
共通問題 2019年度特色検査 分析速報 

湘南ゼミナール 特色検査対策チーム 

共通問題 
使用学校：横浜翠嵐・希望ケ丘・柏陽・横須賀・湘南・平塚江南・厚木（問１・問２） 

文系中心：英語長文と科学読み物を土台にした幅広い読解問題 

□問題の概要 
問１：データ読み取り型英語読解 
長文の題材は「第一言語（母語）」として使う人の多い言語の資料をめ
ぐる会話文を読みます。表の読み取りも加わります。 
設問（ア）（イ）（エ）はデータ読み取りによる判断。（ウ）は文法問題。
（オ）は内容をまとめた文の並べかえです。 

問２：学問のありかたに科学の歴史を重ねる 
学問のあり方や科学の歴史に関する文章を３つ読んで問いに答えます。
文章Ⅰは学問（人文学）に必要な「常識への疑い」「世界観の相対化」
を論じたもの。文章ⅡとⅢは科学の歴史における「革命」や「変化」
を論じたものです。共通するテーマは「常識・通説などから自由にな
ること」です。このテーマの読み取りが急所です。全体には国語を土
台にして、理科と数学に広がる教科横断型問題群です。 
設問（ア）（オ）はテーマの読み取り。（イ）は段落の分割。（ウ）（エ）
は派生的な理科（天体）、数学（空間図形）です。 

 
□設問の特徴 
問２：全方位的な読解（理解）力を要求 
「科学読み物」的な文章ですが、質量ともに重量級です。 
文章Ⅰは「学問のあり方」がテーマです。抽象的で、小中学校での学
習と大きく異なる学習観を展開します。柔軟な理解力が必要です。 
一方、文章ⅡとⅢは、具体的ですが、おなじみとは言い難い語が多数
並びます。プトレマイオス、ケプラーなどの人名やコペルニクス的転
回、ニュートン力学、相対性理論、エーテル、錬金術などの用語です。
イメージできないといちいち立ち止まらされることになるので、読み
すすめる上での抵抗となります。 
以上のように抽象的な難しさと具体的な難しさが組み合わされ、全方
位的な読解力を要求します。 
ただし、設問は比較的シンプルで「読んで理解できた」地点にたどり
着けばスムーズに解決できます。 

 
 
□課題と対策 
幅広い読解力＋推理・推論の力 
情報をていねいに読んで、判断することが課題です。また、文章にも
示されていますが「常識に疑いのまなざしを向ける」ことを日常的な
課題とすべきです。そうすることで、幅広く、多面的なものの見方が
養われます。「なぜ？」「本当にそう？」といった視点です。 
読解力については資料（各種データ）を伴った読解問題に積極的に挑
戦すべきです。また、中学生にとって特に高いハードルになるのが「未
知の語句を前後の内容や文脈から想像・推理して意味をつかむ」また
は「わからない部分は一旦保留にしてもよいので、全体的な流れをつ
かむ」読解力です。かんたんに身につくものではありませんが、難し
い文章や情報に積極的に触れるべきです。その点では変化しましたが、
特色検査の過去問も有力候補です。 

■2019 年度 設問一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★設問形式は、次のように分類しています。選
択・記述・計算・作図・説明（英作文を含む）・
論述。使用教科の「論」は、特定の教科と直接
関わらない論理で解決することを意味します。 

 

大設問 設問 形式 使用教科

問1 ア 記述 英

イ 選択 英

ウ 選択 英

エ 選択 英

オ 選択 英

問２ ア 選択 国

イ 選択 国

ウ 選択 理

エ 選択 数

オ 選択 国
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■代表的な問題と湘ゼミの対策例 ① 
問１ 英語長文＋データ読解：文章での表現と数値情報を組み合わせて正誤などを判断する 
 

□「特色演習」の出題（一部省略） 
次の《資料１》と《資料２》を読んで後の問いに答えなさい。 
《資料１》 
Ayumi is a high school student. *During her summer vacation, she went to a museum with her aunt. 
There she learned the history of *lights. She knew that people used *candles to light a room before 
*electric lights were made. But she couldn't think life without electric lights. When she went into one 
of the rooms in the museum, she was surprised that the room with just one candle in it was very dark. 
She said to her aunt, "It's so dark in this room. Did people use a lot of candles *a long time ago?" Her 
aunt said, "I don't know about it well, but I think they went to bed earlier than we do now, so they 
didn't have to use so many candles. They didn't use much *energy. How much energy do we use in 
our life?" Ayumi came back home. She thought, " A long time ago, people lived without electricity. 
But how about Japan now?" She began to study about energy.  
Japan has to keep buying energy sources from foreign countries. Are other countries also buying 
energy *sources? Ayumi studied the *data in some books. Look at data *below. 【  A  】 have to get 
more than 90% of their energy sources from foreign countries. 【  B  】 have to buy only about 20% 
of their energy sources. 【  C  】are lucky countries. These countries don't have to buy energy 
sources.  
 
Is there the best way to live without energy sources from foreign countries? 
In another book, she learned about new energy sources. ①*Solar energy 
generation and *wind energy generation are among them. Japan has 
already begun to use them and it is planning to use them more and more in 
the *future.  
In her room, Ayumi thought about energy in her life. She was using a lot of 
energy, maybe more energy than she needed. She decided to start *saving 
energy. She remembered ②her aunt's question at the museum. She 
thought, " I alone can't do many things to save energy, but I remember that 
I have to do something to make a better future." 語注省略 

 
《資料２》（省略）『新エネルギー政策の新たな方向性 新エネルギーモデル国家の構築に向けて』 
 
(1) 《資料１》の【 A 】【 B 】【 C 】のそれぞれには表にある国のうちの２カ国が入る。その国
名を英語で答えなさい（順不同）。 
 
(2) 《資料２》の【 D 】には 1997 年に日本のある都市で採択された議定書が入る。その名称を答え
なさい。 
 
(3) 次のＸ, Ｙ各グループの４つの英文は、《資料１》の下線部①に関して《資料２》に書かれた内容を英
語に訳したものである。それぞれのエネルギーの説明として誤りのあるものを１つ選び、記号で答えなさ
い。 
Ｘ) solar energy generation 
 ア They think that solar energy generation is more expected than any other *renewable 

generation.  
 イ Solar energy generation has a good chance to a lot of workers. 
 ウ Now Japan is the largest country in the *amount of solar energy generation. 

国名
エネルギー
自給率(%)

カナダ　Canada 139
中国　China 94
ドイツ Germany 27
インド　India 77
イタリア　Italy 15
日本　Japan 4
韓国　Korea 2
ロシア　Russia 177
イギリス　U.K. 78
アメリカ　U.S.A. 61
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 エ Solar energy generation is more expensive than any other generation. 
Ｙ)  wind energy generation 
 ア The cost of wind energy generation is the lowest in the cost of other renewable energy 

generations. 
 イ They think that they need to *support wind energy generation. 
 ウ They also think that the *institution of wind energy generation should be built on the sea.     
 エ We are able to build the institution of wind energy generation in the *National Park. 語注省略 

 
 

■代表的な問題と湘ゼミの対策例 ② 
問２ 学問のあり方・科学史の革命などの文章を読み、判断や計算を行う 

 
□「特色検査模試」の出題（文章は一部のみ引用して掲載） 
このガリレイのような心がまえを、私たちは「科学的精神」とよびます。いいかえれば、科学的精神とい
うのは、自分のなっとくできないことは、それが、どんなに、えらい人がいったことでも、また、たとえ、
千人、万人が昔から信じていることでも、あるいは、それに反対したために、牢屋に入れられようとも、
自分で、目方をはかり、時計で測定し、そのうえで考えて、たしかに、自分の考えが正しいと実証したこ
とを、なによりもたいせつにすることであります。 
― 一部省略 ― 
いつの時代にも、このような不合理なことが、多くの人々によって、しかも、えらいといわれる人から教
えこまれ、信じられているのです。私たちは、ガリレイや、コペルニクスの不屈の精神をうけついで、こ
のような不合理なことにたいし、あくまでたたかい、なによりも、正しいことを人々につたえる人になら
なければなりません。 

※以上「空気の発見」三宅泰雄著（角川ソフィア文庫）より。一部表記を改めた。 

(1) 文章中の「科学的精神」を言いかえると、漢字 4字からなる、ある種の熟語で表現することができる。
この熟語を、解答欄を補うように答えなさい。 
 
(2) この文章で書かれた「科学的精神」の考え方にしたがうとしたら、どのような行動が適切といえるか。
最もふさわしいものを次のア～ウの中から一つ選び、記号で答えなさい。 
ア 学校に講演に来た考古学者が「邪馬台国について、現在の九州北部という説と近畿地方に存在したと

言う説があるが、私は次の理由から近畿にあったと確信する……」と話した。それまでの多少の読書
経験と直感で九州にあったという気がしたので、まず夏休みに、九州で古代遺跡の発掘作業に参加し
ようと準備を始めた。 

イ 図書館で読んだ科学の本に「現在認められている自然科学の法則や知識は、もし一つでも確実な例外
があれば成り立たなくなるかまたは、根本的な見直しを迫られることになる」とあった。そこで、二
つ以上の細胞から成り立つ単細胞生物が一つでも発見できれば歴史的な成果になると考え、高性能な
顕微鏡を買って、微生物の観察をはじめた。 

ウ 等式について、辞書に「二つの数または式の間に等号を書いて，両者が等しいことを表した式。」とあ
った。本当にそうなのか、等号で結ばれた左右が異なる等式があるかもしれないので、教科書や高校
入試問題集の中から探すことにした。 

 
問２ 文章１に関する次の問いに答えなさい。 
(1) 空欄（  ①  ）にあてはまる式を、次のア～カの中から一つ選び、記号で答えなさい。なお空気
の比重は、ここでは水の質量を 1としたときの空気の質量であるとする。 

ア 
W


   イ 

W

   ウ 
W

W 
   エ 

W
W

   オ 
W
W

   カ 
W

W


 

 


