
 
 

年度末考査講評 

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 

60.3点 

古典② 

56.7点 

古典③ 

56.4点 

現代評論入門 

46.7点 

現代文「時間がたりなかった」とまだ言っている人がいます。そろそろ定期考査

でそのようなことを言うのは恥ずかしいことだと自覚しましょう。模試のような

初めて見る文章ならいざ知らず、授業で取り組んだ文章です。「時間が足りない

＝勉強不足である」と公言しているようなものですよ。  

今回の問題の内容については、2問絶対に間違えてはいけない問題がありまし

た。大問２の問10と問14です。「クジラに関する問題は…」と書いてあるのに

空欄に「捕鯨問題」と入れた人（問10）、原因と結果が一つも連鎖していない選

択肢「イ」を選んだ人（問14）は自分が危機的状態であると認識しましょう。 

この状態を脱する取り組みとして、新聞や本を読んで分からない言葉が出てき

たら辞書を引いたりして、まずは語彙を増やしましょう。春季課題のワーク（リ

テラは全員仕上げて提出です）でも知らない単語や慣用句はどんどん辞書を引き

ましょう。また、ワークに取り組む際、接続詞や指示語など、「つなぎ言葉」に

着目しましょう。なぜそこに注目しなければならないかはリテラの表紙を開いて

すぐのページ「読解・表現のポイント」を読んで理解してください。 

古典 最高点は94点でした。減点は誤字などの表現上のミスだけです。つま

り、敬語や助動詞などの文法の知識はほぼ完璧に身についた人がすでにこの 74

回生の中にいるということです。大学進学希望者で「まだどうせ皆覚えてへんや

ろ」なんて思っている人は取り残されていますよ。危機感を持って春休み中に覚

え切ってください。 

80 点以上の高得点の人とそうでない人との差は、①「現代語訳がきちんとで

きたか」、②「大問三の模試の復習・単語の暗記ができていたか」で生まれてい

ます。①については何度か（何度も？）書いていることですが、現代語訳は単語

一つ一つを丁寧に現代語に置き換える作業であると思ってください。「大体こん

なんやろ…」というのは解釈であって訳をしたことにはなりません。訳をするた

めには、まず単語に品詞分解できるか、その次にそれぞれの単語の意味がわかる

か、という二つのステップが必要です。どちらのステップにしても、文法の知識

と単語の知識が不可欠です。ということは、先に書いた高得点の人とそうでない

人との差を解消するためにすべきことは①も②も同じですね。春季課題の古文単

語350＋αを一冊すべて覚えきりましょう。 

また、高得点の人ほど現代仮名遣いではなく歴史的仮名遣いで書くなどのケア

レスミスが目立ちました。「わかっていたのに…」をいつまでも繰り返さない！ 

地歴 世界史B 

43.5点 

日本史B 

57.6点 

地理B 

59.1点 

世界史B イスラーム世界は（「も」のほうが正確ですが…）、西アジアだけでな

く、アフリカ～インド～中央アジア～東南アジアにまたがる広大な領域を把握し

なければなりません。各地域史というミクロ的な視点と、13 世紀のユーラシア

～アフリカ世界というマクロ的な視点の両方が必要になります。まずはミクロ的

に各地域を確認→全体の流れの手順で整理していきましょう。「世界史はいくら

覚えても定期考査や模試で点が取れない」という声(悲鳴？)が聞こえますが、本

当に覚えていますか？“神聖ローマ帝国”という単語が書けるようになっても、

その国がいつ頃どのようにして成立したか説明できなければ「覚えた」とはいえ

ません。何度も言いますが、歴史の流れの中で人物・国名(王朝名)は説明できる

まで理解して覚えましょう！ 

春課題は追って連絡します。 

日本史B 2学期よりも全体の５点以上も平均点があがっていました。これは勉

強をしっかり取り組んだ人が増えたということです。日本史の成績は普段の取り

組みが良い人が定期考査でも高得点をとり、模試の偏差値も高くなります。教科

書の約1/3が終わりました。3年次でやる残りの方がまだ多くあります。日々の

授業→小テスト→中テスト→定期考査・模試という学習サイクルを継続・定着さ

せよう。 

 ※ 春季課題は一問一答３８～５０の★★★です。 

地理B 2年次で学習した全範囲からの出題でしたが、平均点が前回の期末考査

よりも 9 点上がり約 6 割の正答率でした。２年次終了時点の学習状況について

は順調だと思います。自信を持っていいです。ただ、解き方がマスターできず正

解できていない問題（分野）もあるので、その問題については各自できるだけ早

く見直して正解できるようにしておいてください。３年次では、考査範囲がさら

に広くなります。今やるべきことは、この春休み中にやってください。 

数学 数学Ⅱ③ 

67.7点 

数学Ⅱ④ 

54.8点 

数学B 

49.1点 

数学Ⅱ③ 図形と方程式の復習とプラスαの内容でしたが、出来はいかがだっ

たでしょうか。名前の通り【図形】と【方程式】とが結び付く興味深い内容（そ

れはこちら側だけか…）だったと思いますが、授業中は「覚えなあかんことが多

すぎる‼」という叫び声がよく聞かれました。数学に限らないことかと思います

が、何かを覚えるときには、単に暗記するのではなく成り立ちを知ることが重要

だと思います。それが本当の意味での【理解】ではないでしょうか。さらにどう

してこの式を使うのか、今は何を求めるべきなのか、を理解して問題に立ち向か

えば、少しは高得点につながるのではないかと思います。 

 今年度で高校数学を終える人もいると思いますが、数学的な考え方というもの

は一生使うものです。ですから、「やった！これでついに数学から逃げ切った！」

と思うことのないようにしてくださいね！ 
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数学Ⅱ④ 「微分・積分・いい気分♪」といった感じだったでしょうか。 

 「問題数が多かった」という感想をいただきましたが、共通テストに立ち向か

うことを考えれば標準レベルだと思ってください！特に定積分の計算について

は時間がかかることかもしれませんが、基本計算を理解したうえで、さらに「６

分の１公式」などとよばれるテクニックも身につけていきましょう。微分の問題

で積分をし、積分の問題で微分をしてしまった人は、要復習ですよ！！ 

 また本単元は、入試最頻出分野といっても過言ではありません。関数の最大値・

最小値に関しては２次関数の問題に帰着しやすいものもありますが、３次以上の

関数が出題されることも多く、面積を求める問題も本当によく入試で出題されて

います。理系の皆さんにとっては、微分・積分の序章ということで数学Ⅲにおい

ては今回の内容をさらに発展させます。ですから、今回の理解があやふやなまま

進級すると…（以下略）。 

 ということで、ひとまず１年間おつかれさまでした！来年に向けて、まずはス

タディーチャージと年度末考査の復習から始めましょう。 

数学B 漸化式を７パターンほどやりましたが、どうでしたか？𝑎1 = 3、𝑎𝑛+1 =

2𝑎𝑛 ・・・①から一般項を求めると𝑎𝑛 = 3・2𝑛−1・・・②となりますよね。な

ぜ一般項を求めた方がよいかというと、𝑎20を求める際に、①だと、まずは𝑎2を

求めて次に𝑎3を求めて、、、と約 20 回くらい繰り返さなければ𝑎20に辿り着けま

せん。しかし②であればnに 20 を代入すればよいだけですよね。漸化式よりも

一般項がわかった方が嬉しいですよね。前の 2 項を足し合わせてできるフィボ

ナッチ数列（1, 1, 2, 3, 5, 8…）は漸化式で表すと𝑎𝑛+2 = 𝑎𝑛+1 + 𝑎𝑛となり、一

般項で表すと、𝑎𝑛 =
1

√5
{(

1+√5

2
)
𝑛

− (
1−√5

2
)𝑛} となります。この場合は一般項の

形よりも漸化式の形の方がすべて整数で表されているので綺麗かもしれません。 

漸化式はパターン数が多いのですが、10 パターンくらいは解けるようにしてお

きましょう。やっていくと段々楽しくなりますし、解法パターンが多いので共通

テストの問題の題材になりやすいので。 

 

 

理科 科学と人間生活 

52.0点 

生物基礎 

60.3点 

物理基礎 

49.5点 

化学 

34.1点 

科学と人間生活 教科のタイトルの通り、人間生活にかかわる内容です。テスト

ができる云々よりも、今後の地球環境の行く末がどうなるのかを考え、生活習慣

を変化させていきましょう。持続可能な社会を形成するために！！ 

生物基礎 ワークをやっていません！７はワークの問題そのままです。(3)は提

出物をチェックした際、ほぼ全員が赤で記入していました。ワークで間違えたの

に、テストでも間違える？！ワークの意味って？！ 

「ワークをやる」とは「わかっていないところを把握し、わかるようにする」と

いうことです。作業としてこなすことを誰も求めていません。「できないことを

できるようにする」という意識を持ちましょう。 

物理基礎 予告済みですが、来年の物理は５単位、毎日授業が進みますよ！ 

自分でわかろうとして！教科書くらい自分で読みなさい。読んでおくように

言っているのに読まないから９の電磁波の問題ができないのですよね。電磁波

の種類と名前、いちいち説明されなくても読めばわかるはずですよ。まあ、授業

で説明したモーターの問題７でも電流の流れる方向がわからない人が結構いる

ようで、授業を聞いているのか？復習しなかったのか？テスト勉強しなかった

のか？と不思議で仕方ありません。 

小テストをしたクーロンの法則の計算１はよくできていました。授業で説明

し、小テスト後に説明し、小テスト返却時に説明しました。繰り返しやればでき

るのではないですか？先生に繰り返しやってもらうのではなく、自分でも繰り返

し復習してみたらどうでしょうか？ 

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高速で進む授業について来られま

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。これも

繰り返し書かれている内容ですね……。 

化学 なんですか？あの答案は？テスト勉強はしたのですか？ 

授業中も課題についても質問されることはほぼありませんでした。理解できて

いないのなら放置せずに質問するなりして解決するべきではありませんか？ 

固体の溶解度は２度目の出題ですがさっぱりできていませんでした。現状では

受験本番で問題がしっかり解けている光景は想像できません。 

絶対的に学習量が不足しているのではないですか？授業の様子は一部改善し

ている人もいますが、基本的に受け身で、学習に対する取り組み方はよくありま

せん。本当、大丈夫ですか？（いつまでも情けない話をさせるなよ……） 

英語 コミュ英Ⅱ 

55.3点 

英語表現Ⅱ② 

51.4点 

 

コミュ英Ⅱ ●長文問題３題出題しましたが、文章は省略せずに全て出題しま

した。さらに初見の長文も加えました。２月に行われた「大学入学共通テスト模

試」を受けてわかったと思いますが、限られた時間で多量の英文を読み内容を理

解する力が求められます。英文の分量は多かったですが出題レベルは教科書、ベ

ーシックノートに沿ったものが多く、解答しやすかったと思います。 



英語表現Ⅱ③ 

70.7点 

総合英語 

52.2点 

●大問（１）➡ユメタン満点者は２１人。３周目に入っていますので物足りない

数字です。次回は３／１８（木）にUnit 3＆4の小テストを実施します。全員満

点目指しましょう。 

●大問（２）➡Lesson 9より出題。問６はLesson 9に関連した初見の長文を読

み、英問の答となる部分を抜き出す問題でした。答はどこかある程度はわかるも

のの必要な要素のみを抜き出すことがなかなかできませんでした。全て名詞表現

で抜き出してほしいところです。 

●大問（３）➡Lesson 10より出題。内容理解の問題のみ出題しました。問２の

TF問題は教科書Read It Throughより出題しました。TFで答えるように指示

をしましたが相変わらず〇×で答える人が続出しました。指示をよく読みまし

ょう。 

●大問（４）➡１月模試長文より出題。課題考査の講評でも触れましたが模試の

解き直しをしっかりやりましょう。その中で語句や文法、内容の確認をしましょ

う。 

英語表現Ⅱ② ●教科書例文の英作文満点者は７３人。感心しました。やれば

できるじゃないですか。今回は覚える量が少なかった、というのもあるかもし

れませんが、満点者が増えた、ということは、君たちは覚えることができる！と

いうことです。アウトプットするにはインプットが必要です。知っている英文を

どんどん増やしましょう。 

＜コース１・２・３共通問題＞●教科書、ワークから出題しました。時制の一致、

話法の転換（これは必要なのか？と思わなくはないですが…）、強調構文は、基

本的なやり方（作り方）をマスターできていない解答が多い印象でした。話法の

転換は、“……”の内容を見て文型を決めます。基本は tell（人）that、Yes/No

疑問文ならask 人 if、wh疑問文ならask 人 wh SV、命令なら tell 人 (not) to 

do、依頼ならask 人 (not) to do これだけ覚えればすべての問題が解けました。

これを覚えていましたか？強調構文は、It is 強調するもの that 残り～はおお

むねできていましたが、動詞の強調に do, does, did を使う、これができていた

のは少数でした。否定語の強調もよく見かけるのでできるようにしておきましょ

う。名詞構文もpromise＝make a promiseという表現を覚えていなければいけ

ません。復習して覚えておきましょう。 

＜コース１・３＞●Review Exerciseの１～４（つまり教科書全範囲！）から出

題しました。問題はかなり簡単
、、、、、

にしましたが…。 

ここで皆さんに質問ですが…入試に出題されるのは英語の教科書のどの範囲で

すか？ ― 全部ですよね？ 

各考査ごとに完璧にマスターしているならそれでいいんですが、そんな人はいな

いでしょう。入試のその日までにいかに全範囲を網羅するか、網羅するために問

題集を手に入れ、それを何回も復習していかなければなりません。今回、テスト

勉強でReview Exerciseまで取り組み、90点以上を取ることができた人は受験

勉強にも耐えうるでしょう。そこまで取り組めなかった人、「範囲広すぎるわ。」

と文句を言っていた人、入試はどうするの？？ 

英語表現Ⅱ③ ●教科書例文の英作文満点者は１２人。前回より１０人増えま

したが、全員満点が取れるところだと思うのです。 

●ネクステ、ワークブックともに取り組んだ人とそうでない人の差が開いたと感

じました。今の時点でネクステの内容はどれだけ理解・活用できますか。授業で

も何度も言っていますが、夏休みが終わるまでに仕上げないと確実に間に合わな

いです。また、ワークブックの内容は英作文において必要な内容なので間違えた

ところをやり直しておくように。語彙や文法の基本をしっかり押さえることで英

作文のパートは得点源になります。基礎練はしんどい？それで合っています。 

総合英語 ●大問A ：正答率 52.4% 毎回恒例のNEXT STAGE イディオム

からの出題でした。考査のための勉強としては準備しやすいものでした。何度も

書きますが、進路希望先で英語の学科試験が課される場合は、やっておいて役に

立つ内容ですよ。●大問B ：正答率47.1% 内容理解 長文の空欄部分を答え

ます。問われている部分は記号で答えればよいので、動詞などは形で入る場所が

まる判りの問題でした。なぜか正答率が低かったのが残念です。●大問C ：正

答率54.3% 主に内容理解、少しの文法・表現問題 文法・表現問題の正答率が

足を引っ張った印象です。●大問D ：正答率55.5% 主に内容理解、少しの文

法・表現問題 こちらも文法・表現問題の正答率が低かったです。内容理解の面

でも、問題の指示文をよく読んでいないために、減点された者が多数出ました。

「ただし、主語を明らかにすること」を見逃しています。●大問E ：正答率68.7% 

内容理解 皆さんは長文の内容理解が強いようですが、もっと伸ばせると思いま

すし、そう願います。●大問F ：正答率33.2% 内容理解、文法・表現問題 間

違いを指摘するのは、文脈を読み取る力と文法・表現の知識と表現力がいります。

この大問の正答率の低さが教えてくれることは、皆さんが持っている読解力は選

択肢に支えられているということです。自分で「ここが具体的にはこうなってい

なければならない」と気づくための知識と表現力が欲しいということです。 

商業 簿記 

70.6点 

財務会計Ⅰ 

63.2点 

 

簿記 最高点96点。3級仕訳+2級本支店会計＋2級伝票集計の問題でした。3

級及び 2 級の基本的な問題ですので、間違えた問題は確実に解けるまでやり直

しておきましょう。 

財務会計Ⅰ 最高点100点。2級の仕訳・決算・特殊仕訳帳を中心に出題しまし

た。できている人とできていない人の差が大きかったです。来年度、全員が引き

続いて選択することになっている「財務会計Ⅱ」の授業についていくためには、

2級の範囲をしっかり復習しておく必要があります。特に、2級の仕訳・決算の

問題をきっちり解けるように問題演習しておいて下さい。 

 


