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大学入学共通テスト 平成 30 年度施行調査（プレテスト）分析
概 況
平成 30 年 11 月 10 日、11 日に全国 8 万人以上の高校生が参加し、共通テストプレテストが実施されました。
平成 29 年実施の 1 回目の試行調査プレテストの反省を活かし、今回はより現実に近づけるため、また、実現可
能性を探るためのものであり、出題などに配慮、工夫が見えます。
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プレテストの特徴
どの教科も、複数の文章・資料などを読解していきながら、そこから情報を組み合わせていくタイプの問題で

■今月のあれこれ

あり、高校の授業や日常生活の場面を具体的に想定し設定された問題が多くなっています。これは現在のセ
ンター試験とはまったく違う出題となっており、大学入試改革の狙いのひとつにもなっています。読解力重視で
あり、必要な情報を探し出して答える情報検索型となっているので、試験時聞を考えると、現行センター試験よ
りも処理能力がより要求されているように思われます。試験時聞を延ばして解答時聞を与えなければ時聞に追
われるだけの試験のように見えます。
言い方を変えると、日本語の読解力重視、さらに情報検索型であり、与えられたたくさんの情報から必要な部
分を抜き出し、知識と結びつけて問題を処理するということになっているので、現状よりもさらに処理力重視と

■4・5 月の予定
事務局だより

■2019 年度
県立中学入試分析
全体の様子
問題分析と傾向

なっています。情報検索の部分を判断力と言うならばそれはそれでもよいのですが、思考力を試していると言
えるのでしょうか。一部、従来型の学力に加えて、類推、一般化、抽象化、具体化など、生徒の発想、思考を促
すと思われるものはあります。しかし、それらが思考力を試しているのかは疑問で、現行とは違う工夫された出
題もあり評価はできますが、逆に、それで難易度は確実に上がっているように思われます。現状の生徒の学力

■先生紹介
・伊丹史朗先生
・今城伸二先生

と理念のギャップはまだ大きいように思われます。2019 年 3 月に結果が公表されますので、そこでも妥当性を

■教室スナップ

判断したいと思います。

・連島教室

なお、文科省ホームページ（右記 QR コードより）では、今回の問題、解答だけでなく、

■塾生のコーナー

①問題のねらい、主に問いたい資質・能力及び小問の概要等(案)

・ちょっとだけじまん
（倉敷東教室）

②作問のねらいとする主な「思考力・判断力・表現力」についてのイメージ(素案)

・クイズコーナー（3 月号解答）

などが公表されています。そちらも参考にしながら問題を見てみると、今後の参考になるはずです。まだ、それ
ぞれが案レベルですが、国が「思考力・判断力・表現力」の部分をどういう力と捉えているのかがわかります。こ

■LEAF クラブ letter

れを見て、それぞれの能力を判断してみてほしいと思います。

・4 月の活動
「町をささえる産業見学」

まとめ
今回のテス卜で、共通テス卜の方向性は見えてきました。3 月に今回の結果が公表されるので、その結果次
第ではまだ変わる可能性はあるものの、出題の内容、形式は今回のテストに準じ、難易度は量と質での調整と

■速報！2019 春
ケイシングループ合格実績

なるでしょう。定期テス卜に追われ、学校の課題に追われるだけの学校生活では大学進学後の勉学の役に立
たないことは明白です。
本や資料などを自ら読み、その要・不要を判断して、それをまとめて自分の意見として立論していく論理力・
思考力、そして他者にも理解してもらうための表現力を身につけるということ。それらを高校までの学習で、ど
の程度やってきたのか、3 年時に測るための試験だと考えるべきでしよう。
つまり、どれだけ知識・技能を持っているかではなく、どれだけそれを使えるようになっているのか、将来も学
び続けることができるのかという素質と、その個人の学び、学び方の質が問われています。インプットとアウトプ
ットの量、質は学校でも、塾・予備校でも補うことはできます。ただし、やはり自主的に、という部分では皆さん
の自覚が問われています。そういう新しい時代の入試の形なのだと思います。

◆お客様相談室

080-8230-1413
（月～金） 10：00～16：00
土日祝祭日、弊社休業日以外

4月・5月の行事予定（日曜日は通常、休講です）
5月・6月の行事予定

5/6 月 ◆祝日ですが、通常通り授業があります
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5/7 火 中銀・ゆうちょ銀行引落日

4/10 水

5/8 水

4/11 木

5/9 木

4/12 金

5/10 金

4/13 土 ★LEAFクラブ「町をささえる産業見学：児島」①

5/11 土 ★LEAFクラブ「ハイキング＆野外炊事」①
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4/21 日 ★LEAFクラブ「町をささえる産業見学：児島」②
4/22 月
4/23 火 小学生学力テスト成績返却予定
4/24 水
4/25 木
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★小5・小6 適性攻略合宿
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4/29 月

5/27 月

4/30 火

5/28 火

5/1 水

5/29 水
◆この期間の授業はお休みです。
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次回の引落日は、上記の通りとなります。別途配布の明細書等でご確認いただき、お引き落し日前日までにご指定の口座へご入金くださいますようお願い
申し上げます。コンビニ入金をご利用の方は、4月15日(月)までにご入金いただきますようお願い申し上げます。退塾(休塾)、その他科目変更のお申し出
は、前月の20日までとなっております。21日以降は、翌月の授業料の返金には応じられませんので、よろしくお願いいたします。 また、授業料の滞納が2
か月以上続く場合、または、1か月以内であっても滞納が続く場合、塾より解約を申し出る場合があります。ご不明な点などございましたら、各教室担当ま
でお問い合わせください。
*「各種テスト・模試」の実施日は、教室により異なります。
★講習・イベントについては、該当学年のご家庭に詳細な案内を配布いたします。

岡山県立中高一貫校情報：2019 年度適性検査問題分析
■３校共通問題（岡山操山・岡山大安寺・倉敷天城）

★適性検査Ⅰ★
2019 年度・問題の内容
課題 1

算数：単位量あたり、速さ、平面図形と面積、立体と展開図
理科：月の形と動き、もののとけ方、電流とその働き

(1)基本 １㎞走るのに必要なガソリンの量から、目的地までの道のりを進むのに必要なガソリンの量を求める。
(2)頻出 道のりからかかる時間、高速道路の料金、ガソリンの量を計算し、条件に合った行き方を見つける問題、単位を合わ
せてスムーズに計算する必要があります。
(3)やや難 途中が渋滞していている場合において、途中で速度を落として進むより折り返して別の道を行く方が早く到着でき
るように、折り返し地点を求める。求め方の説明もする。

課題 3

(1)頻出 １週間後の同時刻の月の形を選ぶ。
(2)頻出 食塩とミョウバンの水への溶け方の違いを利用して区別する方法を書く。
(3)やや難 条件に合う電磁石の強さになるように２つの電池と端子をつないで回路をつくる。

★適性検査Ⅱ★
2019 年度・問題の内容 文章問題は「学び方」、資料問題は「日本の農業と食生活」
課題 1

(1)新 「がむしゃら」の意味を空欄を埋めて説明する。
(2)頻出 文章の流れから判断して当てはまる文を考えて書く。
(3) ①やや難 「ある脳の構造」が生み出された目的を書く。(40 字以内)
②頻出 「ある脳の構造」の欠点を書く。(15 字以内)
(4)頻出 「人間が本当に賢くなる」とは、私たちがどのように学び、どうなることだと筆者が
考えているかを書け。(80 字以内)

課題３

(1)基本 国産と外国産のアスパラガスの月別入荷量のグラフをみて関係を書く。
(2) ①頻出 日本人の食生活が大きく変化したと考える根拠をグラフから書く。
②頻出 日本の食料自給率が大きく低下した理由を資料から考えて書く。
(3)頻出 地元産のなすの袋に、詳細が書かれたシールがはられていることによる消費者の
利点を考えて 2 つ書く。

■独自問題（各問題の課題２）
★適性検査Ⅰ★

岡山操山中学校
課題 2 (1)やや難 直角三角形を並べていろいろな図形をつくるのに必要な最低枚数を求める。
(2)難問 ２つの直角三角形の重なった部分の面積を説明とともに求める。
(3)やや難 条件に合う直方体の展開図をつくる。

倉敷天城中学校
課題 2 (1)基本 円周の長さから直径を概数で求める。
(2)やや難 面積が２０㎠の正方形でも長方形でもない四角形と、面積が２０㎠の正方形を方眼紙にかく。
(3)やや難 円柱形のスポンジケーキを３等分し、その間やまわりに一定の厚さで生クリームを塗るときに必要な量を求める。

大安寺中等教育学校
課題 2 (1)基本 DAINJ の５つのアルファベットを線対称か点対称かに選別する。
(2)やや難 方眼紙にかかれた「D」のデザインを１㎝ずらした図を作図する。
元のデザインと重なっている部分を示し、その部分の面積を説明とともに求める。
(3)やや難 体積などのいくつかの条件に合った直方体の展開図の指示された３つの部分の長さの組み合わせを求める。

★適性検査Ⅱ★

岡山操山中学校
課題 2 頻出 相田みつをの詩と同じような苦難を耐えた末に、成長することができた経験を条件にしたがって書き、その経験を通して、考え
たり感じたことをふくめて 200 字以内の作文にする。

倉敷天城中学校
課題 2 頻出 「千里の道も一歩から」ということわざがあるが、あなたはどのような「千里の道」に挑戦し、そのために学校生活で最初の「一
歩」としてどのようなことをしたいかを、理由をふくめて書く。 (200 字以内)

大安寺中等教育学校
課題 2 頻出 「人と積極的にかかわろう」という目標を達成するために、どうすればいいかの意見を花子さんの意見以外で書き、その意見
のくわしい内容と、そう考えた理由を 200 字以内の作文にする。

■受験に向けての勉強のしかた

★適性検査Ⅰ★
勉強のしかた 算数や理科の知識を課題と結びつけて多くの問題にあたり、解法をみつけ、表現する力をつける
昨年と同じく合計９題です。難易度の高い問題が多く、内３題が説明を要する問題で、これを 45 分の制限時間で解くの
ですから、問題を峻別し、できる問題を確実にやるという高度な答案処理能力が必要です。模試などの実践練習はもち
ろん、ふだんから時間を意識した練習を積んでおく必要があります。理科問題に対しては、単元の基本事項をおぼえ、実
験や観察方法を言葉で説明する練習をしましょう。算数問題に対しては、中学入試特有の条件の複雑な問題にあたり解
法を身につけたうえで、答えまでの道筋を説明する練習をしましょう。

★適性検査Ⅱ★
勉強のしかた

文章や資料のテーマをつかみ、内容を正確にまとめたり、自分の意見を表現する力をつける。

昨年同様、大問３題の構成で、設問数が９題です。文章問題では、まずは、文章全体を読んで筆者の言っている内容を
正確につかむことが大切です。また、文章中の熟語・副詞・ことわざ・慣用句などがどのように使われているかを日ごろか
ら確かめながら読み進めることも重要です。作文問題は、出題内容や条件をしっかりと読んで確認したうえで、自分の考
えをしっかり書くことが必要です。資料問題では、おもに５年生の地理的分野を中心に基礎知識を身につけたうえで、資
料の正確な読み取りとその背景となる知識を結びつけてあなたの考えをまとめる練習を幅広くやっておきましょう。

【2019 年度 適性検査対策コース：開講教室】
教室名

住所

TEL

倉敷本部

倉敷市北浜町 7-27

086-426-5530

茶屋町

倉敷市茶屋町 401-1

086-428-0280

大元
妹尾南

岡山市北区大元上町 13-12
スタック V ビル
岡山市南区東畦 235-3

086-244-6280
086-281-4660

明修塾の講師が交代で、今自分が思っていることや伝えたいことを書いていきます。

伊丹

史朗 先生
(八浜教室担当)

今城 伸二

先生
(倉田教室担当)

人にやさしく

健康第一

塾教師の仕事をしてきて、印象に残っているこ
とを教えて下さい。

塾教師の仕事をしてきて、印象に残っているこ
とを教えて下さい。

小学生と授業をやっていると、日本語誤変換がよく
あります。大体は、うわの空でやっていて、間違える
のですが、稀に全力で質問されることがあります。
生徒「先生、クイトクイってなに？」私「？？？」
皆さんお分かりになりますか？正解は「杭と杭」全部
ひらがなで書いてあると確かに難しいですよね…。

最近の話ですが、算数の授業後、ある生徒が「僕
の知らない、新しいことが勉強できて楽しかっ
た。」と言って帰っていったことです。
「分かるか
ら勉強が楽しい」が体感してもらえて良かった…。
生徒にはどんな大人になってもらいたいです
か。
勉強でも趣味でも何でもよいので、
「これなら人
に負けない」何か武器を身につけて大人になって
欲しいです。その何かが、将来、皆さんを必ず手
助けしてくれます。

生徒にはどんな大人になってもらいたいです
か。
自分が好きなことを全力でできる子になって欲しい
です。大人になると好きなことってなかなかできなく
なるので。

今城先生のヒ・ミ・ツ
チヌに魅せられて、20 数年。
「難しいから面白い」で時間があれば、
チヌ釣りに出かけ、夢中でチヌを追っかけてきま
した。チヌ釣りにゴールはなく、これからも挑戦
し続けます。

伊丹先生のヒ・ミ・ツ
子供が生まれてから、子育てが趣味です。
でも、段々娘も大きくなり親離れの時期が
くると思うと今からショックが…。

最近、うれしかったことを教えてください♪
中３英数発展コースの生徒さんです。

「努力は人を裏切らない！！努力の人に！」
教室の前に掲げられていることばです。
努力する人間になって欲しい。２５年前の教室
開設以来ずっと、連島教室ではこの祈りをたずさ
えてやってきました。
「学ぶ姿勢」を大事にしています。
山上
長谷川

連島地区はレンコンで有名なとこ
ろです。（ハスの地下茎がレンコン
です。
）
教室のそばにも大きなレンコン田
が広がっています。夏にはピンクの
ハスの花がたくさん咲いて、夢のよ
うな風景が広がります。

達矢 さん
昂希 さん

友達が誕生日にプレゼントをくれたこと。
ゲームのフレンドができたこと。

向井

海斗 さん

ご飯のおかずに『きんぴらごぼう』がでたこと。

齊藤

大悟 さん

友達ができたこと。

【お道具：その 1】
一年に一回、
中 3 生の合格祝賀
会にお出ましのギ
ターです。
【お道具：その 2】
持ち主と演奏者は
長年愛用の英語リス
岩井先生。
ニング用デッキです。
曲目は「乾杯」！
ふたが閉まらないの
で、常に辞書 ON。

（写真左から）

【お道具：その 3】
最新式、ECC 英語を
学ぶためのタブレッ
ト+モニター。英語の
発音もバッチリです。

LEAF クラブ letter
明修塾小学生部 野外活動プログラム
小 1・2・3 年生集まれ！！ LEAF(りーふ)クラブ ～青空の下で体験教室～
なぜ、体験活動が必要なのか… その答えは、大学入試改革から
現在進められている大学入試改革では、「学力の 3 要素」（（1）知識・技能、（2）思考力・判断力・表現力等、（3）主体性を持
って多様な人々と協働して学ぶ態度）が評価されることになります。このような力を、高校生になってから身につけていくので
はなく、将来必要な力と考えて、小学生のときからこれらを念頭に養成していく必要があると考えられます。
明修塾の回答は…
明修塾ではお子様にとって必要な力は何かを考え、それを具体的にどのように身につけてもらえるかを検討してきました。
その一つの回答が「LEAF クラブ」です。
教室の中の勉強は確かに必要です。“「習慣づけ」＝毎週の通塾と家庭学習のサイクルの確立”は必須です。しかし、それ
に加えて、「思考力」「表現力」「主体性」などを育んでいくために、様々な体験活動を行う場を提供していきたいと思います。
教室の中だけではできない勉強を行っていきます。将来必要な力を「LEAF クラブ」で身につけていきましょう。
LEAF（りーふ）クラブとは…毎月定期的に体験学習を行う、新しい形の学習プログラムです。
り ー ふ

LEAFクラブの４月のテーマは… 「町をささえる産業」

塩とジーンズの町を歩いてみよう

：

倉敷市児島地区

A 日程：4 月 13 日（土）
・B 日程：4 月 21 日（日）
（ご都合の良いいずれかの日程をお選びください。
）

☆塩つくり体験 旧野﨑家住宅 ：料理に欠かせない塩はどのようにしてつくられていたのでしょうか。
☆ジーンズ ストラップを作ってみよう： ベッティスミス工場見学とストラップづくり体験
児島の町はジーンズの発祥の地と言われています。ジーンズでカッコいいストラップをつくって記念に
持って帰ろう。

☆

「レポート・タイム」

最後に教室で今日のまとめをしよう。…クラブ絵日記を書こう。

【2019 年度：各月のテーマと行先】
① 3/16(土) または 24(日)
② 4/13(土) または 21(日)
③ 5/11(土) または 26(日)
④ 6/8(土)
または 16(日)
----7 月・8 月 休止---⑤ 9/7(土)
または 29(日)
⑥ 10/5(土) または 20(日)
⑦ 11/9(土) または 17(日)
⑧ 12/7(土) または 15(日)
⑨ 1/18(土) または 26(日)
⑩ 2/8(土)
または 16(日)

身近な食べ物について考えてみよう
町をささえる産業見学
自然の中でつくって食べよう
本場のうどんをつくって食べよう

イチゴ狩り＆牧場見学
旧野﨑家住宅・ベッティスミス工場見学
前島カリヨンハウスでハイキング＆野外炊事
中野うどん学校でうどんづくり

暮らしを守る人々を考えてみよう
塩はどこから … 海を知ろう
おいしいみかんの見分け方
植物園でクリスマスリースづくり＆クイズラリー
冬の海をのぞいてみよう
身近な食べ物はどのようにつくられる

消防署・水道施設見学
赤穂(あこう)海浜(かいひん)公園で塩づくり体験
日生(ひなせ)鴻島(こうじま)でみかん狩り
半田山植物園でリースづくり
笠岡諸島で海苔(のり)づくり見学
小豆島でしょうゆ・そうめん工場見学

※毎月の体験学習ごとにお申込みいただきます。また、毎月 2 回実施をいたしますので、どちらか都合のよい日程にご参加ください。
なお、実施内容、日程、目的地は、天候その他の不測事態により変更せざるを得ない場合もありますので、予めご了承ください。
※塾生以外の方もご参加いただけます。お知り合いの方にお声かけいただければと思います。
※LEAF クラブに関するご質問などは、明修塾妹尾南教室 ☎ 086-281-4660 または 090-5375-5510 担当：竹丸までお願いいたします。
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