
 
 

 １１月模試結果 （参加校：3,584校 総受験者数：474,163人） 

コース 全国平均点 偏差値60に 

必要な点数 

偏差値55に

必要な点数 

前回より偏差値

5UPした人数 

５教科総合 192.3 265 229  

国英歴(文系) 110.8 153 132 

数英理(理系) 115.7 170 143 

国語 41.5 57 49 52 

数学Ａ 13.2 25 19 11 

数学Ｂ 32.6 54 44 10 

英語 30.9 49 40 46 

世界史Ｂ 38.1 58 48  

日本史Ｂ 39.0 56 48 

地理Ｂ 40.9 54 48 

化学 42.7 55 65 

物理基礎 15.9 24 20 

生物基礎 15.7 25 20 

 明石南７４回生成績結果  ＊生徒配布時に結果を記入させていますのでご家庭でご覧ください。 

コース 偏差値60以上の人数 偏差値55以上の人数 偏差値50以上の人数 

5教科総合    

国英歴(文系)     

数英理(理系)     

国語    （   ）    （   ） （   ） 

数学B    （   ）    （   ） （   ） 

英語    （   ）    （   ） （   ） 

※カッコ内は7月模試と比較して増加は↑、減少は↓、同数は→で表している。11月模試から初め 

 て行われた5教科総合、国英歴(文系)、数英理(理系)については前回との比較はしていない。 

 知識・技能を身につけよう！  

 下の表を見てください。これは国語の評論を細かく分けたものです。気になるのが 1-a、1-b、1-c 

が全国平均を大きく下回っています。どんな問題だったか覚えているでしょうか？ 

 1-a ～したがって創造性のジョウセイは、彼らが持っている～ 

 1-b ～大部分の人々は飢えからマヌカれる～ 

1-c ～自己表現の自由をキョウジュし、～ 

 

思い出しましたか？漢字問題です。特に 1-c は全国平均では半分近くの生徒が正答していますが、

明南生は１０人に１人の正答率です。漢字は知識問題、つまり知っているか知らないかだけを問う問

題です。明南生は全体的に知識・技能が不十分だと感じます。次の表は英語の知識・技能問題の正答

率を表したものです。 

 

 英語においても知識・技能の問題ですべて全国平均を下回っています。これは、日頃の様子からも

多々見受けられます。特に先生方の間でよく話題に挙がるのがユメタンの満点者が少ない！！という

大問No. 大問名 小問名 配点
校内平均
得点率

全国平均
得点率

観点

001 現代文・評論 １－ａ 2 0.7% 6.1% 知識・技能

001 現代文・評論 １－ｂ 2 8.6% 24.4% 知識・技能

001 現代文・評論 １－ｃ 2 11.2% 47.4% 知識・技能

001 現代文・評論 ２ 5 7.0% 19.9% 思考力・判断力・表現力

001 現代文・評論 ３ 6 53.5% 60.7% 思考力・判断力・表現力

001 現代文・評論 ４ 4 43.9% 66.4% 思考力・判断力・表現力

001 現代文・評論 ５ 4 33.8% 56.8% 思考力・判断力・表現力

001 現代文・評論 ６ 5 32.4% 43.4% 思考力・判断力・表現力

大問No. 大問名 小問名 配点
校内平均
得点率

全国平均
得点率

観点

003 文法・語法 Ａ－１ 1 25.9% 37.4% 知識・技能

003 文法・語法 Ａ－２ 1 27.7% 28.9% 知識・技能

003 文法・語法 Ａ－３ 1 32.0% 38.3% 知識・技能

003 文法・語法 Ａ－４ 1 30.2% 38.2% 知識・技能

003 文法・語法 Ａ－５ 1 25.2% 26.1% 知識・技能

003 文法・語法 Ｃ－１ 2 3.6% 21.6% 知識・技能

003 文法・語法 Ｃ－２ 2 0.4% 10.0% 知識・技能
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ことです。覚えることは大変ですが、覚えなければ次の段階へ進めません。君たちの中には理解して

解くのは良いが、単に覚えるなんて地獄だ…と感じる人もいるかもしれません。しかし①理解して解

くこと、②暗記すること、この２つはどちらも大切です。理解しないと問題を解きたくないという人

もいますが、一旦解法を暗記してしまって、後から勉強が進むにつれて理解できる場合も多々ありま

す。自分の中で「理解するところ」、「暗記するところ」のメリハリをつけてください。たまには割り

切って覚えることも必要です。 

 細分化して次回の模試へ！  

 教科を細分化することはとても重要です。例えば数学Ⅱの教科書の目次を見てください。「式と証

明」、「複素数と方程式」、「図形と方程式」、「三角関数」、「指数関数と対数関数」、「微分法と積分法」

この６つの単元で構成されています。この６つの中で次の模試でこの単元を克服してから臨む！こと

を決めるとある程度目標設定ができると思います。英語であれば、①英単語・英文法、②短い英文の

構造を知る、③長文読解の３つに分け、まず①を克服するなど優先順位をつけたいところです。漠然

と英文法と言うよりは、関係詞、仮定法、助動詞…などに分けて重点的に勉強する分野を決めるのも

よいでしょう。細分化する際は、教科書の目次を見ても良いですし、スタディサプリも分野を丁寧に

分けてくれているので参考にしてみても良いと思います。 

 次回の模試に向けて  

◎関関同立や上位国公立大学を目指す生徒は偏差値 60を目指そう！ 

◎産近甲龍や地方国公立大学を目指す生徒は偏差値 55を目指そう！ 

◎大学進学希望者は偏差値 50を目指そう！ 

 

【1月模試範囲】 

教科 科目 必答問題 選択問題 備考 

数学 数学Ｂ 数学Ⅰ全範囲、数学Ａ（場合の数

と確率）、数学Ⅱ（図形と方程式・

三角関数） 

次の範囲より２題選択

→指数関数・対数関

数、微分法、数列、ベ

クトル 

 

理科 化学基礎 化学と人間生活、物質の構成、物

質量と化学反応式 

  

化学 化学と人間生活、物質の構成、物

質量と化学反応式、酸・塩基、酸

化と還元（基礎）、状態変化、気体

 化学と人間生活、物

質の構成、物質量と

化学反応式、酸・塩

の法則、結晶格子 基の一部は化学基礎

と共通問題 

生物基礎 生物の特徴、遺伝子とそのはたら

き、生物の体内環境 

  

生物 生物の特徴、遺伝子とそのはたら

き、生物の体内環境、植生の多様

性と分布、生態系とその保全（基

礎）、細胞と分子、代謝 

 生物の特徴、遺伝子

とそのはたらき、生

物の体内環境は生物

基礎と共通問題 

物理基礎 運動と力、仕事とエネルギー、熱   

物理 運動と力、仕事とエネルギー、熱

（基礎）、剛体 

波（基礎）、平面運

動・剛体から１題 

 

 

社会 日本史Ｂ 日本文化の黎明と古代国家の形

成、古代国家の推移と社会の変

化、中世国家の形成Ⅰ（～平氏政

権・院政期の文化）中世国家の形

成Ⅱ（～鎌倉文化） 

  

世界史Ｂ 諸地域世界の形成【オリエント文

明、地中海文明、インド文明（～

ヴァルダナ朝）、中国文明（～

漢）、南北アメリカ文明】、東アジ

ア世界の発展（～唐）、イスラーム

世界の形成と拡大（～ナスル朝、

インド・東南アジア・アフリカの

イスラーム化、イスラーム文明） 

  

地理Ｂ 地理情報と地図、地図の活用と地

域調査、自然環境Ⅰ（地形、気

候、植生）自然環境Ⅱ（環境問

題）、資源、産業Ⅰ（農林水産業、

食料問題） 

  

※国語、英語の範囲はありません。 

 


