
 

 

 

 

 

 

去る1月18日、19日にセンター試験が終了した。本校からは、 

162名の生徒が受験した。全国の平均点は以下の通りである。 

全国平均点 

本年度 2014 2013 2012 2011 2010 

国語 97.6 98.8 117 111.2 107 

数学ⅠＡ 63.5 53.0  69.9 65.9 48.9 

数学ⅡＢ 56.5 58.4  51.1 52.4 57.1 

英語 121.6 120.7 124 122.7 118.1 

ﾘｽﾆﾝｸﾞ 33.4 31.6 24.5 25.1 29.3 

地理 B 71.4 62.9 62.1 66.4 65.1 

日本史 B 67.4 63.3 67.9 64.1 61.5 

世界史 B 70.2 64.0  60.9 61.4 59.6 

現社 59.9 61.7 52.1 61.7 58.7 

倫政 68.9   67.1     

物理 63.1 62.7 68 64 54 

生物 55.5 63.0  64 63.3 69.7 

化学 70.7 64.4 65.1 56.5 53.7 

文系 900 点 532 530 570 566 551 

理系 900 点 568 555 589 574 547 

(平均点は独立行政法人大学入試センターHPより参照) 本年度の分

は中間発表 約22万人分の値） 

 

大学入試センターは全国平均点が6割になるように作られているの

で、今年度は国語、数学ⅡＢ、生物が難しかったようである。文系の

生徒にとっては、普段から点をとっている国語で得点できずペースを

乱されてしまった生徒も多くいたようだ。理科についても化学か生物

かで明暗が分かれる結果になってしまった。理系の生徒については、

物理や数学で高得点者とそうでないものにはっきりわかれる試験内

容であった。では、本年度の結果を踏まえ、来年以降受験する１、２

年生はどういう準備をせねばならないのか。各科目別に来年度へ向け

た攻略ポイントを詳しく見てみよう。 

 

[国語]  

基礎事項は必ず頭に入れておきたい。評論の漢字の設問や、小説

の語句の意味に関する設問などにおいて、日常生活ではあまり使用 

しない言葉が出題されることもある。たとえ普段の生活ではあまり 

 

 

 

 

 

使わない漢字・語句であっても、教科書や問題演習、模擬試験など

における文章で出会ったものについては、辞書などで意味を確認し、

用法を含め頭に入れておきたい。古文は、古文単語、文法（敬語を

含む）、和歌の修辞、古文常識や文学史などを、漢文は、重要語、

再読文字や句法などを繰り返し復習することで、基礎事項を正確に

覚えておきたい。また、近年のセンター試験では頻出となっている

表現の特徴に関する出題にも、しっかりとした対策をとっておきた

い。普段の学習のなかで、文章に接する際には、文章内容を理解す

ることにくわえ、「引用や具体例がどのような働きを担っているの

かを確認する」「文章中の表現技法に注意しながら丁寧に読み進め

る」ということを心がけたい。 

 

 [数学ⅠＡ]  

● 各分野の基本問題を中心とした出題となっているので、教科書

レベルの基本事項をもれなく理解し、典型的な問題を中心に演習を

積むことが重要である。 

● 図形問題について、新課程では数学Iの図形と計量と数学Aの図

形の性質（平面図形）は別々の大問で問われると予想される。しか

し、図形の性質では図形と計量の知識を用いた内容が出題される可

能性もあり、また互いの知識を用いると問題に取り組みやすくなる

場合もあるため、数学Ｉの内容、数学Aの内容と分けて考えるので

はなく、図形問題を総合的にとらえる練習をしておくと良い。また、

高校の教科書には載っていない中学の基本的な図形の性質も意識

しながら取り組むことも必要である。 

● センター試験では、一部の問題について目新しい問い方で出題

されることがあり、解答例を読むだけで理解をしないまま、問題演

習を済ませてしまっている受験生は苦戦する場合も多い。日頃の問

題演習から、計算をきちんと行うことや、図をかいたり具体的な数

値をあてはめるなどして題意を理解することが大切である。 

 

[数学ⅡＢ]  

● IIはI・Aから移行される項目が複数あるものの出題範囲の大き

な変更はない。数学Bからの出題は選択問題となり「数列」「ベク

トル」「確率分布と統計的な推測」の3分野からの選択問題になる

と考えられる。いずれにせよ、I・Aの内容が出題の基礎となること

に変わりはないので、I、A、II、Bのそれぞれの分野の基礎基本を

しっかりと定着させることが重要である。 

● まずは教科書に載っている定理・公式・解法をひととおりおさ

えておくことが重要。各分野の中で、幅広く出題される場合もあれ

ば、ある項目が重点的に出題される場合もあるので、苦手な項目は

なくしておくべきである。また、2年連続で三角関数を主題とした

問題が出題されなかったが、他分野との融合も含めて出題される可

能性が高い分野であるので注意しておきたい。 

● 例年、時間の割に問題量・計算量が多く、限られた時間でのは

やく正確な処理が求められる。日頃から解答時間を意識した演習を

積んでおくことが大切である。 

 

[英語]  

● 今年のセンター試験において、いくつか形式に変更がみられた

ように、今後も実践的コミュニケーション能力を測る問題が、

様々な形式で出題されると考えられる。引き続き、どのような形

式で出題されても対応できるように、英文を読む練習だけでなく、

書く練習、話す練習もさせ、幅広い英語力を身につけたい。 

● 日頃から様々なジャンル・テーマ・形式の英文に触れ、必要に

応じて時間を計って英文を読み、その内容をまとめる演習などを

積ませておきたい。また、今年も本文中の表現が設問の選択肢で

は別の表現に言いかえられている問題が多くみられた。正確な読

解に加えて、英文の言いかえに対応する力もつけさせたい。 

 

[物理基礎]  

● 物理基礎の全範囲から幅広く出題されることが予想される。な

かでも力学は、物理を学習するうえでの基礎となる分野であり、

教科書で扱われている分量も多いため、ほかの分野に比べて出題

割合が高くなるであろう。 

● 日常生活や社会における物理現象を題材とした観察、実験が多

く扱われることが予想されるため、日ごろから、身近な物理現象

の仕組みについて考察する機会を設けておきたい。 

[物理]  

● 物理の幅広い範囲からバランスよく出題されることが予想され

るため、苦手分野をつくらないようにまんべんなく学習しておく

必要がある。 

● 2014年度までのセンター試験の問題の多くは基本的な問題であ

り、新教育課程になっても物理の出題方針は物理Iを踏襲するこ

とが予想される。このため、まずは基本事項を確実に理解してお

くことが大切である。 

● 新学習指導要領に従い、観察、実験などを題材として、物理学

的に探求する力をみる問題が出題されることが予想される。日ご

ろから、実験や探究活動に積極的に取り組み、物理現象について

の理解を深めておきたい。 

 

[化学基礎]  

● 無機物質、有機化合物が「化学基礎」の範囲ではないため、物

質の構成、物質の変化（酸・塩基、酸化と還元）といった理論分

野の基本的な項目の出題が中心になると予想される。教科書に記

載されている内容は確実に理解しておきたい。 

● 日常生活における化学的事象を題材とした問題、実験や探究活

動に関連した問題などが出題される可能性がある。 

[化学]  

● 気体の法則、溶液、反応速度、化学平衡など、これまで化学II

で扱われていた内容が出題されることにより、幅広い分野から網

羅的に出題されると予想される。融合問題が多く、苦手分野をつ

くらないようにまんべんなく学習しておきたい。 

● 実験を題材とした考察問題など化学的に探究する力を問うよう

な出題が予想される。 
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[生物基礎]  

● 生物基礎の全範囲から、知識、理解、考察力をバランスよく問

う問題が出題されると予想される。教科書に記載されている基本

事項は確実に理解しておきたい。 

● 観察実験の設定など科学的思考力を問う問題が出題されると予

想される。探究活動を通じて、科学的な素養を身につけておきた

い。 

● これまで理科総合Bで出題されてきたような、社会や日常生活と

生命現象の関連を意識した問題が出題されると予想される。学習

した内容を身近な社会問題や環境問題に当てはめるなど、知識を

応用して判断する学習に慣れておきたい。 

[生物]  

● 生物の幅広い範囲から、知識、理解、考察力をバランスよく問

う問題が出題されると予想される。教科書をまんべんなく学習し、

苦手分野をつくらないよう心がけておきたい。 

● 生物では、生物Ｉと比較すると複雑な内容や、生物ＩＩで扱わ

れていた内容が多く扱われているため、実験考察問題を中心にこ

れまでよりも深い理解が求められる可能性がある。分野間のつな

がりを意識した学習や、実験考察問題での演習を行っておきたい。 

 

[日本史Ｂ]  

内容に関しては、文章の正誤判断を求める問題が中心である。歴史

用語の正確な内容理解が問われることも少なくない。また、特定の

時代の動向・展開や、あるテーマにもとづく時代横断型の出題、時

系列の理解を問う出題、歴史的思考力を問う出題が傾向としてあげ

られる。これらの問題は単語の暗記のみでは対応できないため、関

連する項目の因果関係を把握したうえで歴史の流れを整理し、同時

代の出来事についても政治史を軸に各分野の内容をとらえておき

たい。また、共通点・テーマを設定して歴史全体を縦断的に見渡す

ことも心がけたい。 

● センター試験では、学習指導要領で重視されている「歴史と資

料」に対応した史料の読み取り問題や図版の読み取り問題が出題さ

れることが多いので、今後もしっかりと対策を行っておきたい。ま

ずは教科書の内容理解とあわせて、関連する史・資料をしっかりと

確認し、初見の史・資料が出題された場合でも落ち着いて取り組め

るようにしておきたい。また近現代史では、文献史料だけでなくグ

ラフや表などの統計資料を確認しておくことも重要である。 

 

[世界史Ｂ]  

● 世界史Bでは、教科書にある内容をそれぞれ丁寧におさえておく

ことが欠かせない。一つの地域や時代の枠内で重要事項をきちん

と整理し、それぞれの時代の特徴を把握したうえで、同じ時期の

ヨコのつながりや、時代の枠組みをこえたタテのつながりを意識

した学習が重要である。同時期にほかの地域で起こった出来事が

結びつくように、世紀ごとに世界を見渡すことに慣れておきたい。

それぞれの出来事を各世紀の前半・後半に分類できるように備え

ておくとよいだろう。近代以降は、さらに短いスパンでおさえて

おくことが求められる。学習を進める度に、図説などの「○世紀

の世界」として示されたページと、地域ごとに配列された年表を

活用しながら、既習事項との関連をおさえ、より理解を深めるよ

うにしたい。 

● ヒトやモノの移動、社会史的なテーマ、生活に身近なモノから

見た歴史や接触と交流など、複数の地域が絡む事項については、

相互の関係や時代背景、その後の影響などを丁寧に整理しておき

たい。また、東南アジア・朝鮮・中央アジア・ラテンアメリカ・

アフリカなど、教科書で分散して扱われる地域については、中国

や西欧、アメリカなどの動きに並行させて民族・王朝・国家など

の時期を把握しておくよう注意したい。なお、これらの地域につ

いても、戦後史を含めて、必ず歴史の流れを整理しておくことが

必要である。 

 

[地理Ｂ]  

● 地図や統計資料の読み取りを絡めた組合せ問題や文章選択問題

が出題の中心である点は大きく変わっていないので、過去のセン

ター試験や模擬試験を繰り返し確認しておくことは有効な対策

である。また、オーソドックスで基本知識の定着を確認する出題

が多いため、基本的な知識については教科書でしっかり確認して

おきたい。 

● 統計表やグラフに関しては、数値の変化や差異が見られる点に

着目し、背景を考える習慣をつけておきたい。仮説を立て、既習

の広範な知識を駆使して検証するプロセスが大事である。 

● 地域調査では例年、地形図読図が出題される。地形図読図は解

答に時間を要するものの、地図記号、等高線、縮尺などの基礎事

項をしっかりおさえておけば正答を導くことができる場合が多 

● 各分野において軸となる重要事項、原理原則はしっかりとおさ

え、たとえ知らない事項が出題されても、そこから応用して考察

するスキルを習得することが大事である。多くの過去問に取り組

み、どのような設問や出題形式に遭遇しても攻略の糸口を見つけ

る対応力を培っておきたい。    （ﾍﾞﾈｯｾﾃﾞｰﾀﾈｯﾄ2014参照） 

 

 

 

● まずは人間性・・・教員・友人に信頼される人間は受かる 

① 欠席・遅刻・早退が少ない、時間を守れる。 

② 提出物の期限を守れる。 

③ 人の話を素直によく聞ける。アドバイスに耳を傾ける。 

④ 具体的目標が明確で、強い意志を持って、行動できる。 

⑤ 夢をあきらめない。自分に限界をつくらない。 

⑥ 受験勉強を通して、人間的成長ができる。 

⑦ ポジティブであり、受験勉強を楽しめる。 

 

● やはり学校の授業を大切に 

① 授業を大切にする姿勢、授業の集中力が高い。 

② 課題の提出期限を守る。課題の「やり直し」を徹底して行い、 

課題を自分のものにする。 

③ 小テストを大切にする。部活動生は隙間時間を利用する。 

④ 教員にこまめに質問に行く。（授業後、休み時間、放課後） 

⑤ 課題＋αである「α」の学習方法が確立している。 

（問題集を計画的に解く。苦手分野の克服を行う。要点整理を行う） 

⑥ 模試のやり直しを徹底的に行い、模試を最大限に活用する。 

（模試の受験料の７割は、あの解答・解説書にあり） 

⑦ 安定した学習時間の確保ができる。 

１年生は三四郎学習  （平日3、土4、日6） 

２年生はヨーロッパ学習（平日4、土6、日8） 

３年生は御法度学習  （平日5、土8、日10） 

 （学習時間さえ確保できれば、全てのことにゆとりを持って行える） 

 

● 苦手科目も逃げずに取り組み、バランスよく勉強できた生徒 

  あたりまえの話だが、センター試験は総合点（国、数、地歴、公民、

理科、英語の900点満点）の勝負である。今年度も、「国語で点をと

れず目標点に届かなかった」など、苦手科目が最後まで足を引っ張り、

自分の希望大学を受けられない生徒が多くいた。逆に、苦手科目に早

くから取り組み、克服できた生徒は目標点をしっかり取っている。嫌

いなことから逃げない姿勢が、成功を生むのである。 

 

※ 大学入試で「失敗」した生徒の特徴は・・・ 

センター試験で失敗した生徒は、A～Dのうち、何かが出来なくて失敗

している。その中でも、以下の点が目立った。 

① 担任や教科の先生のアドバイスをあまり聞かない。我流。 

② 偏った教科バランスで勉強する。（得意教科しかしない） 

③ 嫌なことは後回し。自分の興味のある勉強しかしない。 

④ 提出物の提出状況が悪い。遅刻・欠席が多い。字が雑。 

⑤ 担任・教科担当に、相談や質問にはほとんど来ない。 

⑥ 恋人・携帯との時間が長い。（特に恋愛しているカップルは、「両

方成功」か「両方失敗」かどちらか。恋愛は「ギャンブル」） 

 

 

 

 先輩の受験生には以下のように、学年の下位から、猛努力によって、

学年順位をどんどん上げ、難関大に合格した生徒がいる。 

●運動部に所属(3年7月に引退)。 

●２年次はあまり課題出さない。 

●どんなに成績が悪くても、 

この大学に行きたいという明確 

な目標は譲らなかった。 

●３年次になってから、意志が 

行動となって現れ、猛勉強。 

平日学習時間 １h→6h へ。 

●できない問題を何度も反復して 

解く。徹底したやり直し！ 

 

皆さんも、これからの 

気持ちと行動次第。 

為せば成るの精神で夢を拓け！ 


