常によくできていた。
問３・問４ よくできていた。
問５ まずまずの出来であったが， ③ の誤答が目に

問７

非常によくできていた。

問８

出来は悪く，解答は分散した。

問９

まずまずの出来であった。

第４問

歴史事項の並べ替え問題に慣れよう

歴史の流れを意識して把握しておくことが重要であ

ついた。五箇条の誓文の起草・加筆・修正は，由利公
正・福岡孝弟→木戸孝允の順である。
問６ 出来は悪く， ③ の誤答が多かった。太政官制

り，年表などを活用して歴史事項を確認し，並べ替え
問題に対応できるようにしておきたい。
問１ アの袁世凱政府は理解できていたが，イで誤
答の北京議定書とした人がかなりいた。リード文を
しっかり読んで判断しよう。
問２ 大正時代初期の内閣の変遷を，総辞職の理由
とともに整理しておきたい。
問３ 出来はよくなかった。
問４ 出来は悪く， ② の誤答が多かった。原敬首相

の変遷を整理しておきたい。
問７ まずまずの出来であった。 ④ の富岡製糸場な

は，普通選挙制に対しては時期尚早と考えていた。
問５ 出来はよくなく， ③ の誤答が多かった。山本

ど，世界遺産に登録されたところは要注意である。
問８・問９ 基本的事項であり，できていた。

権兵衛内閣の総辞職の理由は，第１次はジーメンス事
件，第２次は虎の門事件である。
問６ 解答は分散した。
問７ ③ の誤答が多かった。治安維持法の制定理由

第２問

未知の史料でもあせらないこと

『愉快節』の史料に戸惑ったかもしれないが，史料
の内容そのものが問われているわけではない。もし内
容を問われたとしても，史料や問題文の中にヒントが
隠されていることが多い。教科書の内容が理解できて
いれば解くことができるので，あせらないこと。
問１ まずまずの出来。
問２ 非常によくできていた。
問３ できていた。
問４ 出来は今一つ。大日本帝国憲法の発布，国会
開設に備えて，内閣制度が創設された。
問５・問６ 非常によくできていた。
問７ 出来は今一つ。国会開設から日清戦争前まで，
政府と民党の対立点を整理しておきたい。
問８・問９ 比較的よくできていた。

第３問

正誤の組合せ問題に慣れよう

正誤の組合せ問題では，誤りのパターンとして，文
章そのものが誤っている場合と，文章は合っているが
時代が異なっている場合の２つがある。キーワードと
なる用語に下線を引くなどして判断してほしい。今回
のセンター試験でも多く出題された。
問１ まずまずの出来であった。
問２ 解答は分散した。
問３・問４ よくできていた。
問５ 日本最初の社会主義政党は社会民主党，最初
の政府公認の社会主義政党は日本社会党である。
問６ 出来は今一つ。徳富蘇峰の平民的欧化主義か
ら国家主義への転換は，その時期とともによく出題さ

は，普通選挙による社会主義運動の激化や日ソ国交樹
立による共産主義思想の流入を防ぐためである。
問８ 出来は悪かった。ヴェルサイユ条約からロン
ドン海軍軍縮条約までの内容を整理しておきたい。
問９ 解答は分散した。田中義一内閣の対中国強硬
外交だけではなく，三・一五事件，治安維持法の「改
正」など，国内の弾圧政治も整理しておきたい。
問10 大正時代は，
「週刊朝日」などの週刊誌や「文
芸春秋」「キング」などの月刊誌が創刊され，ラジオ
放送が始まるなど，文化の大衆化が進んだ。

第５問

歴史地理問題に慣れよう

歴史地理問題は，毎年センター試験で必ず出題され
ている。歴史的に重要な地名の所在地や国境の変遷な
ど，教科書に出てきたら，そのつど，史料集などにあ
たり，場所を確認しておきたい。
問１ まずまずできていた。
問２〜問４ 比較的よくできていた。
問５ ④ の誤答が多かった。Ｄの満州国の建国の宣
言の位置が難しいが，満州事変が柳条湖事件の発生か
ら始まったことを考えると， ② が正答となる。
問６ ⑤ ・ ⑥ の誤答が多かった。Ｃの五・一五事件
（犬養毅首相が暗殺された原因の１つに満州国の不承
認があった）の前に，満州事変に呼応する形でＢの十
月事件がおきた。
問７・問８ 解答は分散した。
問９ ② の誤答が多かった。
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問10

④ の誤答が多かった。

日本史Ｂ
〔②〕
第１問

政変は政治権力交代の画期点

点になりがちで，荘園公領制の事項との識別も重要。
問４・問５

は，領主・荘官・荘民層，税種，特権を整理したい。

古代政治の政権交代は，政変（事件・戦乱）によって
実現しているともいえる。政権の起点と終点に政変を
おいてチェックすると，その画期点が明瞭になる。
問１ 出来はよくなかった。律令政治は，統治機構
と民衆・土地支配制度，税制など，テーマごとに区分
化して学習したい。
問３ 基本的事項であり，よくできていた。
問４〜問６ まずまずの出来であった。奈良時代は
「政変の時代」ともいえるため，権力交代の状況を整
理したい。聖武天皇の時代から道鏡失脚後までを丁寧
に押さえておこう。
問７ まずまずの出来。似たような用語を混同しな
いように注意したい。
問８ あまりできていなかった。史料問題はセン
ター試験でも頻出である。
問９ 比較的よくできていた。菅原道真については，
政治面だけでなく，文化面での業績も押さえよう。
問10 あまりできていなかった。藤原氏の氏族の構
成と摂関政治の構造を整理したい。

第２問

古代外交は国内との対照が必須

外交史学習では，外交関係だけに注目しがちである
が，外交情勢による国内情勢の変化なども一体化して
学習する必要がある。
問１〜問３ よくできていた。弥生時代の対中国交
渉は，主要な史料とともによく出題される分野であり，
確実に得点したい。
問４ 出来は今一つ。近年の歴史地図問題は，歴史
事項−地名−位置などを複合して問うことが多い。
問５・問６ よくできていた。外交は目的−経過−
結果−歴史的意義の４点を意識して学習したい。
問７ よくできていた。
問８・問９ 出来は今一つ。文化の移入については，
外来僧・留学生
（僧）とその業績も整理しておこう。
問10 あまりできていなかった。外国との公的通交
を軸にまとめたい。

第３問

よくできていた。税制は律令制度の肝

なので，納税者−納税先−使途などを主眼に整理を。
問６・問７ 出来は今一つ。寄進地系荘園について

古代社会経済史は類語の識別を

古代の社会経済史は，人間の身分・階級・呼称と，
農地支配での土地の種別−領主−農民−税種などで似
て非なる事項が多々あるので，その識別が重要。
問１ 解答は分散した。社会経済史は用語の類似性
が非常に高いため，用語の識別が重要である。
問２ よくできていた。
問３ 今一歩の出来。律令下の身分制と土地制は盲

問８

今一つの出来であった。

問９ 出来は今一つ。時系列での整理が大切。
問10 源氏・平氏の名前は混同しがちであるため，
表などにまとめて押さえておきたい。

第４問

古代文化史は小テーマ式の学習を

古代文化史は，仏教・美術・文学の３大テーマでは
その変遷が重要なため，単元別ではなく，世紀単位の
年表形式で通史的に学習する方法が効果的である。
問１・問２ やや低調な出来。白鳳−天平−弘仁・
貞観文化は，国家仏教と律令国家の国威発揚を両輪に，
政府が文化的政策を推進していた点に注意を。
問３ まずまずの出来であった。
問４ 今一つの出来で，解答は分散した。
問５ 解答は分散した。平安仏教については，空海・
最澄とその後も含めて学習しておきたい。
問６ よくできていた。各期の代表的な仏像を，視
覚的にも把握しておこう。
問７ ① の誤答が目立った。書道は意外に盲点であ
るが，関連事項は少ないので，作者−作品−流儀をま
とめたい。
問８ よくできていた。
問９ 出来は悪かった。文化史についても，大まか
な流れは押さえておこう。
問10 よくできていた。

第５問

連続する事象は年代区分を確実に

院政期〜鎌倉時代は，中世前期で政治・経済・文化
などの主要事象の連続性が濃いため，確実に時代を区
分して，さらに各事象の歴史的意味を把握したい。
問１・問２ よくできていた。院政と平氏政権につ
いては，政治組織，経済基盤，軍事力などがチェック
ポイントである。
問３ まずまずの出来であった。
問４ あまりできていなかった。執権政治の成立・
発展過程は，執権ごとに主要事項を年表化するとよい。
問５ よくできていた。
問６ 今一つの出来。荘園公領制について再整理。
問７・問８ よくできていた。
問９・問10 鎌倉文化は院政期文化の進化形という
側面もあり，来日僧も含めて整理しておこう。
■訂正とお詫び
第１問の問２について，② を想定解答としましたが，
選択肢の内容に正確さを欠いていたため，全員を正解
といたしました。深くお詫び申し上げます。
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合成ゴムとの価格競争で天然ゴムの価格が低迷したこ

地 理Ｂ
第１問

となどから，天然ゴムから油やしへの転換が進められ
た。
問２

プレートテクトニクスの理解を

地形に関する一定の理解はされていた。大地形につ
いてはプレートとの関係が深いことに注意しよう。
問１ 解答は分散し，出来は今一つであった。プレー
トについての基礎的な知識を身につけよう。
問２ 解答は ③ ・ ④ に二分した。代表的な山脈や盆
地に注目し，大陸断面をイメージしよう。間違った人
は解説で確認しておきたい。
問３ よくできていたが， ② の誤答も散見された。
三角州や三角江の代表例は地図上で確認しておこう。
問４ まずまずの出来であった。代表的な小地形に
ついては，事例を含めて理解しよう。
問５ 基本的事項であり，よくできていた。
問６ まずまずの出来であったが， ② の誤答も目
立った。
問７ よくできていた。地形図中の川の中に「石狩
川」とあることや，碁盤目の道路などから北海道と判
断できる。解答のヒントにしたい。

第２問

気候に関連する分野の学習を

気候の基礎的な学習成果は見られるので，それに関
連する分野の基礎的な学習にも広げよう。
問１ 基本的事項であり，非常によくできていた。
南半球であることから ① と ④ にしぼり，ダーウィンが
ケープタウンよりも赤道に近いことから判断できる。
ほかの雨温図についても確認しておこう。
問２ まずまずの出来であったが， ② 〜 ④ の誤答も
散見された。土壌については，成因や分布，農業との
関連を整理しておこう。
問３ 解答は完全に分散し，出来はよくなかった。
主な局地風について，その成因や人々の暮らしに与え
る影響などを整理しよう。
問４ ④ の誤答が目立った。様々な気候の要因を丁
寧に整理しておく必要がある。
問５ 出来は今一つで，解答は ② ・ ④ に二分した。
環境問題については時事的要素も強いため，テレビや
新聞なども活用しよう。
問６ 解答は ① ・ ③ に二分した。エルニーニョ現象
によってどのような影響が出るのか確認しておこう。
問７ 出来は今一つ。公害の変遷については，経済
発展などとからめて押さえておきたい。

第３問

非常に出来は悪かった。米の輸出国はタイが

常連であるが，その生産量が多いインドも輸出余力を

特色ある農業地域に注目を

世界各地には特色ある農業地域が見られる。その具
体的な内容についての学習を深めよう。
問１ 解答は ② ・ ③ に二分した。マレーシアでは，

持つようになった点に注意を。
問３ よくできていた。
問４ 解答は完全に分散した。アメリカは各農業地
域までの学習が必要である。
問５ 今一つの出来。世界各地の灌漑農業の特色を
整理しよう。
問６ あまりできていなかった。パタゴニアとパン
パでの農業の違いを確認したい。
問７ 比較的よくできていた。日本各地の果樹の主
産地を整理しておこう。

第４問

工業地域の学習を

先進国と途上国の対比だけでなく，それぞれの工業
地域の学習へと広げたい。
問１ 統計資料の読み取りであったが，非常によく
できていた。
問２ よくできていたが， ③ の誤答も散見された。
問３・問４ 基本的事項であり，非常によくできて
いた。
問５ よくできていた。インドは人口が多いため１
人当たりでは小さい数値となり，シンガポールは逆の
傾向を示すことが多い。
問６ まずまずの出来であった。発展途上国の工業
化では，外国から輸入していた消費財を，国内での生
産に切り替える輸入代替型をとるケースが多い。
問７ 基本的事項であり，よくできていた。

第５問

テレビや新聞などに注意しよう

観光や貿易などの話題はよくテレビや新聞などで取
り上げられるので注意しよう。
問１ まずまずの出来であった。日本と中東の海路
を地図で確認しておこう。
問２ 世界の国々の特色を考えて解答したい。
問３ よくできていた。近年，外国の観光客も増加
し，その行動が注目されている。成田国際空港と関西
国際空港が主な日本の玄関である。
問４ よくできていた。初期投資費の小さい携帯電
話は途上国で普及が著しい。
問５ 解答は分散した。公民分野の学習とからめて
理解しよう。
問６ まずまずの出来であったが， ⑥ の誤答も目
立った。地域的な組織についての基礎的学習をしたい。
問７ まずまずの出来であった。金額の大小，日本
の輸出超過やアメリカの輸入超過に注目して判断した
い。
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問３

現代社会

い。
問４

第１問

青年期・医療・環境・文化の重要語を

問１

基本的な問題。アイデンティティ
（自我同一

ラトリアム」であることに気づけば，解答は容易。
問６ まずまずの出来であったが， ③ の誤答が目に
ついた。世代間倫理とは，現在の世代と将来の世代の
関係性についてのものである点に注意したい。
問７ ③ の誤答が散見されたが，比較的よくできて
いた。文化相対主義や多文化主義，自民族中心主義（エ
スノセントリズム）
について，その違いを理解しよう。

基本的人権の内容を条文とともに

問１ 三つの事項に関する正誤の組合せであったた
めか，出来はもう一息といったところ。イの「法の下
の平等」で間違った人も多かった。
問２ やや紛らわしい内容であったためか，混乱し
た人が多かったようである。Ａが参政権，Ｂが社会権，
Ｃが自由権であることを読み取ることが先決。
問３ まずまずの出来であったが， ③ の誤答も目に
ついた。
問４ ④ の誤答が散見された。日本国憲法に規定さ
れている国民の義務・責任について再整理を。
問５ 「新しい人権」に関するやや細かい内容の問
題であり，間違った人も散見された。「新しい人権」
についてはよく出題されるので，マークしておこう。
問６ 近年話題になっている「集団的自衛権」につ
いて問うた。個別的自衛権との違いや，その行使が容
認される条件についても理解を深めておきたい。
問７ まずまずの出来であった。

第３問

司法権の独立，裁判官の独立に関する基本的

事項であり，比較的できていた。今までに国民審査で

性）がキーワードになり，エリクソンを選ぶことは容
易である。なお，他の選択肢のフランクルは著書『夜
と霧』，マズローは「自己実現の欲求」で知られる人
物で，しっかりと押さえておきたい。
問２ よくできていた。他の選択肢のリヴィング・
ウィルやパターナリズムも頻出の用語であり，その意
味を整理しておこう。
問３ まずまずの出来。マージナル・マン
（周辺人 ,
境界人）
とレヴィンは結びつけて覚えておこう。
問４ フロイトについての問題。フロイトでは，防
衛機制，深層心理学，精神分析学，エス，リビドーな
どの用語を押さえておきたい。
問５ ④ の選択肢中の「責任や義務が猶予」が「モ

第２問

違憲立法審査権の特徴のほかに，課題とされ

る統治行為論とのかかわりについても押さえておきた

国会・内閣・裁判所や地方自治を整理

問１ 基本的事項であり，よくできていた。
問２ 解答は分散傾向になった。内閣と国会
（特に
衆議院）
との関係について理解を深めたい。

罷免された裁判官はいない点も頭に入れておこう。
問５

地方自治は団体自治と住民自治に基づいてい

る。地方では議員へのなり手不足や，財政破綻・過疎
化の進行，都市との社会的格差の拡大が問題になって
いる。
問６ 直接請求権に関する基本的な問題であった
が，イニシアティブとレファレンダムの区別がつかな
い人が散見された。
問７ まずまずの出来であった。

第４問

企業をめぐる新しい動きを整理

問１ 出来はもう一息といったところ。商業資本主
義と産業資本主義の順序が明らかでない人が散見され
た。
問２ 三つの経済主体（家計・企業・政府）の相互の
関係をしっかり押さえておけば解答は容易。
問３ 社会主義諸国の市場経済化をめぐる動きに関
する問題であったが，まずまずの出来であった。
問４ 企業に関する基本的事項であり，まずまずの
出来。「所有と経営の分離」の意味を確認したい。
問５ 規制緩和の意味と実例を整理すると同時に，
規制強化の例も考えてみよう。
問６ 企業をめぐる動きを問うたが，もっとできて
よい。
問７ 企業に関する新しいカタカナ用語を取り入れ
た問題。比較的できていた。

第５問

労働法制や年金制度を確認

問１ 基本的事項であり，非常によくできていた。
問２ 入試では，新しい勤務形態について出題され
ることも多いので注意したい。最近では，労働者の副
業も容認される例など，労働環境の変化は激しい。
問３ ① の誤答が目についた。労働組合の組織率が
低下し，現在は 20％以下であるが，少子高齢化に伴
う労働力の不足を背景に，
「春闘」や「連合」の動き
も活発化し，就職でも売り手市場になっている。
問４ 近年の労働法制をめぐる動きについてもよく
出題されるので，丁寧に整理しておこう。
問５ 少子化の直接的な要因について考える設問。
選択する事柄が多かったが，比較的よくできていた。
問６ 年金制度は複雑であり，変化もみられるため
か，あまりできていなかった。積立方式と賦課方式の
違いや，基礎年金の性格について押さえておこう。
問７ 生活保護法の中身やプログラム規定説につい
て再確認しよう。
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倫
第１問
問１

めていくことであり，礼と合わせて社会の安定に必要

理

と考えた。
問５ 老子，荘子の思想に共通するのは，物事の是
非や道のあり方を追求するのではなく，物事を相対的

青年期の特徴を確認しよう
青年期の特質を示す言葉としてルソーの「第

二の誕生」は頻出事項である。心理的離乳，周辺人な
どと同時に確認しておきたい。
問２ モラトリアムは「猶予」の意味を持つ言葉で
あるが，エリクソンは青年が経済的・社会的に責任や
義務を猶予されているとの意味に用いた点に注意。
問３ 青年期はいつの時代にもみられる現象ではな
く，時代や社会によって内容や性格が異なる。
問４ 防衛機制も頻出事項。合理化，投射，昇華な
どについてそれらの例と結びつけて整理しておこう。
問５ 現代社会の倫理的課題は，環境倫理，情報倫
理，生命倫理が重要。環境倫理の特色は，世代間倫理
や自然との共生，有限性の認識などを内容とする。
問６ まずまずの出来。degital divide の divide と
は「分ける」
「隔てる」などの意味で，情報に関する
格差を意味することを押さえておきたい。
問７ 基本的事項であり，もっとできてよい。

第２問

キーワードと関連させながら理解を

問１ まずまずの出来。古代ギリシア哲学について
は，テオリア，アレテー，エロス，フィリアなどの意
味と思想家の関係について整理しておきたい。
問２ キリスト教におけるアガぺーと，プラトンの
説くエロスとの違いを確認しておくこと。
問３ まずまずの出来。ゴルギアスやプロタゴラス
の事績についても確認しておこう。
問４ もっとできてよい。ソクラテスの思想のポイ
ントは無知の知，問答法，知への愛，徳知主義。
問５ プラトンについては，イデア論，魂の三分説，
哲人政治と正義論を中心に内容を理解しておこう。
問６ まずまずの出来。キリスト教については，イ
エスの教えとユダヤ教との関係，キリスト教の基礎を
つくったパウロの功績にも目を通しておきたい。
問７ 比較的できていた。イスラームについては，
アッラー，偶像崇拝の禁止，六信五行の内容を確認。

第３問

思想の特色を比較しながら整理

問１ 基本的事項であり，もっとできてよい。孔子
と老子については，道の捉え方について，仁や無為自
然などの意味を比較しながら整理したい。
問２ まずまずの出来。バラモン教，ウパニシャッ
ド哲学の梵我一如の意味についても確認しておこう。
問３ 墨家や法家の思想については，教科書などで
その教えの概略を儒家と比較しながら整理を。
問４ 仁の意味は，身近な親愛の情を社会に押し広

に捉えようとする点にある。
問６ 正解である ③ の内容に加えて，縁起，四法印，
諸行無常，諸法無我，慈悲などについて整理しよう。
問７ 大乗仏教と小乗仏教については，教義の特色
と同時に，菩薩，阿羅漢，空などの意味についても理
解しておきたい。

第４問

日本の思想を流れの中で理解する

問１ よくできていた。日本の道徳感情には清く明
るいことが善との意識があり，禊もそれにつながる言
葉である。
問２ ④ の誤答が散見された。
「天台宗」「延暦寺」
の言葉から最澄を導いてほしい。合わせて空海の教え
についても整理しておこう。
問３ まずまずの出来。道元の只管打坐，身心脱落，
修証一等について確認したい。
問４ もっとできてよい。アは「高く直き心」，イ
は「身分の上下や君臣の関係」，ウは「岡山藩」「治山
治水」がキーワードである。
問５ 安藤昌益の「自然世」と「万人直耕」，二宮
尊徳の「天道」と「人道」の意味を調べておこう。
問６ それぞれの思想家のキーワードを手がかりに
正誤の判断ができるかが課題。 ① は「個人主義」
「則
天去私」， ② は「想世界」， ③ は『みだれ髪』，「君死に
たまふことなかれ」， ④ は『若菜集』『破戒』が手がか
りとなる。
問７ 出来は今一つ。 ② の折口信夫や ③ の柳宗悦ま
では学習が及んでいないかもしれないが，① の「常民」
や ④ の「絶対矛盾的自己同一」から正解してほしい。

第５問

近現代思想を理性と自由の観点で

問１ まずまずの出来。ベーコンとデカルトについ
ては相互に対比させながら理解することが重要。経験
論と合理論の違いについて整理しておこう。
問２ 基本的事項であり，もっとできてよい。「方
法的懐疑」「明晰かつ判明」などからデカルトが，「弁
証法」や「人倫」からヘーゲルが導かれる。
問３・問４ 解答は分散した。それぞれの選択肢が
誰についてのものか，解説で確認しておこう。
問５ カントの思想の核心的な内容を問う問題であ
る。定言命法，善意志，道徳法則，目的の国の意味に
ついて，しっかりと確認しておきたい。
問６ 出来は今一歩。誤答の選択肢については，解
説で今一度確認しておこう。
問７ もっとできてよい。各選択肢のどの部分が
キーワードになるか，自分なりに整理しておきたい。
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本の難民受け入れは，先進国の中では極端に少ない。

政治・経済

問５

第１問

民主政治の原理を一つ一つ確認する

問１

非常によくできていた。国家による自由＝社

会権，国家からの自由＝自由権の区別を明確に。
問２ 比較的よくできていたが， ② の誤答が目につ
いた。アメリカ連邦議会における上院と下院の違いを
理解しておきたい。
問３ 基本的事項であり，非常によくできていた。
問４ よくできていた。生存権では朝日訴訟や堀木
訴訟が知られるが，他の自由権や平等権に関する訴訟
についても整理しておこう。
問５ 社会契約説に関する代表的思想家の考え方の
特色を問うた。各思想のキーワード（例えば抵抗権な
らロック）
を押さえておくこと。
問６ 基本的事項であり，よくできていた。
問７ ② ・ ③ の誤答が散見された。コーク（クック）
とブラクトンの違いが整理できていない。13 世紀の
ブラクトンが述べた言葉を，17 世紀にコークが引用
して裁判権の独立と議会主義の原則を説いた。

第２問

憲法の条文をもとに基本原理を理解

問１ 基本的な事項の組合せで，よくできていた。
集団的自衛権と安全保障関連法はセットに。
問２ 憲法改正に関わる基本的な内容であり，出来
はよかった。近年の憲法改正をめぐる動きについて注
目したい。
問３ 出来は芳しくなく， ①・② の誤答が目立った。
砂川事件，長沼ナイキ基地訴訟，恵庭事件，百里基地
訴訟の内容と結果を整理しておこう。
問４ まずまずの出来。日本の選挙制度の特色につ
いて整理しておきたい。
問５ まずまずの出来。天皇の生前退位が話題にな
る中，天皇の国事行為について定めた憲法第７条の内
容を改めて確認しておこう。
問６ ②・④ の誤答が散見された。
「政教分離の原則」
の意味を理解したい。
問７ 入試では時事性の強い問題も出題される。近
年成立した重要な法律については，表形式にしてまと
めておくとよい。

第３問

時事的な大きなニュースであったため，多く

の人ができていた。

国連・冷戦・地域紛争を要確認

問１ 基本的事項であり，非常によくできていた。
問２ ほとんどの人ができていた。
問３ 解答は完全に分散した。イラク戦争では，国
連による明確な武力行使容認決議がないまま，アメリ
カやイギリスが武力行使に踏み切った。
問４ ⑤ の誤答が散見されたのは意外であった。日

問６

まずまずの出来。間違った人は，「平和のた

めの結集」決議，さらに PKO の活動（停戦監視，選
挙監視，紛争拡大の防止）を再確認してほしい。
問７ ① の誤答が多く見られた。核・軍縮では，部
分的核実験禁止条約
（PTBT）→核拡散防止条約
（NPT）
→中距離核戦力（INF）全廃条約→包括的核実験禁止条
約（CTBT）の流れを押さえておこう。対人地雷全面禁
止条約はこれらより後である。

第４問

日本経済に関わる課題を押さえる

問１ 「アベノミクス」の 三本の矢 について出
題したが，予想以上によくできていた。郵政民営化は
小泉内閣，三公社の民営化は中曽根内閣の業績。
問２ 医療費に関わるグラフの読み取り問題。丁寧
にチェックしていけば容易なためか，出来は好調。
問３ 解答は分散し，出来はもう一息。
「働き方改革」
が叫ばれる中，労働基準法について，ポイントとなる
事柄や数値を押さえておきたい。
問４ ④ の誤答が多く，あまりできていなかった。
高齢化社会
（総人口の７％）→高齢社会
（同 14％）→超
高齢社会（21％）
の数値を頭に入れておこう。
問５ 意外と難しかったようで，出来は芳しくな
かった。環境基本法の制定か環境庁の設置かで迷った
人が多かったようである。
問６ 会社法に関する基本的事項であるが，もっと
できてよい。株式会社は資本金１円で設立できる。
問７ 出来は不振。どの部分が誤っているか，解説
で確認しておきたい。

第５問

国際経済のしくみや課題を整理する

問１ よくできていた。経済のグローバル化に伴う
プラス面・マイナス面についても押さえておこう。
問２ ③ の誤答が散見された。リカードとリストの
経済理論は正反対であることを理解しておきたい。
問３ ③ ・ ④ の誤答が目立った。主な地域的経済統
合の特徴をまとめておこう。
問４ 比較的よくできていた。「円高」と「円安」
に伴う経済の動きや，「非価格競争」の意味について
理解を深めておきたい。
問 ５ 解 答 は 分 散 し， 出 来 は 今 一 つ で あ っ た。
GATT・WTO のラウンド交渉ではウルグアイ・ラウ
ンドが最も重要なので，その内容も含めてしっかり頭
に入れておくこと。
問６ ① ・ ④ の誤答が目についた。世界の主な通貨
危機・金融危機をまとめておきたい。
問７ LDC はなじみが薄かったようで，あまりで
きていなかった。
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倫理，政治，
経済
第１問

キーワードと関連させながら理解を

問１

まずまずの出来。古代ギリシア哲学について

ついて，しっかりと確認しておきたい。
問６

出来は今一歩。誤答の選択肢については，解

説で今一度確認しておこう。

第４問

憲法の条文をもとに基本原理を理解

問１

基本的な事項の組合せで，よくできていた。

は，テオリア，アレテー，エロス，フィリアなどの意
味と思想家の関係について整理しておきたい。
問２ キリスト教におけるアガぺーと，プラトンの
説くエロスとの違いを確認しておくこと。
問３ まずまずの出来。ゴルギアスやプロタゴラス
の事績についても確認しておこう。
問４ もっとできてよい。ソクラテスの思想のポイ
ントは無知の知，問答法，知への愛，徳知主義。
問５ プラトンについては，イデア論，魂の三分説，
哲人政治と正義論を中心に内容を理解しておこう。
問６ まずまずの出来。キリスト教については，イ
エスの教えとユダヤ教との関係，キリスト教の基礎を
つくったパウロの功績にも目を通しておきたい。

集団的自衛権と安全保障関連法はセットに。
問２ 憲法改正に関わる基本的な内容で，出来はよ
かった。近年の憲法改正をめぐる動きに注目したい。
問３ 出来は芳しくなく， ①・② の誤答が目立った。

第２問

第５問

日本の思想を流れの中で理解する

問１ よくできていた。日本の道徳感情には清く明
るいことが善との意識があり，禊もそれにつながる。
問２ ④ の誤答が散見された。
「天台宗」「延暦寺」
の言葉から最澄を導いてほしい。合わせて空海の教え
についても整理しておこう。
問３ まずまずの出来。道元の只管打坐，身心脱落，
修証一等について確認したい。
問４ もっとできてよい。アは「高く直き心」，イ
は「身分の上下や君臣の関係」，ウは「岡山藩」「治山
治水」がキーワードである。
問５ 安藤昌益の「自然世」と「万人直耕」，二宮
尊徳の「天道」と「人道」の意味を調べておこう。
問６ それぞれの思想家のキーワードを手がかりに
正誤の判断ができるかが課題。 ① は「個人主義」
「則
天去私」
， ② は「想世界」， ③ は『みだれ髪』，「君死に
たまふことなかれ」
， ④ は『若菜集』『破戒』が手がか
りとなる。

第３問

近現代思想を理性と自由の観点で

問１ まずまずの出来。ベーコンとデカルトについ
ては相互に対比させながら理解することが重要。経験
論と合理論の違いについて整理しておこう。
問２ 基本的事項であり，もっとできてよい。「方
法的懐疑」「明晰かつ判明」などからデカルトが，「弁
証法」や「人倫」からヘーゲルが導かれる。
問３・問４ 解答は分散した。それぞれの選択肢が
誰についてのものか，解説で確認しておこう。
問５ カントの思想の核心的な内容を問う問題であ
る。定言命法，善意志，道徳法則，目的の国の意味に

砂川事件，長沼ナイキ基地訴訟，恵庭事件，百里基地
訴訟の内容と結果を整理しておこう。
問４ まずまずの出来。日本の選挙制度の特色につ
いて整理しておきたい。
問５ まずまずの出来。天皇の生前退位が話題にな
る中，天皇の国事行為について定めた憲法第７条の内
容を改めて確認しておこう。
問６ ②・④ の誤答が散見された。
「政教分離の原則」
の意味を理解したい。

国連・冷戦・地域紛争を要確認

問１ 基本的事項であり，非常によくできていた。
問２ ほとんどの人ができていた。
問３ 解答は完全に分散した。イラク戦争では，国
連による明確な武力行使容認決議がないまま，アメリ
カやイギリスが武力行使に踏み切った。
問４ ⑤ の誤答が散見されたのは意外であった。日
本の難民受け入れは，先進国の中では極端に少ない。
問５ 時事的な大きなニュースであったため，多く
の人ができていた。
問６ まずまずの出来。間違った人は，「平和のた
めの結集」決議，さらに PKO の活動（停戦監視，選
挙監視，紛争拡大の防止）を再確認してほしい。

第６問

国際経済のしくみや課題を整理する

問１ よくできていた。経済のグローバル化に伴う
プラス面・マイナス面についても押さえておこう。
問２ ③ の誤答が散見された。リカードとリストの
経済理論は正反対であることを理解しておきたい。
問３ ③ ・ ④ の誤答が目立った。主な地域的経済統
合の特徴をまとめておこう。
問４ 比較的よくできていた。「円高」と「円安」
に伴う経済の動きや，「非価格競争」の意味について
理解を深めておきたい。
問 ５ 解 答 は 分 散 し， 出 来 は 今 一 つ で あ っ た。
GATT・WTO のラウンド交渉ではウルグアイ・ラウ
ンドが最も重要なので，その内容も含めてしっかり頭
に入れておくこと。
問６ ① ・ ④ の誤答が目についた。世界の主な通貨
危機・金融危機をまとめておきたい。
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2019年度入試はこう行われる
2018 年度のセンター試験は，志願者数が 582,671 人で昨年度に比べ 6,704 人
（1.2％）増だった。私立大で，センター試験に参加したのは 526 大学である。2020
年度からの大学入学共通テスト実施に向け，新しい傾向の問題も出題された。一
般入試，推薦入試，ＡＯ入試の ３ つのルートのうち，最も自分を生かせる入試方
法を見極めよう。
表 1．2019 年度大学入試センター試験の出題教科・科目など
教科

出題科目・出題方法

試験時間
（配点）

『国語』は「国語総合」の内容を出題範囲
とし「近代以降の文章」
「古典（古文・漢文）」
を出題。

80 分
（200 点）

国語

地理歴史・公民

「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本
1 科目選択
史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」「倫
60 分
理」「政治・経済」『倫理，政治・経済』の
（100 点）
10 科目から最大 2 科目受験可。『倫理，政
2 科目選択
治・経済』は「倫理」と「政治・経済」を
130 分
総合した出題範囲。ただし，同一名称を含 （うち解答時間 120 分）
む科目の組み合せで 2 科目選択は不可。
（200 点）

「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』の 2 科目から
1 科目選択。『数学Ⅰ・数学Ａ』は「数学Ⅰ」
と「数学Ａ」を総合した出題範囲。ただし，
「数学Ａ」は〔場合の数と確率，整数の性質，
図形の性質〕の 3 項目から 2 項目以上を学
習した者に対応した出題で，問題を選択解
答。

60 分
（100 点）

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』『簿記・会計』
『情報関係基礎』の 4 科目から 1 科目選択。
ただし，『数学Ⅱ・数学Ｂ』は「数学Ⅱ」
と「数学Ｂ」を総合した出題範囲。「数学Ｂ」
は〔数列，ベクトル，確率分布と統計的な
推測〕の 3 項目から 2 項目以上を学習した
者に対応した出題で，問題を選択解答。『簿
記・会計』は「簿記」および「財務会計Ⅰ」
を総合した出題範囲とし，
「財務会計Ⅰ」
については，株式会社の会計の基礎的事項
を含め，
「財務会計の基礎」を出題範囲と
する。『情報関係基礎』は，専門教育を主
とする農・工・商業・水産・家庭・看護・
情報・福祉の 8 教科に設定されている情報
に関する基礎的科目が出題範囲。

60 分
（100 点）

数学①
数学②

2018 年度入試は，私立大に対する助成金交付の基
準が厳格化されたことによる，入学定員への影響が注
目された。トップクラスの合格倍率が上がり，中堅ク
ラスにもその影響が及びそうだ。私立大受験生にとっ
て厳しい入試状況は，2019 年度入試も同様である。
大学の新設は，公立大が公立小松大，長野県立大の
2 校，私立大が育英大，新潟食料農業大の 2 校である。
大学の統合は北海道科学大（北海道科学大と北海道薬
科大を統合）である。学部・学科の新設は，心理，国
際，情報，医療系が目立つ。国公立大では，富山大，
香川大，首都大学東京で，大幅な学部改組が行われた。
受験生の動向は昨年に続き「文高理低」である。
英語外部試験は，国公立大，私立大ともに定着しつ
つある。英語は 4 技能（聞く，話す，読む，書く）評
価を英検や TOEIC など民間の資格・検定試験を入試
に利用する大学が増加している。一般入試では，国公
立大は 10％で導入し，スコアを合否判定に利用して
いる。私立大は 24％で導入し，ほとんどが出願要件
で 利 用 し て い る。 推 薦・ Ａ Ｏ 入 試 で は， 国 立 大 は
35％，私立大は 41％で導入し，ともに出願要件とし
ての利用である。

理科① 理科②

１ 一般入試ガイド編

理科①
2 科目選択
60 分
（100 点）
「物理」
「化学」
「生物」
「地学」
。それぞれ
理科②
一部に選択問題を配置する。
1 科目選択
60 分
（100 点）
理科①理科②の出題科目 8 科目から次のい
2
科目選択
ずれかの選択方法により，科目の選択をし，
解答する。Ａ（理科①から 2 科目），Ｂ（理 130 分（うち
解答時間
科②から 1 科目）
，Ｃ（理科①から 2 科目
120 分）
および理科②から 1 科目）
，Ｄ（理科②か
（200 点）
ら 2 科目）。選択方法は出願時申し出。
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学
基礎」

●センター志願者数は 1.2％増加

80 分
『英語』
『ドイツ語』
『フランス語』
『中国語』 筆記
（200 点）
『韓国語』の 5 科目から 1 科目選択。『英語』 リスニング
は「コミュニケーション英語Ⅰ」に加えて
「コミュニケーション英語Ⅱ」および「英 『英語』のみ
30 分
語表現Ⅰ」が出題範囲。
（50 点）

外国語

2018 年度のセンター試験は，全国の 695 会場（昨
年度は 691 会場）で 1 月 13・14 日に実施された。志
願者数は 2017 年度の 575,967 人より 6,704 人増加（対
前年比 1.2％増）の 582,671 人，受験者数は 554,212 人
（昨年 547,892 人）となった。2 教科以下の志願者数は
18,912 人（昨年 19,499 人）である。成績開示希望者
は 76.3％（昨年 75.5％）だった。表１．は 2019 年度
の出題教科・科目・出題方法などである。

（注）英語リスニングはＩＣプレイヤーの作動確認など 30 分。解答 30 分。
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表 2．センター試験の英語でリスニングを
利用するおもな私立大学 ･ 学部（2018 年度）

●論理的思考力，判断力，表現力を評価
センター試験の難易度は，各教科とも教科書レベル
である。基礎的な理解度を重視し，平均得点率が 55
〜 65％程度になるように作成されている。国公立大
入試の合否は，センター試験の成績と個別試験（課さ
ない大学もある）の総合点で決定される。
今年度のセンター試験は，全体としては大きな変化
はなかった。話題になったのは，地理Ｂで，北欧の地
誌についての設問の中での「ムーミン」などのアニメ
と言語を題材とする問題であった。
2020 年度からは，記述式の利用，論理的思考力，
判断力，表現力と英語 4 技能評価の大学入学共通テス
トが導入される。そのため，入試改革の方向性を踏ま
えた対話形式での出題や，文章や図表など複数の資料
から考えさせる設問など，新しい形式が見られた。
例えば，国語の現代文（評論）では，図（写真）と
会話文を組み合わせた問題が空欄補充問題として出題
された。また，英語の筆記では，対話の流れを読み取
る問題や話し合いの発言内容をまとめる問題が出題さ
れた。実践的なコミュニケーション能力を問う幅広い
英語力を測る出題と言えよう。
センター試験での得点調整は，地理歴史，公民，理
科の科目間で，平均点に 20 点以上差が出た場合に行
われるが，今年度も昨年度と同様に実施されなかった。
検定料は受験教科が３教科以上 18,000 円，２教科
以下 12,000 円で，成績通知手数料は 800 円である。
来年度のセンター試験は，1 月 19・20 日に実施される。

●「英語」リスニングについて
センター試験の外国語で「英語」選択の受験者には，
リスニングテストが課される。配点は筆記 200 点＋リ
スニング 50 点だが，その扱いは大学により異なる。
東京大，滋賀医科大などでは，リスニングテストは
利用せず，筆記試験のみである。
私立大のセンター試験利用大学でも，全大学・学部
で英語のリスニングテストが利用されるわけではな
い。表２．にリスニングを利用するおもな私立大学・
学部一覧を掲載した。募集要項で確認しておこう。
リスニングテストの解答時間は 30 分である。開始
前に受験生がＩＣプレーヤーの作動確認・音量調節を
行うため，試験時間は 60 分である。試験開始時刻ま
でに入室していないと受験できない。大学入試セン
ターの公式サイトから，ＩＣプレーヤーの操作体験を
することができる。
今年度のリスニングテストは，日常会話やモノロー
グなど多くの情報を聞き取って判断する問題や，場面
に応じた聞き取りが必要な実践的な英語の力が求めら
れた。対話の応答となる選択肢が難しくなり，昨年度
よりやや難化したと言えよう。

札幌国際大全学部／盛岡大全学部／東北工業大全学部／茨
城キリスト教大全学部／常磐大全学部／神田外語大外国語
／城西国際大全学部／千葉商科大全学部／麗澤大全学部／
青山学院大文・教育人間科学・法・経営・理工・地球社会
共生／北里大獣医／駒澤大全学部／順天堂大全学部（スポー
ツ健康科学以外）／昭和大医・歯／昭和薬科大薬／清泉女
大文／創価大全学部／拓殖大外国語／中央大全学部／帝京
科学大全学部／東京医科大医／東京医療保健大全学部／東
京経済大全学部／東京女子大現代教養／東京農業大全学部
／東京薬科大全学部／東京理科大全学部／法政大全学部／
明治大全学部／明治学院大全学部（国際＜国際キャリア＞・
法＜グローバル法＞以外）／立教大全学部／早稲田政治経
済・法・文化構想・文・商・人間科学・スポーツ科学（選択）
・
国際教養・社会科学／桐蔭横浜大全学部／金沢工業大全学
部／静岡産業大全学部／金城学院大全学部／中京大全学部
／名古屋文理大全学部／京都外国語大外国語／京都学園大
全学部／同志社大全学部（グローバル・コミュニケーショ
ン以外）／大阪医科大医／大阪学院大全学部／近畿大全学
部／桃山学院大全学部／関西学院大全学部／神戸薬科大薬
／広島経済大経済／広島国際学院大全学部／四国大全学部
／九州女子大全学部／久留米大全学部（医以外）／産業医
科大全学部／中村学園大全学部／福岡大全学部／福岡工業
大全学部（社会環境＜セ試験併用＞以外）／崇城大全学部
／志學館大全学部／沖縄国際大全学部
（注）入試方式によっては，該当しない場合があります。また，実
施学科など詳細については必ず募集要項でご確認ください。

●前期日程は募集人員が多い
多くの国立大の入学定員は，募集人員が多い「前期
日程」と募集人員が少ない「後期日程」に分かれてい
る。前期日程で合格して入学手続きをすると，後期日
程の受験資格がなくなる。また，前期日程に合格して
手続きをしないと，その合格は無効となる。
東京大，東京藝術大，長岡技術科学大，豊橋技術科
学大，滋賀医科大，大阪大，鹿屋体育大は前期日程の
みで試験を実施する。後期日程を実施しているかどう
かを，募集要項で確認しておこう。なお，後期日程の
個別試験は，小論文や総合試験など，ユニークな入試
が例年多い。合格の基準がつかみにくいので，通常試
験の成績による判定が主となる前期日程で合格できる
ようにしたい。

●国立大は入学辞退率も参考にしよう
有名トップ国立大は，受験生の第一志望校である。
合格すればほとんどの受験生が入学する。しかし，大
都市の有名私立大が第一志望で，地元の国立大が第二
志望の場合は，中堅の国立大で多数の辞退者が出て，
その分だけ追加合格者が多くなることをデータが示し
ている。
表３. は，データを入手できたおもな大学の過去３
年間の入学辞退率と追加合格者数に関するものであ
る。2017 年度は５割程度の大学で前年度より入学辞
退率の減少となった。国立大の人気が回復傾向となっ
たとはいえ，81 大学で合計 7,768（前年度 8,179）人
の辞退者が出ている。辞退者数が一番多いのが工学部
で全体の３割を占め，社会学部系統，人文学部系統と
続いている。トップ校と医科大の人気は揺るがない。
また，教員養成の単科大学の動向が注目されていたが，
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軒並み辞退率が前年度より減少した。中堅国立大を受

ある。医学科とその他の看護・保健学科とに分けて表

験する場合は，入学辞退率や追加合格者数なども参考

示した。医学科では，入学辞退者が出た場合，ほとん

にしよう。

どの大学で追加合格者を出している。募集人員と入学

表４．は，おもな国立大医学部追加合格者数一覧で

者数を同程度に調整している大学が多く見受けられる

表 3．国立大学別「入学辞退率・追加合格者数
（3 年間）
」一覧（一般入試）
大学名
北海道大＊
北海道教育大
小樽商科大
旭川医科大
北見工業大
岩手大
東北大
秋田大
山形大
福島大
茨城大
筑波大
宇都宮大
群馬大
埼玉大
千葉大
東京医科歯科大
東京外国語大
東京学芸大
東京農工大
東京藝術大
東京海洋大
お茶の水女大
一橋大
横浜国立大
新潟大
上越教育大
富山大
金沢大
福井大
山梨大
信州大
岐阜大
静岡大
浜松医科大
名古屋大
三重大
滋賀大
滋賀医科大
京都大＊
京都教育大
京都工芸繊維大
大阪大
大阪教育大
兵庫教育大
神戸大
奈良教育大
和歌山大
鳥取大
島根大
広島大＊
山口大
鳴門教育大
香川大
愛媛大
福岡教育大
佐賀大
長崎大
熊本大
宮崎大
鹿児島大
琉球大

募集人員
（2017 年度）
2,426
911
370
112
307
796
1,899
733
1,221
670
1,325
1,486
711
778
1,395
2,147
247
703
884
751
471
373
351
920
1,400
1,752
110
1,402
1,549
725
660
1,652
1,068
1,518
120
1,739
1,088
588
125
2,687
197
513
2,968
713
102
2,322
218
755
917
857
1,956
1,511
83
892
1,274
457
1,026
1,247
1,362
806
1,642
1,164

最終
合格者数
2,622
1,016
413
116
598
922
2,022
850
1,427
779
1,682
1,685
915
908
1,619
2,411
281
830
972
862
469
413
417
964
1,720
1,997
128
1,670
1,682
823
784
1,906
1,239
1,780
123
1,826
1,280
741
128
2,743
215
632
3,201
784
118
2,524
247
878
1,155
1,004
2,223
1,843
102
995
1,519
491
1,274
1,467
1,550
1,001
1,861
1,450

2017 年度
合格者 追加合 入学辞
割増率 格者数 退者数
8.1%
−
103
11.5%
30
67
11.6%
−
33
3.6%
4
4
94.8%
0
278
15.8%
0
75
6.5%
−
73
16.0%
−
98
16.9%
9
165
16.3%
−
79
26.9%
−
329
13.4%
26
106
28.7%
11
172
16.7%
14
120
16.1%
12
190
12.3%
＊
188
13.8%
＊
29
18.1%
＊
104
10.0%
1
39
14.8%
−
85
− 0.4%
−
1
10.7%
−
26
18.8%
−
32
4.8%
＊
11
22.9%
0
253
14.0%
15
141
16.4%
−
8
19.1%
16
222
8.6%
10
99
13.5%
5
86
18.8%
15
102
15.4%
−
219
16.0%
＊
134
17.3%
＊
213
2.5%
3
4
5.0%
−
44
17.6%
7
99
26.0%
−
87
2.4%
＊
3
2.1%
0
6
9.1%
−
10
23.2%
17
95
7.9%
4
46
10.0%
−
47
15.7%
−
5
8.7%
＊
134
13.3%
−
7
16.3%
−
99
26.0%
8
182
17.2%
10
120
13.7%
16
120
22.0%
＊
239
22.9%
1
2
11.5%
0
110
19.2%
−
149
7.4%
−
25
24.2%
−
205
17.6%
18
164
13.8%
2
140
24.2%
−
155
13.3%
15
164
24.6%
＊
205

2016 年度
2015 年度
入学
最終
追加合 入学辞
入学
最終
追加合 入学辞
入学
辞退率
合格者数 格者数 退者数 辞退率 合格者数 格者数 退者数 辞退率
3.9%
2,629
−
101
3.8%
2,643
−
124
4.7%
6.6%
984
−
38
3.9%
995
−
37
3.7%
8.0%
428
−
31
7.2%
431
−
28
6.5%
3.4%
123
6
6
4.9%
115
3
3
2.6%
46.5%
578
3
269
46.5%
564
3
250
44.3%
8.1%
934
3
91
9.7%
956
0
82
8.6%
3.6%
2,048
−
104
5.1%
2,124
−
95
4.5%
11.5%
861
6
108
12.5%
842
−
87
10.3%
11.6%
1,549
10
159
10.3%
1,517
14
173
11.4%
10.1%
784
−
82
10.5%
813
0
105
12.9%
19.6%
1,687
−
325
19.3%
1,723
−
343
19.9%
6.3%
1,715
17
126
7.3%
1,713
22
133
7.8%
18.8%
867
11
133
15.3%
869
6
129
14.8%
13.2%
919
11
120
13.1%
890
6
108
12.1%
11.7%
1,669
10
204
12.2%
1,852
20
371
20.0%
7.8%
2,428
16
228
9.4%
2,398
14
220
9.2%
10.3%
289
＊
40
13.8%
278
＊
31
11.2%
12.5%
856
＊
110
12.9%
866
＊
120
13.9%
4.0%
998
0
47
4.7%
1,019
2
58
5.7%
9.9%
868
−
92
10.6%
829
＊
75
9.0%
0.2%
478
−
1
0.2%
494
−
0
0.0%
6.3%
430
−
31
7.2%
430
−
27
6.3%
7.7%
436
−
40
9.2%
431
−
29
6.7%
1.1%
954
−
8
0.8%
959
−
4
0.4%
14.7%
1,817
7
314
17.3%
1,819
10
315
17.3%
7.1%
2,038
−
151
7.4%
2,017
−
188
9.3%
6.3%
127
−
9
7.1%
134
0
17
12.7%
13.3%
1,674
13
197
11.8%
1,668
8
228
13.7%
5.9%
1,696
8
121
7.1%
1,687
4
80
4.7%
10.4%
833
4
81
9.7%
794
−
60
7.6%
13.0%
784
20
97
12.4%
782
16
86
11.0%
11.4%
1,935
27
260
13.4%
1,935
21
295
11.4%
10.8%
1,231
＊
113
9.2%
1,237
−
101
8.2%
12.0%
1,785
＊
197
11.0%
1,834
＊
225
12.3%
3.3%
125
5
7
5.6%
129
7
9
7.0%
2.4%
1,847
−
52
2.8%
1,862
−
58
3.1%
7.7%
1,298
8
127
9.8%
1,304
10
112
8.6%
11.7%
770
−
118
15.3%
776
−
147
18.9%
2.3%
126
＊
1
0.8%
127
＊
2
1.6%
0.2%
2,830
2
13
0.5%
2,907
0
10
0.3%
4.7%
227
−
10
4.4%
231
−
21
9.1%
15.0%
638
18
89
13.9%
619
6
83
13.4%
1.4%
3,405
5
90
2.6%
3,393
＊
92
2.7%
6.0%
938
−
66
7.0%
954
−
70
7.3%
4.2%
119
−
9
7.6%
121
0
7
5.8%
5.3%
2,572
＊
139
5.4%
2,565
7
123
4.8%
2.8%
244
−
10
4.1%
245
−
10
4.1%
11.3%
878
−
99
11.3%
933
＊
151
16.2%
15.8%
1,151
12
172
14.9%
1,168
5
174
14.9%
12.0%
1,019
8
121
11.9%
1,031
7
121
11.7%
5.4%
2,200
10
116
5.3%
2,261
−
137
6.1%
13.0%
1,866
0
231
12.4%
1,834
7
239
13.0%
2.0%
97
−
5
5.2%
101
−
6
5.9%
11.1%
995
5
102
10.3%
1,010
2
106
10.5%
9.8%
1,547
75
189
12.2%
1,515
39
159
10.5%
5.1%
476
−
27
5.7%
625
0
32
5.1%
16.1%
1,281
−
213
16.6%
1,325
−
225
17.0%
11.2%
1,469
19
159
10.8%
1,441
35
159
11.0%
9.0%
1,616
1
130
8.0%
1,635
0
115
7.0%
15.5%
1,011
−
170
16.8%
1,003
−
160
16.0%
8.8%
1,914
14
179
9.4%
1,913
16
192
10.0%
14.1%
1,533
−
257
16.8%
1,495
−
194
13.0%

＊夜間主コース・Ｂコース・フレックスコース（昼間部がある場合）を除く。
＊北海道大の最終合格者数は当初合格者数。
＊入学辞退者数は，最終合格者数から入学者数を引いたもの。
＊京都大後期日程は法学部「特色入試」で実施。募集人員 20 名，合格者 23 名。
＊追加合格者数の「−」は，大学資料のままか，または記載の無いもの。
＊広島大の追加合格者数・辞退者数は全受験方式の合計。
＊追加合格者数欄の「＊」は，最終合格者数に追加合格者数を含むが数値は非公表。
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のは，国からの助成金の金額が定員を基に算出されて

式は大学，学部によっていろいろ特色がある。志望大

いるためだろう。

学，学部の選抜方法をよく調べ，自分が高得点を取れ
そうなもので受験しよう。

●センター試験利用入試で敗者復活
私立大は，
今春 526 大学がセンター試験を利用した。
募集人員は定員の 10％程度と少ないが，実際の合格
者数は大学によってはかなり多めである。関西地区の
私立大は関東地区の私立大よりもセンター試験利用入
試の回数が多い。上手に利用して合格をねらいたい。
センター試験利用入試は，一般入試の定員の一部を
使用して実施する。選抜方法には，センター試験の成
績だけで選抜する方法と，センター試験の成績に個別
試験の成績を加えた成績で選抜するという二つがあ
り，前者が多い。後者の場合，個別試験のほとんどが
面接や小論文である。
私立大の個別試験とセンター試験利用試験を同時出
願の場合は受験料減額の制度がある大学が多い。また，
同じ志望学科を異なる科目の組み合わせで複数回受験
できる大学もある。多くの私立大において，出願する
だけで合格の可能性がある。現役合格をねらうのなら
3 月募集の大学を調べ，出願するという方法も残され
ている。

２ 推薦入試ガイド編
●資格系統は例年人気が高い
推薦入試は国立大で 94％，公立大で 96％，私立大
で 96％が実施している。例年，資格取得系統の学科
は推薦入学で高い人気となっている。2017 年度の公
募推薦入試であるが，関西地区は，併願可能なため倍
率がかなり高い。京都産業大現代社会学部（健康スポー
ツ社会）15.9 倍，佛教大教育学部（教育／公募基礎）
15.1 倍，大阪医科大看護学部 9.8 倍，近畿大医学部（ス
タンダード）13.4 倍，薬学部（医療薬／スタンダード）
11.3 倍，森ノ宮医療大保健医療学部（理学療法／後期）

表 5．おもな国立大推薦入試グループ討論議題例一覧（2017 年度）
旭川医科大

医−看護 「日本の大学で教科書を読まない学生がいる
ことをどう思うか」

宮城教育大

教育−初等教育 「教育におけるＡＩの利点と欠点について具
体的に各自の意見を発表」
「これからＡＩが
ますます身近になっていく中で教師のあり方
について討論」

山形大 地域教育文化−
「欧米系の人とアジア系の人が英語で会話中
地域教育文化（児童教育） にトラブルが発生した，対策は何か」

●私立大は得意科目で勝負しよう
私立大入試では，「全学部日程」，「統一入試」，「試
験日自由選択制」
，
「地方試験場設置」などがあり，多
くの受験生が受験できる。また，複線入試と呼ばれる
同一学部の入試に二つ以上の選抜方法もある。標準的
な 3 教科が多いが，文・外国語学部など人文科学系統
では 2 教科入試も行われている。難関校以外は 2 教科
型が主流だが，１教科で受験できる大学もある。
文系学部の受験型は，難関校では「外国語重視型」，
中堅校では「各教科均等型」が多い。理系学部は，
「各
教科均等型」が多いが，
「数学重視型」や「理科重視型」
もある。
また，「センター試験利用可能方式」や，「センター
試験併用方式」「センタープラス方式」など，選抜方

筑波大 人文・文化−比較文化 「心と体の関係」「大学が講義を全て英語で行
うことについて」
「ＡＩのメリット・デメリッ
ト」
「電子書籍と紙の本について，書店の減
少について」
「プレゼンテーションについて」
「リーダーのあるべき姿について」
埼玉大

信州大

大学名
旭川医科大
山形大
筑波大
群馬大
新潟大
富山大
金沢大
福井大
山梨大
浜松医科大
鳥取大
島根大
広島大
愛媛大
高知大
長崎大
熊本大
鹿児島大

前期
後期
（学部，人数）
（学部，人数）
医（看護）1
医（看護）3
0
医（看護）2
医（医）2
0
医（医）4
医（保健）5
医（医）2，医（保健）5
医（保健）3
医（看護）1
医（医）3，医（看護）1
医薬保健（医）1，医薬保健（保健）2
医（医）1，医（看護）1
医（医）1
0
医（医）10
医（看護）1
医（医）2
医（医）4
医（医）3
医7
0
医（医）3
医（医）2，医（看護）1
0
医（医）4，医（保健）1
医（保健）5
0
医（保健）1
医（保健）4
医（医）2

教育−
「子どもに野外活動・スポーツ活動を教える
学校教育（野外教育） ときに大切なこと」
「子どもにとっての野外
活動・スポーツ活動の意義とは何か」

名古屋大

工−化学生命工 「化学と生命」

愛知教育大 教育−
「子どもの想像力を養うには何が必要か」
初等教育（幼児体育）
滋賀大

経済−経斉 「クールジャパンに盛り込むべきコンテンツ
と戦略」

滋賀医科大
奈良女子大

医−医 「医師に最も必要な
用対効果」

術

は何か」「薬価と費

生活環境−
「精神的なストレスはなぜ感じるのか」
「高齢
心身健康 者の生活の質を高めるには」「和食・洋食の
よい点」
「文化祭の出し物についての討論で
の工夫」

和歌山大 教育−
「視覚障害者の駅のホームでの転落事故の原
学校教育（特別支援教育） 因と予防」
「知的障害が疑われる児童のいる
普通学級での具体的ルール」
徳島大

表 4．おもな国立大医学部追加合格者数一覧（2017年度）

教育−養護教諭 「男子トイレの完全個室化の賛否」

東京学芸大 教育−
「言いたい本音があっても言えないとき，ど
教育支援（カウンセリング） うすればよいか」

香川大
高知大

医−医科栄養 「図『都道府県・男女別の健康寿命』を見て
格差是正のために管理栄養士ができること」
医−医 「気候変動」
「医師の偏在化」
「人生 100 年時代」
「受動喫煙」
教育−
「小学生にどうして勉強するのかと聞かれた
学校教育（教科教育） ら，どうするか」

福岡教育大 教育−
「幼稚園で，5 歳児の男の子がカマキリ・バッ
初等教育（幼児教育） タ・ダンゴ虫を捕まえて一つのカゴに入れて
いたところ，カマキリがバッタを食べてし
まった。男の子は『オ〜』と声をあげた。あ
なたは保育者としてどう対応するか，またど
のような保育を計画するか」
熊本大

法−法

絵本『わたしのせいじゃない』の分析後「遺
伝子組み換え作物，生態系保全里山，騒音，
ごみ，放射性廃棄物，核エネルギー，地下資
源，ＣＯ2，気候変動。海洋，大気汚染」の要
因を議論する

大分大

教育−
「児童が楽しい学校生活を送るための教育方
学校教育（小学校教育） 法」

宮崎大

地域資源創成−
「人口減少の進む地方の地域社会で，さまざ
地域資源創成 まな観光資源を生かした地域振興の取り組み
が，それらの地域社会に与える影響について
討論する」

（注）「学校（初等）教育」は学校（初等）教育教員養成課程の略
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17.7 倍である。

推薦入試で出題されたテーマである。時間は 90 〜

一方，関東地区は，ほとんど専願制で，募集人員枠

120 分で，制限字数 900 〜 1,200 字が標準である。私

も少なく倍率 1.0 倍〜 2.0 倍の大学が目立つ。その中で，

立大の場合は 60 分で 800 字が一般的である。練習の

杏林大保健学部（理学療法）9.8 倍，工学院大建築学

時から時間を決めて小論文を書くことが大切だ。横書

部 15.0 倍，順天堂大スポーツ健康科学部（スポーツ

き・縦書きのどちらで解答するかなど，過去の例を参

科学）7.4 倍，帝京大医療技術学部（看護）9.2 倍と高
い倍率となった。

表 6．おもな国立大推薦入試小論文課題一覧（2017 年度）

●国立大の成績条件は 4.0 以上

北海道教育大（岩見沢校）
2020 年に東京オリンピックが開催される。
教育−芸術・スポーツ文化 オリンピックを開催することの社会的影響に
（アウトドア・ライフ） ついて具体的な例を 3 つあげる

推薦入試は，
普段の学校の成績がよい人向きである。
各大学の成績条件を満たさないと応募することができ
ないからで，現役という条件が多い。国立大は，全体
の評定平均値の平均 4.0 以上か成績概評Ａ段階という
のが大半を占める。私立大では，同じく 3.2 以上かＢ
段階以上が多い。ただし，指定校推薦の場合は 4.0 以上，
もしくはＡ段階というようにハードルが高い。
国立大の農業・工業課程出身者限定，公立大の学校
所在地在住者限定，私立大のキリスト教系高校出身者
限定などという条件のある大学もある。ほかに，課外
活動，スポーツ，文化，ボランティア活動の実績者，
資格・技能検定取得者，特別な能力や経験者などが条
件の特別推薦もある。国立大医学部では，医師不足解
消のための地元枠推薦の募集も多く見られる。

岩手大
吉見俊哉『
「文系学部廃止」の衝撃』より，
教育−学校教育（小学校教育） ①傍線部「価値創造」を論旨に沿って論述②
傍線部について間違いだとする論旨を説明し
て，考察する
山形大

医−看護 Ⅰ 英 文：A. Fitzpatrick Grappling with the
right role for robots at work． より，①下線
部のどちらかについて論述する② Wise のロ
ボット観について下線部より説明する③ J.
P. Gounder のいう jobs の例を 1 つ考察する
Ⅱ大谷貴美子『シリーズ 少子高齢社会を生
きる−食育のめざすところ』①食育とは何を
育てるか，食育基本法前文を参考に述べる②
国が食育に取り組む理由を資料文を参考に述
べる③食生活と健康について資料文から考察
する

福島大

理工−
Ⅰ「吉田松陰に学ぶ現代社会の渡世術−立志
共生システム理工 の心得こそが道を拓く鍵となる」①文を 5 つ
に分けてまとめる②下線部を参考に大学入学
の目的とそのための努力を論述する Ⅱ 森
博嗣『人間はいろいろな問題についてどう考
えていけば良いのか』より，①抽象的にもの
を見ることのメリットについて文をまとめる
②学校の勉強について抽象的にものを見るこ
とで問題解決した経験から学んだことを論述
する

筑波大

人文・文化−
国立劇場開場 50 周年記念公演パンフレット
日本語・日本文化 「声明−比叡山と高野山」より，現代の日本
社会における「芸能」と「芸術」の用語の違
いを論述する

宇都宮大

●グループ討論は練習が必要
国立大推薦入試の選考方法は，センター試験を課す
ものと課さないものがある。センター試験を課すタイ
プは，面接も課されるが，ほとんどセンター試験の成
績で合否が決まる。センター試験を課さないタイプで
は，小論文や面接が課されるが，小論文が重視される。
小論文は，課題文が外国語のものや，実験データを扱
うものなどもあり難易度は高くなっている。
国立大の面接では，口頭試問やグループ討論が課さ
れることもある。グループ討論の議題は，表５. おも
な国立大推薦入試グループ討論議題例一覧を参考にし
てほしい。
一方，私立大の場合は，ほぼ次の５つのタイプに分
けることができる。①小論文＋面接 ②学科試験＋面
接 ③面接 ④小論文 + 学科試験＋面接 ⑤実技＋
面接 面接の質問では，志望理由と将来の夢・職業に
関するものが一番多い。続いて，高校生活，趣味・愛
読書，一般常識，専攻科目，自己ＰＲなどがある。
志望大学の過去の例で，グループ討論を実施してい
るかどうかを確認しておこう。テーマからそれない意
見を述べることや，他の人の意見を受けてから自分の
考えを言うことなどが必要で，必ず練習をしよう。

●テーマは「格差社会」でＡＩも出題

農−生物資源科学 日本の食料自給率は 40％前後で先進国中最
低の水準，潜在生産能力も低下傾向を示す。
その中で，日本の食料自給率を維持向上させ
るために課題を 1 つ挙げ解決策を述べる

群馬大

社会情報−社会情報

伊藤洋一『情報の強者』より，①下線部「何
が自分にとってのラクダなのか。そのことを
常に私達は意識しておく必要がある」の説明
②論旨をまとめ考察する

千葉大

看護−看護

図「コミュニケーションスキル」より，①高
校 2 年生の生活スキルについて資料の読み取
り②大学で身につけたい生活スキルと理由を
述べる

東京学芸大
横浜国立大

富山大

教育−特別支援 初対面の人とコミュニケーションを取るとき
に大切なこと 3 つと理由を述べる
経営−経営

Ⅰ 表「日本に住む人々の趣味・娯楽」より，
①性別・年齢別の傾向を読み取る②表掲載の
趣味・娯楽の関連企業はどうビジネス展開を
するか Ⅱ 後藤晃『イノベーション 活性
化のための方策』より，①イノベーションの
重要性について論述②成功例を 1 つ挙げて理
由を論述する

医−看護 Ⅰ 資料「平成 27 年度医療費の動向」表「都
道府県別の概算医療費」より，医療費の地域
差発生の背景を考え，医療費削減対策を論述
する
Ⅱ ディペックス・ジャパン編『認
知症の語り』より，若年性レビー小体型認知
症と診断された 52 歳の女性の語りを読んで，
大きな決心をした彼女に手紙を書く

金沢大 人間社会−
西下彰俊「無縁社会の孤立死」より，①現代
地域創造（福祉マネジメント） 日本において，なぜ孤立死が社会問題化して
いるか，該当文を要約し意見を述べる②高齢
者の孤立死を防ぐために，地域での取り組み
や対応策について意見を述べる
京都教育大

教育−
Ⅰ 図「日本の人口推移と将来設計」より，
学校教育（家庭） 現在は何社会かを踏まえて，地域社会や学校
での変化予想と学校の役割を考察する Ⅱ
新聞記事「食品ロス」を読んで，生活者とし
て日常生活をふり返りこの状況の背景と今後
の生活上の心構えや取り組みを考察する

愛媛大

法文−人文社会

久米郁男『原因を推論する−政治分析方法論
のすゝめ』より，
「肥満」と「出世」の相関
関係を引き起こしている可能性のあるメカニ
ズムについて文章をまとめ，別のメカニズム
を 1 つ以上あげる，その際「自己管理能力，
人事評価，所得」の 3 つを使用すること

宮崎大

工−電子物理工

将来，科学技術者になるためには，その科学
技術の現状を知る重要さと知る方法について
論述する

鹿児島大

推薦入試の選考で，１学科でも小論文を課している
国立大は９割近い。表 6．は 2017 年度のおもな国立大
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法文−人文 スマートフォンなどの普及により，インター
ネットは私たちの生活に深く浸透している。
インターネットのない世界とは何か，その長
所と短所を具体的にあげ，その世界について
考察する

考に練習すると，実際の試験であわてないだろう。

表 7．おもな国公立大ＡＯ入試実施校（学部）
（2018 年度）

小論文の出題内容は，8 割以上の大学で社会問題が
中心である。どの分野でも取り上げられる主要テーマ
の一つに「グローバル社会」がある。入試では，競争
原理によるグローバル社会での格差の拡大が貧困を生
み出すマイナス面が問われることが多い。格差問題を
考える新しい視点として AI 関連の問題も出題された。
格差問題の集大成的な出題が神戸大（法）で，格差是
正と社会保障を考えさせる出題が大阪府立大（教育福
祉学類）で取り上げられた。
課題文を読み，最初に要約を書かせ，次にテーマを
理解させる問題を出題する大学も多い。要約力をつけ
るには新聞の社説やコラムをまとめる練習を行い，先
生に添削してもらうことが効果的である。
資料型小論文では資料から読み取れるデータを客観
的に分析することが重要である。複数の資料をどのよ
うに関連づけるのかがポイントになるので，日本の食
料自給率や人口ピラミッド，インターネット利用率や
貧困率の推移などの代表的なグラフは覚えておきた
い。過去に出題された大学の出題例を参考に，実際に
書いてみよう。
小論文の評価は形式と内容で行われ，指定字数の要
件を満たすことが必要であり，誤字 ･ 脱字や間違った
原稿用紙の使い方も減点される。論述内容は，与えら
れた資料や課題文を踏まえ，論旨の一貫性，文章の表
現力，構想力の適切さ，着想や表現で評価される。

３ ＡＯ入試ガイド編
●国立大は 68％でＡＯ入試を実施
ＡＯ入試は国立大で 68％，公立大で 28％，私立大
で 83％の大学が実施している。表７．はおもな国公
立大のＡＯ入試実施校一覧である。
ＡＯ入試は，出願条件に学校長の推薦が不要で，成
績など条件がない場合が多い。公募推薦と大きく違う
のは，エントリー後何回かの面談を設けて大学と受験
生の双方が納得のいくまで話し合い，それから出願す
るという点にある。受験生の人間性や情熱・意欲・適
性などを総合的に評価して合否を決める入試である。
受験生の志望校のミスマッチをなくし，中途退学者を
減らそうというのが重要な目的の一つである。
国立大のＡＯ入試では，一般入試よりも合格するの
が難しいのではないかと思われる選抜方法の大学もあ
る。
私立大では夏休み頃からエントリーが始まるので，
担任の先生などに相談し，早めの対策を立てることが
大切である。

●「志望理由書」は具体的な体験を中心に
ＡＯ入試は，出願条件がゆるやかなため，一般入試

★国立大 北海道大理・医・歯・工・水産／北海道教育大（岩
見沢）教育／旭川医科大医／弘前大人文社会・教育・理工・
農学生命科学・医／岩手大人文社会科学・理工／東北大文・
教育・法・経済・理・医・歯・薬・工・農／秋田大理工／
山形大地域教育文化・工／福島大理工／筑波大人文・文化，
生命環境，理工，情報，体育専門，芸術専門／宇都宮大地
域デザイン科学／群馬大理工／埼玉大工／千葉大国際教養・
教育・工・園芸／東京工業大第 2 〜 7 類／東京海洋大海洋
生命科学・海洋工／お茶の水女子大文教育・理・生活科学
／東京農工大農／横浜国立大教育・経済・経営・理工・都
市科学／富山大都市デザイン／金沢大医薬保健／福井大工・
国際地域／山梨大工／信州大理／静岡大人文社会科学・情
報・理・工・農／名古屋工業大工／三重大工／京都工芸繊
維大工芸科学／京都大総合人間・文・教育・経済・理・医・
薬・農／大阪大文・人間科学・外国語・法・経済・理・工・
基礎工／神戸大国際人間科学・医・海事科学／奈良女子大
文／和歌山大観光／鳥取大地域・工・農／島根大教育・総
合理工・生物資源科学・人間科学／岡山大教育・法・薬／
広島大総合科学 ･ 教育・理・法・経済・医・歯・薬・工・生
物生産・情報科学・文／山口大人文・教育・経済・理・工・
国際総合科学／愛媛大法文・教育・社会共創・理・農／高
知大人文社会科学・理工・医・農林海洋科学・地域協働／
九州大文・教育・法・理・医・歯・芸術工・農・共創／佐
賀大教育・芸術地域デザイン／長崎大多文化社会・教育・経
済・工・水産・歯・薬／大分大経済・医・理工／宮崎大教
育／鹿児島大理・水産／鹿屋体育大体育／琉球大工
★公立大 公立はこだて未来大システム情報科学／青森県
立保健大健康科学／青森公立大経営経済／岩手県立大社会
福祉・ソフトウエア情報・総合政策／宮城大看護・事業構想・
食産業／国際教養大国際教養／山形県立保健医療大保健医
療／群馬県立女子大文・国際コミュニケーション／首都大
学東京理・人文社会・経済経営・都市環境／横浜市立大国
際総合科学・データサイエンス／長岡造形大造形／都留文
科大文・教養／大阪府立大工／兵庫県立大環境人間・看護
／公立鳥取環境大環境・経営／島根県立大総合政策／高知
工科大経済・マネジメント／北九州市立大外国語・地域創
生／九州歯科大歯／福岡女子大国際文理／長崎県立大国際
社会／熊本県立大環境共生・総合管理／名桜大国際
＊ＡＯ入試を実施していない学科もあるため，募集要項での確認
が必要。

より簡単に合格できそうに見えるが，実はそうではな
い。取得資格・生徒会活動やスポーツなどで誇れるよ
うな実績を持っている場合のみ受験を考えよう。ＡＯ
入試では，大学側は受験生の「やる気」を高く評価す
るので，志望理由書の自己アピールの書き方も重要に
なる。自分でなければ書けない具体的な体験に裏付け
られたものを書きたい。将来，自分は社会で何をした
いのか，そのために大学で何を学びたいのかを明確に
しておこう。そして，単なるパンフレット情報の引き
写しで終わらないように気をつけよう。
志望理由書の次に大事なのは面談（面接）である。
面接官に必ず聞かれる項目は志望理由である。志望理
由書に書かれた項目を，さらに深く聞かれても，しっ
かりと答えられるようにしておきたい。また，大学で
の学習意欲，志望学科への関心や理解も重点的に聞か
れる項目である。
ＡＯ入試のポイントは，大学の求める学生像と受験
生の適合にある。建学の精神や大学が求める学生像な
どが入学案内などに掲載されているので読んでおこ
う。オープンキャンパスに参加し，自分の目で大学を
確かめておくことが重要である。受験を決めたら，具
体的な選抜方法の例を参考にグループディスカッショ
ン，実際の講義を聞いてのレポート，プレゼンテーショ
ンなど，先生の指導を受けながら納得するまで練習を
重ねよう。
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自分の志望条件により近い大学・学部がきっと見つかる！

学研模試

大学ランクサーチ

個人成績表で紹介されたこの検索システムでは，
「高２マークテスト」を受けた受験生が「大
学ランク」や「偏差値」を様々な条件で検索することができます。
◆パスワードを入れてログイン！
模試パスワード：gakken2m

◆自分の志望条件を絞り込んで検索！
複数選択も OK ！
・「学部ランク」「学科ランク」「偏差値」「学
校名」「系統」「形態（国公立・私立など）」
「本部所在地」などの項目から検索できま
す。
※「ランク」
「偏差値」の詳細は次ページに掲載さ
れています。

仮に「文」「国立」「東京都」に
チェックし，検索開始をクリッ
クすると……

◆絞り込み条件に合った大学を一覧で表示！
・「学校名」「系統」「学部・学科」「ランク」
「偏差値」などをまとめて見ることができ
ます。
・ 表示された大学のさらに詳しい内容につい
ては，大学名をタップまたはクリックして
※画像はイメージです。実際のサイトの最新大学ランクとは異なる場合があります。

今すぐ
アクセス！

見ることができます。

http://gakuseito.jp/sp/moshi/s02/
http://gakuseito.jp/moshi/s02/
模試パスワード gakken2m
スマホ用 URL
PC 用 URL
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