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共通問題使用校 学校別特徴 
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 

学校別の問題の特徴と変化をまとめる 

この資料では、共通問題・共通選択問題を使用する７校（３種のパターン）の問題の特徴と狙い、昨年度からの変
化を整理します。まず、どの学校がどの問題を使用しているか確認してください。 
□共通選択問題の学校別使用状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、「問題」ごとの特徴をまとめます。 
 
 

□問題の概要・特徴 
共通問題：文系・読解問題 

「幅広い読解問題」です。土台になるのは問１が英語、問２が日本語です。 
 
問１ 英語の会話文読解：言語の使用状況についてのデータ読み取りを含む 
 英語の会話文読解。図表も加わっています。テーマは「第一言語（最初に習得した言語）・公用語・地

球規模言語などの比較」です。英語を第一言語として使う人が最多な言語ではないことをデータから
読みつつ、外国語との接し方をめぐる会話を読みます。 

  
問２ ３つの論説文＋会話文の読解：学問のあり方が根本テーマ 
 ３つの文章を読みます。最後に文章内容を整理する会話文があります。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。 

  
共通選択問題：理系・パズル的教科横断型問題 

理系の問題群です。各問題ごとの特徴をまとめます。 
 
問題A 読解重視・作業型パズルが中心 
 医療関係の情報を用いた理科・数学・保健の教科横断型。題材は感染症・薬品開発・救命処置の手順

などです。最後に今後学校で重視されるプログラミング学習を想起させる「フローチャート」の問題
が２問（４問のうちの半分）並ぶのが特徴です。 

  
問題B 読解重視・グラフ読み取りと計算が中心 
 中学生の会話文から出発します。テーマは「穀物の生産と貿易」です。穀物をめぐる会話の空欄補充

と、下線部に関する設問が計４問並びます。中心はグラフの読み取りと計算です。 
 

問題C 作業重視・各種のパズル 
 数学的パズルが中心です。各設問は独立しています。空間図形・並べかえ・数値の処理・ある種の投
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票、の順番です。全体に、読解よりも作業の正確さが重要です。やや、中学入試や公立中高一貫校の
適性検査に似ています。 

  
問題D 読解重視・比を軸にした音楽と数学の教科横断 
 「メロディーロードで聞こえる音の高さとテンポ」についての問題です。ボリュームが大きい設問イ

～エは、会話文に示された内容を理解し、設問ごとに適切な情報を選び出して計算したり、グラフを
作成したりします。「比」の深い理解が重要です。 
 
 

□難問の作られ方 
複雑化を促進する３つの「工夫」 

以上は、主に内容についての特徴です。続いては、各設問の「問いの構造」の特徴を比較します。今年度の特色検
査は多くの学校で「選択問題の増加・設問数の減少」が起こりました。全体に平易になったのは事実です。ただし、
一筋縄ではいかないしくみも見られました。 
次の３項目が、見た目以上に設問を複雑にし、よく読んで考えないと解けないように施された作問上の「工夫」で
す。 
 
１ 複線型読解 複数の資料（情報）を並行して読み取る：読解力の要求が強まる 
 過去の多くの入試問題は文章の形で設問が示され、はじめから終わりに進む形で順を追って読めば必

要な情報がすべて手に入るように組み立てられています。いわば「単線型読解」です。学力検査でも
特色検査でも複数の資料を並行して読む必要がある「複線型読解」の設問が増えています。特に国語
は単線型の典型ですが、今年度の学力検査には４つのデータを関連させる資料読み取りが登場しまし
たし、特色検査・共通問題２も、複数の文章を読みながら共通点を探る構造です。国語以外では、も
ちろん増える一方です。 

 この作問手法は、新しい大学入試に特に目立った傾向です。現在の「センター試験」には複線型読解
の問題は教科を問わずごく少数です。ところが、2020 年度末開始の「共通テスト」では複線型が大幅
に増えることが予想されています（プレテストでそれが明示されました）。 
読解力への要求がより高度になります。 
 

２ 全検査型問題 選択肢をすべて検査または計算する必要がある：作業時間の負荷が増大 
 選択問題には、指定された条件にあてはまるものを一つ見つけたらそれで終わり、というものが多く

見られます。それに対し「全検査型」は、今年いくつか見られた「すべての選択肢について正しけれ
ば○、誤りなら✕」のように、すべての選択肢について何らかの作業を行わなければならないタイプ
です。他には「正しいものをすべて選ぶ」などもあります（やはり新しい大学入試で増える見込みで
す）。 
小型の設問であっても、時間的な負荷が増大します。 

 
３ 逆算型問題 結果からさかのぼって過程を推測する：理解の深さを求める 
 「次の条件であることを行ったら、この結果を得た。あることとは何か」といった問題です。多くの

問題が「３＋４＝ 」と問うのに対し「３＋（ ）＝７」と問います。一見、順番を変えただけのよ
うに見えますが、この変化によって、パターンで即決することが困難になります。ましてや特色検査
の設問内容は初見のことが多いので、じっくり考えざるを得ません。ここで、中学校で学んだことや、
設問に示されたことへの理解の深さが試されます。 

 典型的な例は、問題C・設問エ(ii)、「行事の決め方について、結果から問題点を推理する」です。 
 

これらが「教科横断型の内容」「初めて見る情報」「既存のパターンにあてはまらない問い」などと組み合わされて、
特色検査ならではの難問を形成します。 
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では、学校ごとの特徴の整理に進みましょう。各高校の項目の中ほどに配置した表は、各校の使用問題（共通・共通選択
の合計）の設問数・選択問題の比率、先程述べた「３つの工夫」を含む設問の割合を、設問数から算出しました。また、
昨年度の学校独自作成問題と比較することで、変化を確認できます。 
※「共通問題」には、「全検査型」「逆算型」はありません。この２項目のパーセンテージは、各「共通選択問題」におけ
る「全検査型」「逆算型」設問の数で決まっています。 
 
 
□横浜翠嵐高校・厚木高校 
選択問題A・B バランス重視の学力検査拡大型 

共通選択A・Ｂの組み合わせは、前半パズル・後半計算という流れを作ります。また、Aは理科・保健、Ｂは社会・
家庭が数学と組み合わされているので、共通問題の英語・国語とあわせて多数の教科を幅広くとりあげています。
多様性とバランスを重視した「学力検査の拡大型」といった性格になります。 
横浜翠嵐と厚木は、昨年度の傾向が大きく異なるので、同一の問題を使用したという事実には少々驚かされます。
当然、傾向の変わりかたは、２校で大きく異なります。 
以上のことをふまえて次の解説を読み進めてください 
 
横浜翠嵐 大きく易化：形式内容ともに粒ぞろいの難解な問題が姿を消す 
 大きく易化。下の表でもわかるように、横浜翠嵐は「選択でない記述型問題」や「３つの工夫」を積

極的に用いていました（３つの工夫の使用割合は県下最大です）。また、取り上げられる題材が、高度
で難解であったり、非日常的抽象的であったりすることが多かったので、書かれた内容を理解するの
に苦労し、その上に設問の複雑さ、説明記述の多さにぶつかるというものでした。設問数は少なくて
も、粒選りの難問ぞろいだったのです。 

 今年度は題材が日常的具体的であり、これまでの同校に比べればかなりシンプルな設問になり、余裕
をもって解けた受検者も多かったでしょう（拍子抜けした人もいたかもしれません）。 

 
 
 
 

 
厚木 大きな変化なし：過去の問題の延長線上にある 
 変化が小さかった学校です。もともと「学力検査拡大型」の性格が県下でも特に強い問題だったので、

内容・形式も難易度も大きく変わってはいません。 
 

 
 
 
 
 

横浜翠嵐 設問数 選択 複線型読解 全検査型 逆算型

2018年度 13 53.8% 53.8% 30.8% 23.1%

2019年度 18 83.3% 27.8% 11.1% 5.6%

厚木 設問数 選択 複線型読解 全検査型 逆算型

2018年度 20 100.0% 45.0% 10.0% 0.0%

2019年度 18 83.3% 27.8% 11.1% 5.6%
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□希望ケ丘高校・横須賀高校・湘南高校・平塚江南高校 
選択問題C・D 論理性を重視する数学の発展型 

Cはパズル、Dは音楽から派生する「比」の問題が中心です。計算もありますが、計算自体よりも論理的な操作や
比の概念を自在に活用できるレベルまで理解できているかなどを重視します。A・Ｂの数値的な数学に対し、論理
的な数学という性格付けも可能です。その点は、C の最後の設問エ、「一見民主的な投票にどのような危険が潜ん
でいるか」を数学的に扱う問題にも感じられます。学力検査からは最も離れたタイプの問題群となります。 
 
希望ケ丘 英語が初登場・論理重視の傾向は継続 
 これまで英語が取り上げられたことがなかった学校です。今回の英語読解は学力検査と大きく異なる

方向性のものではなかったので、大きな混乱はなかったことでしょう。 
 共通選択問題 C のようなパズルはもともと同校が多用したものでした。英語以外の内容および、論理

的な推理・判断を重視するコンパクトな問題が連続する構造もこれまでの流れの延長線上にあります。 
 

 
 
 
 
 
 
横須賀 やや易化・パズル重視は変わらず・「重い作業」から読解や論理に重点が 
 パズル重視の学校の一つでした。ただし、希望ケ丘が小型で数学的なのに対し、横須賀のパズルは大

規模で、また、具体的内容をたっぷり盛込んだものでした。特定の教科の知識を求めることは少なく、
今回のC・Dの使用はある程度流れに沿っています。 

 設問の内部に目を向けると、下の表のとおり、「複線型読解」が倍増し、「全検査型」と「逆算型」が
逆転しています。これは作業重視から、「読み・理解する」ことを重んじるようになったと言えます。 

 難易度的には設問が小型になったことと、英語の「単語集」が無くなったことなどから、やや平易に
なりました。 

 
 
 
 
 
湘南 やや易化・技能教科重視を継続・設問はややシンプルに 
 一貫して技能教科の出題を行ってきた学校です。今年の変化は「他の学校が湘南的になった」という

面もあります。パズル的問題群の採用も継続性があります。ただし、英語は重視していなかったので、
教科バランスは変わりました（とはいえ、湘南高校受験者にとって、今年の英文読解はそれほどの難
問ではなかったと想像できます）。また、この数年、「言語の性質」にこだわった出題が続きましたが、
姿を消しました。 

 下の表のとおり「逆算型」以外の複雑な要素が削減され、全体にシンプルなものになりました。 
 
 
 
 
 
 

希望ケ丘 設問数 選択 複線型読解 全検査型 逆算型

2018年度 18 66.7% 38.9% 5.6% 22.2%

2019年度 23 60.9% 26.1% 4.3% 21.7%

横須賀 設問数 選択 複線型読解 全検査型 逆算型

2018年度 24 54.2% 12.5% 20.8% 8.3%

2019年度 23 60.9% 26.1% 4.3% 21.7%

湘南 設問数 選択 複線型読解 全検査型 逆算型

2018年度 18 66.7% 44.4% 22.2% 0.0%

2019年度 23 60.9% 26.1% 4.3% 21.7%
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平塚江南 難易度は大きく変わらないが、バラエティ豊かな性格は縮小 
 小型で変化に富んだ問題群というのがこれまでの平塚江南の特徴でした。ひとひねりした「論述」や

「英作文」などがありましたが、やや「形式内容ともに守備範囲が縮んだ」印象です。 
 設問は増えましたが、逆算型が増えた点以外はシンプルになっているので、難易度に大きな変化はあ

りません。 
 
 
 
 
 
 
 

□柏陽高校 
選択問題Ｂ・D 数学の多様な発展的問題群 

先に記したように、数学的要素を比べると、Ｂは数値重視、Dは比と論理重視です。この組み合わせは「数学の多
様性」が特徴であり、A および C の作業型パズルを用いないので、他の組み合わせに比べ、ストレートな「数学
重視」と言えます。 
 
柏陽 やや易化・共通問題の内容は昨年度の延長にも見える 
 昨年度は、国語読解（科学読み物）・英語長文読解（異文化の相互理解）の組み合わせで、問題が構成

されていました。素材的に、今年の共通問題はこの延長線上にあります（国語読解では、学問の方法
の選択問題など、今年度、よく似たものが登場しました）。 

 比較すると、昨年度の英語は本格的な「長文」だったので、今年度ははっきり易化しました。国語は
これまで単線型読解だったので、やや難化しています。全体には複雑さが控えめになったので多少易
化しました。 

 
 
 
 
 
 
 

平塚江南 設問数 選択 複線型読解 全検査型 逆算型

2018年度 19 47.4% 42.1% 5.3% 10.5%

2019年度 23 60.9% 26.1% 4.3% 21.7%

柏陽 設問数 選択 複線型読解 全検査型 逆算型

2018年度 20 75.0% 35.0% 10.0% 5.0%

2019年度 21 81.0% 28.6% 9.5% 9.5%
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■展望と対策：別紙「特色検査の概況～再編成元年」と重複 
試行錯誤段階であること ＋ 使用校激増 → 幅広い本質的学習が必須 

以上のように、枠組みも内容も変わりました。 
そのため、問題作成は試行錯誤段階と考えるべきです。「共通問題」も、「共通選択問題」も、その存在は踏襲され
るのでしょうが、今年度の構成・内容分類がそのまま引き継がれるかというと、確実なことは言えません。また、
学校によっては今年度とは異なるタイプの「共通選択問題」を用いる可能性もあります。 
また、次年度は、特色検査の「共通問題グループ」の学校が激増します。新たに川和・横浜緑ケ丘・光陵・多摩・
大和・相模原・鎌倉・横浜平沼・小田原・茅ヶ崎北陵の 10校が加わる見通しです。 
さらにいえば、今年度の「共通選択」は、昨年度までの各学校の独自問題に比べると、その特色は薄れています。
その性格付けを変えるかどうかについても確定的なことは言えません。 
 
以上のことから、「学力検査拡張型」「教科横断型」「パズル型」などの多様な問題を幅広く学習する他ありません。 
そもそも特色検査は「何が出てもおかしくない」ものであり、教科横断的な幅広い学習を求められたものです。そ
の点では、これまでの「傾向と対策」の大筋は変わらないということもできます。 
 
誤解のないように書いておきます。特色検査があるからといって、学力検査とは全く別のジャンルの知識をたくさ
ん求められたり、中学生が普通に行うものと異なる特別な学習をさせられたりするわけではありません。 
むしろ、「よく読んで・よく理解し・しっかり考える」こと―学ぶことの基本をこれまで以上に大切にすること
が重要です。 
中学生の学習は、しばしば「語句をおぼえこむ」「問題の解法パターンをおぼえこむ」ことになりがちです。こう
いった学習を無反省に積み重ねると「問題をよく読まずに、見たことがあるかどうか、知っているパターンに近い
かどうかだけで判断し、あわてて解答しようとする」方向に進みがちです。 
 
特色検査の「拡張型学力検査」「教科横断」「パズル」の多くは、そのような、ある種の「条件反射」的解答を拒み
ます。知っていることでもじっくり読み込み、知らないことがあったら、情報を受け入れて推理・想像するなどの
ていねいな解答過程が必要です。ということは、日常学習も「よく読んで・よく理解し・しっかり考える」ようあ
るべきです。「スローフード型学力」というたとえが適切かもしれません。 
 
 


