
 
 

課題考査講評 

 学校再開後に英語（C英・英表・総合英語）と数学（７組）の課題考査が行われました。昨年度に引き

続き出題された先生方から講評をいただきました。各自間違えたところを確認して、次のテスト（７月模

試、期末考査）に役立てて下さい。 

 科 目 平均点 結果講評と勉強法のアドバイス等 

コミュニケー 

ション英語Ⅱ 

 

31.8点 

(50点満点) 

 

●ユメタン満点者は２８名。ユメタンを含め、教科書本文の新出単語も完璧

に覚えたうえで受験しましたか？今回の考査では、単語の意味を答える問題

（しかも選択肢あり）だけで、38点ありました。C英の点数が 30点無かっ

た人は、単語を覚えられていないことが大きな原因だと思います。大学受験

に最低限必要な英単語数を知っていますか？約5,000語です。来年の数

か月で、約 5,000 語を覚えたほうが効率がいいのか、出てくるたびにコツコ

ツ覚えていくほうが効率がいいのか。答えはハッキリしていると思います。 

●大問３の３は代名詞が指すものを答える問題でした。(1)、(2)は本文から抜

き出せばいい問題でしたが、(3)は少し手を加える必要がありました。When 

Japanese dishes are localized overseas, should we call (3)them false 

Japanese cuisine or globalized Japanese cuisine?の themが何を指すか、で

すが、「海外で地方色を与えられた日本食」のことを指しているので、正解は

“Japanese cuisine that are localized overseas”となります。この形は本文

のどこにもないので、When Japanese dishes are localized overseas,の部分

から答えを考え出さないといけません。このような問題も表現力を問われる

問題としてよく出題されます。抜き出しから脱却できるようにしましょ

う。 

英語表現Ⅱ 25.3点 

(50点満点) 

 

●大問５はスタディサプリ「文の種類」の確認テストおよび講義テキストか

ら出題しました。問４のCan’t you speak English?「英語を話せないの？」に

対して「いや、話せるよ」と返答する場合 Yes, I can.となります。日本語の

「いや」に惑わされないようにしましょう。逆に「はい、話せません」と答え

る場合は、No, I can’t.となります。これも日本語の「はい」に惑わされないよ

うにしましょう。問６のWhen did you leave for Tokyo?を I want to knowに

続けて間接疑問文にする場合、語順は疑問詞＋S＋Vとなりますので注意しま

しょう。 

●大問６～８は教科書右ページの問題およびReview Exercises①から出題し

ました。テスト前に問題の解き直しをしましたか？解答を事前に提示してい

ましたが、答合わせをしただけで済ませていませんか？なぜその答えになる

のか？文の意味は？文中の重要なイディオムは？など深く掘り下げてみる必

要がありますね。大問８の問２のヒント goは go to（場所）で、問４のヒン

トarriveはarrive at（場所）で用います。自動詞のあとに前置詞をつけるの

を忘れないようにしましょう。 

●大問９の英作文問題満点者は３４人。満点まであと一歩の惜しい人もかな

りいました。今後も定期考査では同様の出題がありますので重要例文を完璧

に暗記するように心がけて下さい。 

総合英語 57.5点 ●全体を通してT/F 問題がたくさん出されました。大問A、B はそれぞれ10

問、大問Cは5問も出ています。授業では「速読」→「精読」と、複数回読

む機会があるのを活かして、確実な内容理解をして臨めば、高得点につなが

ったと思います。本文を注意深く読み、問題文としっかり対応させて判断す

るようにしてください。 

●大問 A の下線部(2) は並べ替え問題です。”show” の目的語が “how + 形

容詞” 節全体になる構造なので、形容詞を直後に持ってくることを忘れた

り、”how + 形容詞” 節内を[SV…] の形にすることを忘れている人ばかりで

した。 

●大問 A の 4 は長文でよく見る英語独特の表現でした。正答率は低かった

です。普段、何気なく読み飛ばしている表現をしっかり復習することです。 

●大問D・E はイディオムの問題です。様々な進路で英語が学科試験として

課されることがありますが、その場合はどこを受験してもよく出る表現です。

やって損はない勉強です。特に、選択肢が提示されない、自力でつづりを書か

なければならない問題の正答率は壊滅的でした。実は大問F の語彙問題と同

じく、出題元の教材とページが指定されていました。よって、取り組む範囲が

明確で、取り組めば必ず得点につながる問題でした。両方とも出題側が期待

したより得点が伸びませんでした。もっとしっかり取り組んでください。 

７組数学 47.0点 

(80点満点) 

最高点は満点の 80点、最低点は 16点。8割を目標に頑張ろう！というこ

とでしたが、8割以上取れたのは 9人でした。この 8人に関しては自主学習

が十分できている証拠でしょう。残りの人たちは①計算ミス、②準備不足の

どちらかだと思います。教科書の練習問題レベルしか出していないので、準

備が結果に全てつながったと思います。 

8割以下の人対象（希望制）に再考査を 7月 2日（木）の朝と放課後に実

施し、18人が参加しました。参加する時点でやる気については大いに評価し

ます。ちなみに再考査の最高点は74点、最低点は17点でした。大半の人が

１回目よりも得点を上げましたが、まだまだ 8 割に及ばない人が多くいまし

た。8割は目安で本当は10割取れることが望ましいので復習してください。 
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商業科目を利用した進学について 

年次主任・藤田 裕之 

 ２年次で簿記を選択した人は、授業担当の加幡

先生からも説明があったと思いますが、商業科目

を所定の単位数履修し、かつ必要な商業系の資格

を取得することで、専門学科推薦で大学へ進学す

る道が開かれます。専門学科推薦とは商業・工業・

農業・情報・総合等の学科の生徒を対象にした推

薦入試です。したがって普通科の高校からはこの

推薦入試には出願できません。簿記を選択した人

はこれからの頑張り次第では、普通科進学校の生

徒と競争せずに、難関大学に合格するチャンスが

あります。左の表は昨年度専門学科推薦（商業科

等推薦、商業系資格特別推薦）を実施した近隣の

主要大学一覧です。近畿圏を中心に紹介していま

すが、全国に目を向けると他にも多くの大学が専

門学科推薦を行っています。 

 もうかなり昔のことになってしまいましたが、

私が農業高校に勤務していた時、生物工学科の担

任をさせてもらい、３年間同じクラスを持ち上が

りました。このクラスの卒業後の進路は就職と進

学がほぼ半数ずつでした。進学した生徒のうち、

専門学科推薦（農業）を利用して国立大学の農学

部に５名の生徒が進学しました（岡山、鳥取２名、

香川、島根）。普通科の生徒が国公立大学に合格

するためには、センター試験でかなりの高得点

（得点率70％以上）を取る必要がありましたが、

農業科推薦では農業科の生徒同士の競争なので、

得点率 50％未満でも合格することができました

（勿論校内では成績優秀者ばかりでしたが）。 

 このように専門学科推薦を利用して将来の選

択肢を拡げることができますので、前向きに考え

てみて下さい。商業科目を利用した推薦入試につ

いての詳細は商業科・加幡先生まで問い合わせを

お願いします。 

大学 学部 学科・専攻 推薦種別 対象 併願・現浪 評定 条件 センター 選考 2019年度倍率

滋賀 経済（昼）

経済

ﾌｧｲﾅﾝｽ

企業経営

会計情報

社会システム

B推薦
商業・情報・総合

（商業20単位以上）
現役 4.0

日簿２or全簿１

or全情１
なし

１次書類・エッセイ

小論文（英語含）150分

2次面接

20/32

1.6倍

兵庫県立 国際商経 国際商経 商業科等推薦
商業・総合

（商業20単位以上）
現役 4.3 日簿２or全簿１ なし 書類審査・小論文（英語含）120分、面接

15/27

1.7倍

岡山 経済 経済（昼） 推薦入試Ⅱ
専門・総合

（商業20単位以上）
現役 4.0 4-4 書類・面接・CT 10/19　1.9倍

経済（夜） 推薦入試Ⅰ
専門・総合

（商業20単位以上）
浪人可 4.0 なし 書類・小論文（90分）・面接（口述含む） 12/30　2.5倍

尾道市立 経済情報 経済情報 推薦 商業or情報20単位以上 現役 4.0 なし 書類・小論文・面接 28/55　2.0倍

福知山公立 地域経営
地域経営

医療福祉経営
専門学科推薦 専門・総合 現役 3.8

日簿２or全簿１

orITパス
なし 書類・小論文（英語含）・面接（グループ） 4/6　1.5倍

流通科学

商

経済

人間社会

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・経営

経済・経済情報

人間社会・観光・人間観光

有資格者推薦

（商業系等資

格特別推薦）

大学指定の有資格者
併願

１浪
なし

指定の資格

（多数あり）
なし 書類・小論文（60分）・面接

53/58　1.1倍

23/29　1.2倍

13/13　1.0倍

甲南 経営 経営 AO 大学指定の有資格者
併願

浪人可
3.6

英2or全英1or

日簿2or全簿1

or全情1orITパス

なし

１次書類

2次面接（個別）

志望理由書・修学活動計画書

10/53　5.3倍

専門課程推薦
専門・総合

（商業20単位以上）

専願

現役
4.0

日簿２or全簿１

or全情１

＆全英１or英２

or英準2+資格１

なし 書類・小論文（60分）・面接 10/11　1.1倍

近畿 経済
経済・国際経済・総合経済政

策
専門課程推薦

専門・総合

（商業20単位以上）

併願

現役
4.0

日簿２or全簿１

or全情１or全ビ
なし 書類・小論文（500～1000字、60分）・面接 非公表

経営
経営・商・会計・ｷｬﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ
書類・小論文（500字×2題、60分）・面接

関西 商 商 有資格者推薦 全日制課程で指定の有資格者
専願

現役
4.0

日簿２or全簿１

or全情１

＆全英１or英２

なし 書類・小論文（90分）・面接 15/25　1.7倍

大阪経済

経済

経営１

情報社会

経済・地域政策

経営・ビジネス法

情報社会

専門課程

商工系資格推

薦

専門・総合

（商業10単位以上）

併願

現役
3.8

日簿２or全簿１

or全情１or商経1

級or全英１or販

なし 書類・小論文（90分）

24/34　1.4倍

38/114　3倍

17/20　1.2倍

経営2 経営
3.5or

有資格
10/13　1.3倍

龍谷 経営 経営 専門課程推薦
専門・総合

（商業20単位以上）

併願

現役
3.8

日簿２or全簿１

or全情１
なし 書類・学科（国総・現文B、40分）・面接 20/48　2.4倍

京都産業

経済

経営

法　他

経済

マネジメント

法律・法政策

専門課程推薦
専門・総合

（商業20単位以上）

併願

現役
4.0

日簿２or全簿１

or全情１
なし 書類・小論文（60分）・面接

7/9　　1.3倍

23/40　1.7倍

13/14　1.1倍

専門学科推薦（商業科等推薦、商業系資格特別推薦）等を実施している近隣の大学

●この他にも全商協会推薦（検定を多く取得すると合格可能性大）があり、関関同立４大学で3～10名の枠あり。大阪商業大学は学費半額になる。

●商業科目20単位履修者対象に同志社大学商学部の指定校推薦枠１名あり。（簿記・英検の資格条件あり）

●神戸学院大学の公募推薦で簿記検定１級などの資格を取得していれば加点あり。（Z項）

●流通科学大学の商業系等資格特別推薦合格者は入学後の有料資格講座が全て無料受講できる特典あり。取得資格と成績によっては授業料半額免除となる。


