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自 己 実 現 2020   兵庫県立神戸高等学校 進路指導部  

 

３年生で実施する実力考査は５回あります。①第 1回実力考査(4/11～12)実施済み。 

②第 2回実力考査(6/13～14) ③第 3回実力考査(9/3～4) ④第 4回実力考査(10/12～13) 

<第 2回駿台・ベネッセ模試で代替> ⑤第 5回実力考査(11/12～13)で判定資料に用いる語

句説明を以下に記します。 

[Ａ％・Ｂ％成績] 

３年生の実力考査は，成績結果を「Ａ％」・「Ｂ％」という数値で表示します。さらに，そ

の成績にもとづき神戸高校独自の合否追跡調査を行い，資料を作成しています。 

「Ａ％」成績は次のように算出します。 

文系 (国：200＋英：200＋数：200＋社：200＋理：100)／９ 

理系 (国：200＋英：200＋数：200＋社：100＋理：200)／９ 

◎第１回実力考査は，「倫理，政治経済」が未実施なので，それを除いたデータで算出しています。 

「Ｂ％」成績は，校内実力考査(記述模試)のデータのみ利用し，次のように算出します。 

文系 (国：200＋英：200＋数：200)／６ 

理系 (英：200＋数：200＋理：200)／６ 

合否追跡調査に用いる総合成績は，第３回～５回の実力考査の各科目の平均を算出し，

「Ａ％」・「Ｂ％」成績の算出式に代入します。 

「Ａ％」成績が５教科の総合的な実力(センター試験の得点状況と密接な関連があります)を示

すのに対し，「Ｂ％成績」は国公立大学の二次試験の実力を示す数値です。 

 
[第１回実力考査教科・科目別講評] 
 
<国語>   

平均点は模範解答、解説に記載の通り。現代文の得点率に大きな差はなく、点差が開いたの

は、古典分野である。春休みに１・２年時の内容をきっと復習しているだろうが、基礎を定着

させるためには、繰り返し学習することが大切である。引き続き取り組んで欲しい。 

現代文は、課題・実力ともに全体の流れをつかんで読むということができていない。そのた

め、各設問の解答も、傍線箇所の直近部分にしか目を向けていないものが多い。傍線部へいた

るまでの、筆者の思考の流れを整理して文章を読もう。 

漢文ではⅠ・Ⅱともに、句法・語法の基礎知識がまだまだ定着していないことが明らかとな

った。今さらではあるが、声に出して、漢文特有の言いまわしを体得することが必要である。

また、文章の構成は、故事や比喩、一般論を最初に述べ、現状を分析し、策や方法を提案する

といった、明解で美しいものが多く、それさえ分かれば理解しやすいはずである。 

古文は、３年生になったのに、基本的な古語の読み方や意味、また、敬語全般についての基礎

的な知識が欠落している答案が特に目立ち、非常に残念であった。今のうちに古文の常識的な

事項を再確認することが必要である。また、課題から出題された二 の出来が悪く、問題に対

する日頃の取り組みの甘さが露呈した形になった。さらに、実力問題の七 は、平易な内容の

文章であったにもかかわらず、白紙に近い答案も多く見受けられた。最後の問題ということも

あり、時間が足りなかったと思われるが、時間配分を考えて問題を解くことを心がけてほしい。 
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<数学> 
3年になり､勉強している雰囲気が高まってきているように感じる。提出物にも努力の跡が多

く見られた。課題実力考査の講評では何度も言っているが、問題には意図があり、これは現時

点で出来て欲しい問題であったり、出来るようになって欲しい問題であったり、メッセージが

含まれていることを覚えておいて欲しい。文理共通の大問３のベクトルの問題はベクトル方程

式の立て方を主眼に置いている。係数の和が１の意味を理解して欲しい。特に理系の大問６(ペ

ル方程式)は授業では取り扱っていないため、会話文にして誘導した。しかし、誘導がなくても

解けるまで理解を深めてもらいたい問題であることを忘れないで欲しい。最近の入試では、思

考力を問われる問題が増えてきている。それをクリアーするためには、まず基本事項を理解し

使えるようにすることである。教科書の内容が終われば演習に入るが、まずは分野別に押さえ

るべきことを整理し使えるようにすること。授業までに自分の答案をできる限り作ってくるこ

とで力がついてくるので、今回の結果だけにとらわれず、粘り強く勉強して欲しい。 

 

<英語> 

筆記  平均点 72.7点 / 200点           リスニング   平均点  28.5点 / 50点 

【リスニング】 28.5点 / 50点 

正答率の低かった（25％程度）の問題を中心に transcript を見て復習しましょう。また、

日頃からリスニング力向上を目指し、もっと耳を鍛えること。リスニングの得点は伸びしろ大

の人が多い。 

【発音・アクセント】  4.3 / 20 点 (21.7%) 

   発音、アクセントに関して得点できていない。難問もあったが、今後は派生語と発音、ア

クセントの違いにも注意して語彙力増強をはかること。とにかく自分の口と耳を使って繰り返

し覚える努力を。 

【文法・語法】  11.8 / 40 点 (29.6%) 

春休み課題等より出題の基本的な問題。文法･語法は『スクランブル英文法･語法』を地道

に覚え 

ていくことが基本。学校でのテストは最低限のペースメーカーなので、各自が最低 3回は全ペ

ージに目を通して覚えていくこと。 また、LEAP に取り組みながら発信力を鍛えていきましょ

う。その際、動詞の時制や名詞の単数・複数や冠詞にももっと意識を傾けること。語彙力は伸

長している人が多いが基本的な単語の語法等を再確認しておくこと。 

【表現・英作文】14.4 / 40 点 (36.0%) 

  〈A〉の整序問題は、選択肢に並んでいる語句から「動詞」に注目することによって、どの構

文を使って書くことができるのか考えましょう。考え付くパターンが多いほど正答に近づける

はず。普段から、和文英訳の際にいくつかのパターンで書けるようにしましょう。 

〈B〉は英文和訳でした。２．３．は国立大学の過去問題からの出題。全体的に難易度の高

い問題も一部含まれていました。確かに文法的に正しく書こうという姿勢は見られるようにな

りましたが、まだまだ不十分な点もありました。その一例が、１．の「多いはず」の「はず」

に当たる英語の表現です。これは助動詞 ‘should’ を使用すべきなのですが、それが思いつか

ない人が多かったです。また、関係代名詞の非制限用法も上手く使用できる人はほぼいません

でした。英作文ができるようになる基本は、なるべくたくさんの英語を読む、英語に触れるこ

とで、体の中に英語を貯めていくということをイメージしてほしいと思います。  
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また正しい英文が書けるためには、スペリングや正しい文法･語法に注意するだけでなく、

英文そのものを覚えるために、例えば、『英語の構文１５０』の基本例文だけでも暗記するとい

った作業が必要です。 

確かに文法的に正しく書こうという姿勢は見られるようになりましたが、まだまだ不充分な

ところもみられます。４．の「夢を実現する」realize one’s dream, make one’s dream come true

ができていなかったり、５．の「人」humans, human beingsの sがなかったりとつまらないミ

スも多い。また、２．の modern Western technology の語順を間違っていたり、the を付けて

いる人が多くいました。「キメ」で書く表現は、きちんと覚えておきましょう。 

【長文】     42.1 / 100点 (42.1%) 

【5】～【7】は春休みの課題からの出題。【4】は実力問題。 

 英語の長文は、題材が多岐にわたっています。自分が得意な分野、既知の内容であると内容

理解もスムーズにできるはず。普段から、日本語でも様々な分野に興味を持つこと、また様々

な分野の英単語に触れることを意識しましょう。 

 

<理科>  

物理 

現在の進度に合わせ、波動までの範囲で 50分、大問 3題を出題した。 

 いずれも大問の前半の小問は基本事項を問うものであり、ここだけでも押さえておけば 50

点前後、取れるはずである。と思われたが、振るわない人が多かった。各自、学習の仕方や程

度を再確認していただきたい。本格的には夏休みから、でよいとは思うが、全く何もせず、い

きなり夏休みに…、は無謀である。話にならん。授業を大切にし、1 日 1 回は物理という学問

に集中してもらいたい。物理には「慣れ」と「コツ」がある。あきらめずに努力を続けていく

ことを望む。 

 

物理基礎 

平均点は 25.2点（平均得点率 50.3％）でした。各問題の正答率（％）は、1(25.0)、2(35.0)、

3(75.0)、4(85.0)、5(30.0)、6(60.0)、7(85.0)、8(45.0)、9(15.0)、10(95.0)、11(75.0)、12(25.0)、

13(15.0)。既習の内容ですが、授業を大切にして、もう一度思い出したり、理解を深めていき

ましょう。 

 

化学 

今回は実力考査としてセンター形式も記述形式も入試レベル（第１回なのでやさしめ）で出

題しました。平均点から判断すると１～２年の範囲で復習や演習が十分でない人や、わからな

い箇所をそのままにしていた人が多かったのかもしれません。間違った問題は解説プリントを

読んで理解したら、解説を閉じて「計算も含めて
．．．．．．

自力で正解にたどり着けるように問題の解き

直し」をする自己チェックを必ずしてください（やらないと身につかないし同じミスを繰り返

しますよ）。「化学」は積み重ねの科目（現在の無機に続き、有機・高分子と暗記事項がさらに

増えていく）ですから、３年の学習にきちんと取り組むとともに、次の６月実力に向けて早目

に復習（覚え直し）を進めましょう。また、今回の試験問題で時間不足になった人は普段から

問題を解くスピードをアップさせましょう。 
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化学基礎 

今回はセンター形式（第１回なのでやさしめ）と一部記述形式で出題しました。1 年間のブ

ランクがあるため予想されたことといえ平均点から判断するとほとんど復習しないまま受けた

人が多かったのかもしれません。1 年間かけてじっくり復習と演習を進めればセンターの本番

で 7～8割は取れるようになると思うので、現時点で点数が悪くても焦る必要はありません。と

はいえ勉強をしなければ点数は上がりません。ポイントである「化学式やイオン式など覚える

べきことは完全に暗記する」「用語とその意味を覚えるときは具体例も覚える」「化学の計算問

題は普段から電卓を使わずに自力で計算する」などに注意して授業を中心に据えて復習を進め

てください。 

 

生物 

平均点は 26 点で、4 割を超える設定をしていたので残念です。第 1，2 問にはセンター試験

追試と入試問題を参考に作成し，高い解答率を期待したのですが点数が伸びませんでした。基

本的な知識を問う小問で点が取れてない生徒は夏までにしっかりと重要語句の復習をするこ

と。実験考察問題の記述も少しずつ慣れ自分の言葉で書けるようする。現役で合格するために

は理科の重要性が上がってきます。3 年になってから生物の勉強時間は少なくとも数学の半分

の時間が取れていますか？多くの理系の 2次試験の配点は理科と数学の配点は同じもしくは理

科のほうが多い(自分の志望校の配点を確認しておくこと)。現役で第一志望に合格するために

授業と時間を有効に使っていきましょう。 

 

生物基礎 

今回の実力考査では、重要語句の一部と間違いやすい計算問題をいくつか出題しまた。平均

点は 14点、最高点 30点。生物基礎で高得点を取るには重要語句を確実に理解し、計算問題と

実験問題でいかに点を稼ぐかが重要になります。自分が解けなかった計算問題の見直しを必ず

行い、次回以降は同じような問題は 8割以上とれるようにしておきましょう。この見直しの地

道な繰り返しがセンターでの安定した高得点に繋がる道なので、愚直に努力を続けて下さい。 

 

<地歴> 

世界史 

１ 出題内容 

  大問１～４…春季課題より（冷戦、中東戦争、イタリア戦争、ウィーン体制） 

大問５  …センター形式の実力問題（センター試験よりは難） 

大問６  …定期考査形式の実力問題（中堅私大レベル） 

大問７  …資料読解の実力問題（難関国立大レベル） 

大問８  …300字論述（語群を付け、採点基準を開示して出題） 

２ 分析 

 ・並び替え問題が弱い。世紀のイメージをつけ、○世紀の前半／中頃／後半にあったかをと

らえてほしい。 

 ・論述は解答形式としては難しいが、問われている内容は基本的。「無制限潜水艦作戦をアメ

リカがやった」「ブレトン＝ウッズ体制の中で第一次世界大戦が始まった」など事実誤認

や時系列誤認など、理解できていない点が浮き彫りになった。 

３ 指導方針・学習の心構え 

「×難しい問題を答えて差を広げる」→「○易しい問題を答えて差をつけられない」 
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日本史 

[文系] 

(大問 1)：旧石器時代から弥生時代の遺跡に関する問題。 

 旧石器時代・縄文時代・弥生時代の代表的な遺跡は、時代・遺跡名・場所・その遺跡の持つ

意味を押さえて勉強すること。小問 5の論述問題はよく出来ていた。 

(大問 2)：弥生時代・邪馬台国・ヤマト政権に関する問題。弥生以降本格的農業の開始により、

社会構造が大きく変化し、具体的にどのような政治変化が起こるのかを整理しておくこと。 

 この時代の史料は、「漢書地理志」（誌にしない）・「後漢書東夷伝」・「魏志倭人伝」・「宋書倭

国伝」・「好太王碑文」等に限定されており、いずれも非常に重要なものなので、必ず押さえ

ること。 

 小問 4の「溝」は収穫物の貯蔵施設ではなく、防御設備。この論述問題はよく出来ていた。 

 小問 11は正答率が低かった問題で、解答は「屯倉」＝初めは大王家領であったが、公的なヤ

マト政権の政府直轄地として押さえること。 

(大問 3)：明治維新から大日本帝国憲法発布頃に至る近代政治史の問題。 

 小問 1の廃藩置県の抵抗に備えて、長州・薩摩・土佐による徴兵制前の新政府直属軍は、「御

親兵」でこれが後に 近衛兵、近衛師団と改称される。 

 小問 9 は基本的な問題だが正答率が低かった。明治 14 年の政変→大隈重信下野→立憲改進

党結党（自由党は板垣退助） 

(大問 4)：江戸時代末から韓国併合までの近代外交史の問題。 

 小問 2の「最恵国待遇」以外はよく出来ていた。 

(大問 5)：震災恐慌から 1950年までの近現代経済史の問題。戦後恐慌・震災恐慌・金融恐慌・

昭和恐慌時の首相・蔵相・その対応策と軍部との絡みを整理して理解しておく。そして、そ

れがどのように満州事変・日中戦争・太平洋戦争へと繋がるのかもあわせて理解しておくこ

と。 

 小問 1 の若槻礼次郎、小問 3 の田中義一、小問 4 の井上準之助は頻出問題。1 と 3 の誤字が

多い。 

(大問 6)：現代史のあらゆる分野の選択問題でよく出来ていた。現代史はどちらかというと受

験生のブラインドになりがちな分野なので、おろそかにせずしっかり学習しておくこと。 

[理系・総理] 

２年の既習範囲からマークシート方式で出題。幕末から明治時代 21問。大正時代～昭和 初

期 13問 戦後史８問 原始・古代 12問 の計 54問を出題した。まだまだ全体的な知識の定着

量には乏しく、正答率がもっと上がってもいいものもあるが、特に年代整序問題は正答率が低

いものが多い。教科書をよく読み、時代の流れを確認して行くことが大事だと考えます。あと

は 3文正誤問題になると正答率が悪くなっています。また、経済・文化についても教科書を見

直して下さい。 

 

地理 

自然地理の基本中の基本知識が欠けている生徒が多く見られます。新期造山帯の分布、大循

環の風と高圧帯と低圧帯、ケッペンの気候区の区分規準と植生。センターレベルの細かい知識

は後回しでもいいが、基本的な事項は今押さえないと、余計時間がかかります。地理は基本的

事項からの積み重ねが重要です。いずれ国名から何回も小テストをします。そこで基本的事項

を押さえてください。 
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 [後記] 

３年生になって初めての校内実力考査の結果はどうでしたか？人によっては２年生の時の成

績から、かなり変動がありました。日々の取り組みの違いが少しずつ積み重なって大きく成績

の差に現れたのだと思います。次の校内実力は 6月 12(水)、13(木)です。その前の 5月 31(金)

放課後と 6/1(土)全日に「進研総合学力マーク模試」があります。今回の成績に満足がいかな

い人は、自分で１か月の計画を立てて、次のテストまでに着実に学習を進めてください。進路

指導室前に置いている『学習記録表』も活用してください。テスト結果が今一つだった人は

「人と比べて自分を卑下するのではなく，昨日の自分より一歩だけ前進していればい

い！」と前向きに考えましょう。新入生が部活動に加入し、部活動にも活気が増しています。

後輩たちに技術面だけでなく勉強の面でも尊敬される先輩を目指しましょう。疲れていても予

習、復習を欠かさず、毎時間の授業に集中し、居眠りなど決してしない先輩こそ尊敬される先

輩です。新入生から全ての意味で憧れの先輩となれるよう、気を引き締めて日々の学校生活を

送りましょう。そしてかっこよく第一志望に現役合格を果たしましょう。 

 

[ 英語認定試験(英検,GTEC-CBTなど)の活用～《現状の活用と将来の活用の展望について》] 

 2021 年度入試(現高 2 年生の大学受験時)では英語の試験に関しては、多くの大学で共通テストの英語

と、大学入試センターが認定した民間の英語認定試験、両方の受験を課すとしています。４大学(東京・

京都・大阪・神戸)では、「大学入試センターが認定した全ての民間の英語資格・検定試験の成績を出願要

件として活用する。」としています。そして、その出願要件の基準は「CEFR（セファール）対照表で『Ａ２』

レベル以上＝英検準２級レベル以上」とされています。広島大学では、「英語認定試験の成績が大学の定

める条件をすべて満たした場合、受験する年度の共通テストの英語の得点を満点とみなす」とし、神戸市

外国語大学では、「共通テストと認定試験のうち高得点の方を合否判定に用いる」としています。利用で

きる英語認定試験の有効期間について

は、一般選抜では、「受験年度に限る」

とされており、2020 年 4 月～12 月の期

間での、最大 2回までの試験結果のみ利

用されることになるので,各自で受験す

る必要があります。 

2020 年度入試(現高 3 年生の大学受験

時)で注意する点は,推薦・AO 入試で英

語認定試験を利用する大学があり,文系

では経済・経営・商学部系統,理系では

工学系が多いので志望校の受験科目を

よく調べてみましょう。参考までに今年

度の英検の受験日程を右表に記してお

きます。申込方法はｗｅｂ上で行うこと

になります。2019 年度に推薦・AO入試で外部検定試験を利用した主な大学を以下に紹介します。 

■国公立大…北海道大,筑波大,千葉大,お茶の水女子大,東京大,東京外国語大,東京工業大,一橋大,横浜

国立大,金沢大,京都大,大阪大,神戸大,大阪教育大,広島大,徳島大,九州大,長崎大,鹿児島大,琉球大など。 

■公立大…国際教養大,首都大学東京,横浜市立大,神戸市外国語大,兵庫県立大など。 

■私立大…青山学院大,上智大,国際基督教大,中央大,東京理科大,明治大,法政大,立教大,早稲田大,同志

社大,立命館,関西大,関西学院大,甲南大など。  

一次試験 申込受付

第１回 6月2日（日） Ａ 6月30日（日） Ｂ 7月7日（日） 3月15日～5月9日

第２回 10月6日（日） Ａ 11月3日（日） Ｂ 11月10日（日） 8月1日～9月12日

第３回 2020.1月26日（日） Ａ 2020.2月23日（日） Ｂ 2020.3月1日（日） 11月22日～12月12日

実用英語技能検定2019年度試験日程（従来型）

二次試験

※二次試験は一定の条件によりAかＢいずれかの日程での受験となります。

詳しくは英検ウエブサイト(https://www.eiken.or.jp)


