
 
 

期末考査講評 

教科 平均点 結果講評と勉強法のアドバイス等 

国語 現代文B 

54.3点 

古典② 

45.9点 

古典③ 

49.1点 

現代評論入門 

52.5点 

現代文「時間がたりなかった」という声をよく聞きました。読むスピード、問題

を解くスピードを上げるのはもちろん必要なことですが、そもそも定期考査の問

題は授業で一度習った文章が出ています。そこを一からもう一度読まないと文章

の内容がわからないというのは準備不足です。教科書の文章を何度も読み、授業

のノートを見返して内容の整理をし、文章の内容がしっかり頭に入っている状態

にして考査に臨みましょう。  

また、大問一から解かねばならないという決まりはありません。「漢字をしっ

かり勉強したのに時間配分を間違えて解けなかった」という人、次からは必ず漢

字の問題から解きましょう。 

問題の内容については、問いに対して適切に答えるようにしましょう。これに

尽きます。聞かれているのは「理由」なのか「目的」なのかなど、しっかり判断

しましょう。これは普段の会話や授業でも心がければできるようになることで

す。何を聞かれていて、どのようなことを答える必要があるのか、常に考えて受

け答えをしてみてください。 

古典 敬語の種類を判断するのはできている人が増えているように思います。

また、助動詞の意味も覚えられている人が徐々に増えてきているように思いま

す。しかし、まだまだ完璧とは言えない状態です（2，3 名、覚えきれている様

子…と感じる人はいます）。冬休みの課題として、丸暗記プリントを課しました。

大学進学を考えている人は特に、「この冬休み中で覚えきる！」という覚悟を持

って臨んでください。冬休み明けの課題考査や授業で期待しています。 

敬語に関して、うまく現代語訳できない、敬意の方向がわからないという人は、

現代語の敬語の勉強から始めた方がよいと思います。尊敬語・謙譲語・丁寧語は

それぞれどのような人に対して使う言葉なのか、どのような表現をするものなの

かをしっかり理解しておきましょう。 

漢文については、再読文字はマスターできた人が多いように感じました。まだ

できていなかったという人は出遅れています。要復習です！「鴻門之会」に出て

きた句法や語句はとても重要なものがたくさんありました。例文的に丸暗記して

おいて損はありません。白文の状態で正しく読み、書き下しができ、現代語訳が

できるという状態を目指しましょう。 

地歴 世界史B 

47.9点 

日本史B 

51.6点 

地理B 

50.3点 

世界史 B 今回は範囲的に中国史のみ（しかもタイムリーに古典では「鴻門之

会」を学習した）ということで比較的覚えやすかったのではないかと思います。

「世界史はひたすら語句を暗記！」と考えるのではなく、他教科・ドラマ・映画・

異文化理解など色んな視点から学習に取り組んでください。しかし、地道な学習

も必要です。授業中、教科書の地図上でチェックを入れるだけでは覚えられない

人(そろそろ誰のことかわかっていますよね？)は、自分の手で地図を描いて地名

を書き込んで覚えましょう。 

☆冬課題のプリントから課題考査を出題しますので、しっかり取り組んでくださ

い☆ 

日本史B 中間考査と比較して高得点者(最高点は 95点)が増えた結果、少し平

均点があがっていました。これは勉強をしっかりと取り組んだ人がわずかながら

増えたということです。3年次になってから慌ててやるのではなく日々の授業や

小テスト・中テストなどで学ぶという学習サイクルを継続させよう。 

 ※ 冬季課題は一問一答 16～37の★★★です。 

 ※ 冬季課題考査は平均70点以上が予想されます。 

地理B 前回同様にすべて共通テストレベルの問題を出題しました。平均点が、

中間 41.2から期末 50.3と上昇し、60点以上取れた生徒も７名へと増加しまし

た。徐々に問題にも慣れ、学習方法もマスターできつつあると感じています。こ

れからも①「ヌケ・モレの克服」、②「問題の解き方に慣れる」を意識して学習

に取り組んでください。 

数学 数学Ⅱ③ 

62.5点 

数学Ⅱ④ 

48.0点 

数学B 

44.6点 

数学Ⅱ③ 「微分・積分・いい気分♪」という感じでしたか？ 

平均点をみると「まあまあ」と言ったところですが、「解けているのに残念」、と

いう人が多かったように思います。グラフの問題では y 切片を求めていなかっ

たり、増減表が丁寧に書けていなかったり、不定積分のＣが抜けていたり、定積

分の式変形が無茶苦茶だったり…と、いい加減な解答が目立ちました。なんとな

くの理解ではなく、しっかり復習できていなかったのかもしれません（きっと取

りかかりが遅くて、課題を終わらせるのに精いっぱいだった？）。14日のガイダ

ンスにもありましたが、数学は復習の科目。テストの解き直しから始めよう。 

数学Ⅱ④ 三角関数・指数対数関数は入試頻出分野です。要！要要！要要要復習

です！！考査は、教科書・はぎとり・REPEAT から、いくつかの問題を「その

まま」出してみました。「これ見たことある！」と思って解けた人はどれくらい

いたでしょうか…。毎回同じようなことを伝えるようですが、授業のスピードは

これ以上落とせません。４単位というペースで進む授業の復習を、考査前だけで

間に合わせようとするのは大変⚠危険⚠です。１回の授業で進むのは大体教科

書見開きの２ページ。毎日の復習には20分もかからないかもしれません。大体、

考査までに20回授業があるとして、 

20（分）×20（回）＝ 400（分） 

400（分）÷60（分） ＝ 6.6666…（時間） 

一見６時間半ほどで終わるじゃないかと思われるかもしれませんが、イチから復

習すると単純計算通りにならないのは自明です。とにかく年度末に向けては「そ
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の日の復習・その日のうちに♪」で頑張りましょう。まずは考査の解き直しから

始めよう！ 

数学B 数列は n が出てき過ぎてなんだかわかりにくくなっているかもしれま

せんが、要は2,4,6,8…の数列のn番目は？⇒2n。これを𝑎𝑛 = 2𝑛 

と表しているだけなのですが…数列に出てくる公式はYouTube等で調べればす

ぐに出てきます。公式は覚えてしまった方が良いものもありますが、数列に関し

ては自分で簡単に導けるものが多いので、冬休みにやってください。数列は大学

入試で必ず出ます。要復習！！ 

理科 科学と人間生活 

50.0点 

生物基礎 

68.0点 

物理基礎 

67.2点 

化学 

49.6点 

科学と人間生活 教科書、問題集から出題しています。授業をしっかり受けて、

教科書ノートを見ながら問題集に本気で取り組めば、解ける問題です。今回得点

不足の人、３学期は本気で取り組みましょう。 

生物基礎 基本的な内容を問う問題が多く、覚えるところができれば高得点に

なるテストでした。自律神経とホルモンの調節は、図全体で覚えきることが大事

です。間違えたところはすぐに確認しましょう。最もチェックしてほしいのは、

計算問題ができていたかどうか！このテストにおける計算問題は、入試において

基本中の基本！確実にできるようにしておくことが大切です。 

物理基礎 本題に入る前に質問ですが、この文章、読んでますか？ 

波の性質、音、エネルギーの利用から出題しました。いずれも基礎的な内容を

出題しました。授業でも演習の時間を確保したので、考査ではある程度得点する

ことができました。 

考査が終わったとたん、もう忘れているということはないですよね？ 

授業でも話していますが、3年の「物理」は「力学」から始まり、「熱」「波・

光」「電気」「原子」と学習していきます。物理基礎の内容を忘れていると授業に

ついてこれませんので、冬休みには復習や演習、予習にしっかり取り組んでくだ

さい。 

化学 本題に入る前に質問ですが、この文章、読んでますか？ 

 結晶格子、気体の法則、気体の分子量、混合気体、固体の溶解度から出題しま

した。Ⅶ～Ⅻは応用的な問題を出題しているので予想通り出来が悪かったです。

Ⅰ～Ⅵは基本的な問題を出題しているのに出来が悪かったです。 

絶対的に学習量が不足しているのではないですか？授業中に寝ていたり、提

出物が全く出せなかったり、どう考えても君たちの学習に対する取り組み方がよ

くないということです。今の状態で3年になるなら、面倒見切れませんね。（い

つまでも情けない話をさせるなよ……） 

英語 コミュ英Ⅱ 

48.5点 

英語表現Ⅱ② 

41.2点 

英語表現Ⅱ③ 

58.5点 

コミュ英Ⅱ ●ユメタン満点者は２５人。惜しくも満点を逃した人もかなりい

ました。課題考査範囲はUnit 9&10です。満点目指しましょう。 

●今回気になったのは、教科書から出題した文法問題です。教科書、ベーシック

ノートから全く同じ問題
、、、、、、

を出題しましたが、「あぁ、全く勉強していないな」と

思う答案ばかりでした。「まぁ、何とかなるやろ」という謎の自信を持っていま

せんか？その自信に基づいて、80点、90点を取れているなら何も言うことはあ

総合英語 

45.3点 

りません。が、平均点くらいの点数しか取れていないなら、来年が心配です。 

●教科書本文に関しての問題です。単語はユメタンと被っているものも多いの

で、あえて
、、、

出題しませんでした（出てきた単語を覚えるのは試験がなくてもあた

りまえにしなければいけないことですよ。）。今回の範囲で言えば、so … that ～

構文や、使役動詞（have）構文、the+比較級～, the+比較級～構文など、大事な

構文が（授業で言われているはず！）使われている文は必ず暗記する。熟語、イ

ディオムが出てくる文も暗記する。こういう風に英文のストックを増やさない

と、いつまでたっても読めない、書けない、話せない、聞けない、になってしま

います。 

●英語の上達法は音読のみ！と言っても過言ではありません。覚えるまで音読し

ましょう。 

英語表現Ⅱ② ●教科書例文の英作文満点者は１８人。例文の暗記を含め記述

問題の出来が悪すぎます。大問（５）の模試の英作文以外は教科書とワークブッ

クから出題しましたので、何度も繰り返し解いていればもっと得点できるはずで

す。 

●マークカードの配点は 47 点で平均は 20.1 点。マークカードの受験番号間違

い９名、マーク不鮮明のため読み取りができないものもありました。マークは濃

く、丁寧に塗りつぶすこと。 

●今回数名の人が「これより２単位の問題」という表記の意味が理解できず、大

問（６）と（７）を全く解答していませんでした。２単位＝週２時間の授業、す

なわちコース①、③の諸君の講座です。考査問題のタイトルも英表Ⅱ（２単位）

としていました。また記述解答用紙の得点記入欄に配点（53 点）も記載してい

ましたので、解答欄の半分が空白となっている時点で「おかしい」と思って下さ

い。自分で勝手に判断せずに、試験監督の先生に質問するなど方法はあったと思

います。今回この部分が０点になるのは仕方ありませんので、次回のテストで挽

回して下さい。 

英語表現Ⅱ③ ●教科書例文の英作文満点者は２人。ここは20点をもらう問題

ですよ。 

●大問（５）と（８）の英作文について。ボランティアに関する問題では、「大

学生がボランティアをすべきだ」という理由が書けている人がほとんどいなかっ

たように感じました。例えば、ボランティアを通して自分自身を発見できるから

（ボランティア先的には×かもですが）、人を助けるということはどういうこと

か学べる良い機会になる、など具体的な解答が欲しいものです。また、仮定法を

使った問題についてですが、「magic user」は「魔法使い」です。手品のことだ

と思って解答していた人が何人かいました。（手品師はmagician です。それに

手品師には絶対なれない、ということはないので仮定法で書く必要がないので

は？）By the way, if I were to turn into a magic user, I would use magic of 

reading your minds…just kidding! lol 

●マークカードの配点は 47 点で平均は 30.0 点。マークカードの受験番号間違



い１名。２単位の講評同様マークは濃く、丁寧に塗りつぶすこと。 

総合英語 大問A はNEXT STAGE イディオムから、各頁 2題ずつ出題され

ました。毎回出題されていて、まだ傾向を掴んで準備できていない人は勿体ない

ことをしましたね。ほとんどの人が得点できていませんが。20点は大きいので、

このように確実に範囲が分かっている問題は取りこぼさないように、早めに取り

組むといいでしょう。それ以外の大問は、どの長文が出るのかまで授業で明らか

になったので、かなり勉強し易かったと思います。にもかかわらず、得点できな

い人が多かったのは残念です。大問 B の配点は 10 点でした。記号を選んで要

約を完成させる問題だったので、綴りがはっきりしなくても、内容さえ復習して

おけば、楽に正解できたはずです。正答率は低かったですが。 

この科目に取り組む姿勢の差が得点差として表れ始めているように思います。

授業で読み解いた問題の正答率は厳密には出していませんが、二極化しているよ

うに見受けられます。教科書と全く同じ問題ができない人は、授業中に共に読解

した内容に予習段階から取り組み、やった内容を理解できるまで復習したり、質

問する気持ちがなかったのだろうかと悲しくなります。教科書で一度解いた問題

ではない（読解力が問われる）ものでも、一度解いたものでも得点できない人は、

授業中にどのように自分が時間を費やしているか、考え直すのが良いかもしれま

せん。ぼんやりと、単語や熟語の意味を誰かが答えるのを待っていたり、各段落

の内容をまとめもせずに解答が発表されるのを待っていたり、解説中は別のこと

を考えていたりしていませんか？ 

「自分の未来は誰かに与えてもらえるものではない。自ら掴みにいくものであ

る」とは、英語を教え、自らも生涯英語を学習し続けていこうとするとある者か

らのメッセージです。 

商業 簿記 

68.9点 

財務会計Ⅰ 

69.2点 

原価計算 

48.4点 

 

簿記 最高点96点。3級全範囲+2級伝票集計の問題でした。問題のボリューム

が多く、最後まで解けていない人もいました。内容をしっかり理解していないと

解けない問題もありました。2月の大会に簿記で出場する人もいますので、間違

えた問題の解き直しをしっかりしておきましょう。 

財務会計Ⅰ 最高点99点。2級の決算、特殊仕訳帳、仕訳問題を中心に出題し

ました。ミスなく解ける人も増えてきました。1 月の簿記検定 2 級合格に向け

て、冬休みの課題にもしっかり取り組みましょう。 

原価計算 最高点 100 点。1 級原価計算の出題内容のなかのメインになる問題

を出題しました。部門別個別原価計算の一連の仕訳の流れ、組別総合原価計算の

作表、標準原価計算、直接原価計算がその内容です。必ず出題される分野の問題

になりますので、まだ理解しきれていない部分がある人は、原価計算の補習を

12/25（金）午前中に行いますので、必ず参加のこと。 

 

 

 

 

 

進路閲覧室を利用しよう！ 

進路閲覧室は１号館２階進路指導室に隣接しています。進路選択のために有益な情報、過去問題集（いわ

ゆる赤本、黒本等）、公務員対策問題集、高卒求人票（コピー）、各事業所パンフレット等を揃えています。

進路の情報を集めたい人は積極的に利用して下さい。 

 

〈利用上の注意事項〉 

（１）利用時間帯は平日の放課後で、17時まで利用可能です。通常は施錠していますので、利用の際は進路

指導部の先生に申し出て下さい。 

（２）受験関連書籍の利用、受験報告書や求人票の閲覧が可能です。利用後は元の場所に戻して下さい。 

（３）資料により貸し出しができるものとできないものがあります。 

貸出可能 赤本等の受験関連書籍、市販書籍等 

①貸出簿に必要事項を記入します。書き込みやページの折り込みは禁止です。 

②貸出日の翌日から10日以内に返却して下さい。 

貸出禁止 受験報告書、求人票等 

①受験報告書は閲覧のみとし、必要な情報を各自でメモを取ることは可能です。 

②求人票のコピーを希望する場合は、所定の用紙に希望する企業を書いて進路指導部の先生に提出しま

す。 

（４）進路閲覧室にはインターネットに接続されたパソコンがあります。閲覧のみ利用でき、USBメモリへ

のデータ保存等はできません。 

（５）進路閲覧室では飲食、私語による迷惑行為は厳禁です。退出して部屋に誰もいなくなる場合は消灯し

て下さい。室内の整理整頓（閲覧した書籍は元の場所に戻すetc）を心がけて下さい。。 

（６）隣接する進路指導室には企業や大学等から関係者が多く来られます。来校者への挨拶等、進路指導室

付近でのマナーを守って下さい。 

 

〈進路閲覧室配置図〉 
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（指導室入口）      ＜願書・学校案内・求人票が入っているキャビネット＞ 
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過去の模試・入試問題集 
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就職・専門学校に関する資料 小論文対策・赤本 

閲覧机 


