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特色検査 変化と安定の６年目 
自己表現検査「ペーパーテスト型」実施校  横浜翠嵐・希望ケ丘・横浜緑ケ丘・柏陽・横須賀・湘南・平塚江南・厚木 

横浜サイエンスフロンティア 

■開示の影響による選択問題の増加による変化と安定 
昨年度から学力検査の解答用紙に「マークシート」が導入されました。また、特色検査は採点済解答の写しが全受
検者に開示されることになりました。以上の影響からか、昨年度大半の学校で選択問題が大きく増えると同時に、
設問数も増加しました。今年度はその変化が落ち着いたのか、多くの学校でたとえば設問数が減るなど、極端な性
格が弱まったことも安定した印象につながったのかもしれません。一方、設問内容から見る学校の個性は強まる傾
向があります（詳しくは各学校の分析に）。ここでは、今年度の学校ごとの特徴と変化を、次の３つの観点で整理
します。 
 
１ 全体的傾向 どのような学力を求めるか 
２ 教科の傾向 どの教科を重視しているか 
３ 形式の特徴 選択が中心・説明記述重視など 
 
学校ごとの特徴と変化（□以降が変化です） 
横浜翠嵐 １全体 全方位的読解力と思考力・極めて難解な問題も □説明の要求度が弱まる 
  ２教科 特定の教科の問題ではないが、全方位的  □英語が再び増加 
  ３形式 説明記述問題と複雑な選択が県内では特に多い □説明が減少・選択が増加 
 
希望ケ丘 １全体 論理・数学などのパズル的問題が中心  □知識的要素が無くなる 
  ２教科 論理・数学・国語・英語なし・知識ほぼ不要 □知識不要になり小型化・設問減 
  ３形式 語句記述・説明記述問題なし・選択と計算が中心 □語句記述・説明記述が無くなる 
 
緑ケ丘 １全体 説明記述と作文とプレゼンテーション  □昨年まで作文⇒数学的説明記述 
  ２教科 論理・国語・数学    □問題１に、数学的要素が登場 
  ３形式 説明＋企画     □企画部分は変化なし 
 
柏陽 １全体 国語読解と英文読解：読解重視の学力検査発展型 □読解重視が強まる 
  ２教科 国語・英語の読解に、数理社を加えた教科横断 □読解重視の傾向が強まる 
  ３形式 選択問題多数    □変化なし 
 
横須賀 １全体 パズル重視・教科の知識の必要性は限定的  □知識問題が加わる 
  ２教科 英語・数学・理科・社会のパズルが中心  □歴史パズルで知識を求める 
  ３形式 選択と計算の比重大・ページ数最大  □ページ数など多少減 
 
湘南 １全体 言語論理およびデータと数学を重視  □変化なし 
  ２教科 ５教科＋論理＋技能教科が数問加わる  □変化なし 
  ３形式 選択・語句記述・計算中心で、説明１問のみ □設問数減 
 
平塚江南 １全体 多様性重視・コンパクトな設問でバラエティ豊か □変化なし 
  ２教科 ５教科＋論理・多様な出題が一貫している  □変化なし 
  ３形式 選択が多いが、説明記述もある   □選択やや減・「意見」が２問登場 
 
厚木 １全体 学力検査の拡大発展型   □変化なし 
  ２教科 国語読解を除く各教科・教科横断色は薄い  □変化なし 
  ３形式 解答用紙にマークシート使用・全て選択問題 □設問数やや減・全設問が選択に 
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サイフロ １全体 資料読解＋問題解決型プレゼンテーション  □変化なし（やや解きやすく） 
  ２教科 各教科の要素が統合された総合的問題  □変化なし 
  ３形式 語句記述・説明記述もあるが主力は論述  □変化なし 
 
選択問題を増やした学校が目立ちます。また、設問数を減らしたり、教科のバランスを変えたりするなどの変化が
あります。昨年からほぼ変わらないのは湘南と横浜サイエンスフロンティアくらいです。 
 
 

■特色検査を理解するための６つの質問と解答 

Q１ 「論理型」や「学力検査型」などの語の意味を説明してください 
A２ 設問を論理型（知識不要）と学力検査型（教科の知識が重要）に分類します 

上の説明を補足するために、特色検査の設問を、その内容で分類します。 
１ 論理型    純粋に思考力を問う設問：ある種の「パズル」の場合もある 

学力検査には珍しいタイプ。知識をほとんど要求せず、論理的思考のみで解決する。公立中高
一貫校の「適性検査」の延長線上にあるとも言えます。 

２ 知識＋論理型 学習した知識＋論理的思考力を用いる設問 
中学までに得た知識を分野に関係なく自在に使いこなすことが求められます。高校入試、大学
入試の小論文・総合問題などに似たものがあります。特色検査ならではのタイプです。 

３ 学力検査型  主に学習した教科の知識を用いる設問 
学力検査の問題とよく似たものです。単独の教科の設問とほぼ同じ場合と、複数教科の内容を
組み合わせた「教科横断型」の場合があります。 
 
 

Q２ どのような力が求められますか？ 
A２ すべてにわたる速さと正確さが必要です 《全方位的能力》 

１ 柔軟な理解力 
教科・分野が特定できないので、まず「何が問われているのか」を正確に理解することが必要
です。高度な言語能力が必要です。 

２ 幅広い思考力 
問題解決のために、これまでに学習したすべての事柄から、使える知識や方法を探し出し、問
題にあてはめます。単なる教科横断ではなく、総合的な思考・知識を活かします。 

３ 速く正確な処理・表現力 
多くの高校で時間不足が起こります。じっくり考えればできるものでも、焦ってミスしてしま
うこともあります。「速く・正確に」計算や判断し、表現できることが高得点に結びつきます。 
 
 

Q３ 高校選びに影響が大きいと思いますが、あえて挑む価値がありますか？ 
A３ 大いにあります。難関校が目標なら、まずは挑戦すべきです 

これまでに述べたような能力は、学力検査の共通問題だけを目標に学習しても、なかなか身につけられないもので
す。高校卒業後の進学や社会に出てからの知的能力による活躍を考えるならば、特色検査実施校に挑戦することは
大いに意味のある選択です。今年受検した生徒たちが第一期生となる、2020 年度末からの新・大学入試の問題は、
特色検査に似た性格のものになる予定です。 
また、それぞれの高校の問題から、その学校が求める学力や生徒像が読み取れます。学校選びにあたって、進路状
況、難易度や部活動など以上に、学校の特色を理解することに役立つかもしれません。 
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Q４ どんな学習をすればよいのでしょうか？ 
A４ まずは模試に挑戦し、特色検査を体感しましょう 

学校ごとの課題や目標は、この後の分析で説明します。ともあれ、何が出るか分からない問題に対し、慣れること
が大切です。湘南ゼミナールは特色検査初年度から、様々なメニューで受検者を鍛えてきました。今年度も、さら
に強化します。スタートは春の「３月神奈川県特色検査模試」（新中２・新中３対象）。ここで特色検査がどんなも
のか、体感してください。課題や目標がより明確になります。 
 

Q５ 学校ごとにレベルや内容が異なりますか？ 
A５ 大きく異なります：次の三つのタイプに分類できます・もう一度整理します 

１ 思考力重視型 思考力を強く要求……「論理型」と「知識＋論理型」の設問が多い 
□横浜翠嵐 高度な読解力と推理力を求める県下最高レベルの難問。斜め読みでは設問の意味さえ理解

できないことがある。「何が示され、何が問われているか」を正確に読み取るハイレベル
な読解力が特に重要。 

□希望ヶ丘 言語的論理パズル、数学的（図形を含む）パズルなど情報処理が柱。英語は用いない。今
年は内容・方針は変わらないが、コンパクト化が進み、パズル色はさらに強くなった。 

□横浜緑ケ丘 数学的な推理を含む説明＋企画シート作成。教科の知識はあまり用いない論理的思考力・
創意工夫・表現力重視の問題。 

□横須賀 作業型の複雑なパズルが大半。英文読解も数理社の内容も、各種パズルのための素材とい
う性格が強い。多くの作業を「速く・正確に・ねばり強く」行う学力を求める。 

□横浜サイエンスフロンティア 現代社会の課題を用いた、小論文に近い課題解決型問題が中心。 
 
２ バランス型 学力検査を土台に、独特の思考要素を加える……「知識＋論理型」の設問が多い 

□湘南 論理重視・数学重視で、パズル的な問題も多い。中学までに身につけた言語能力・数学的
能力を試される。技能教科（今年は家庭）の内容が出題されることがある。 

□平塚江南 ５教科のバランスをとった学力検査型問題に論理重視の設問が混在。「意見」を含む説明
記述問題が復活（２問）。 

 
３ 学力検査型 学力検査の延長という性格が強い……「知識型」の設問が多い 

□柏陽 国語読解と理数の教科横断型＋英語読解と社会の教科横断型。読解問題の拡大強化型。 
□厚木 英語読解に各教科を関連づけた教科横断型＋理数の発展的問題。 
 

Q６ 来年は、また傾向が変わるのでしょうか？ 
A６ 可能性はあります。高校も試行錯誤しながら進んでいます。 

特色検査は、パターン化された難問ではなく、中学までの学習の中から、学校ごとに自由に出題される問題です。
一定化させないのが方針という考え方もできますから、来年度以降も変化する可能性は大いにあるということです。
また、新しい大学入試の試行が進むことで、その影響を受けることも考えられます。 
特色検査は、実施する側にとって、作成だけでもかなりの手間がかかります。それでもわざわざ実施し、個性を打
ち出そうという各校の姿勢は高く評価できます。特色検査のみならず、入試問題は本来、学校からのメッセージで
す。傾向の変化も含め、問題を通じて「学校との深いコミュニケーションを楽しむ」くらいの姿勢で臨みましょう。 
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特色検査 学校ごとの特徴・データ比較 
データ集計結果－形式・教科の観点から個性を比較する・文字数と設問数を昨年度と比較する 

■設問形式による比較 
 選択・記述（計算）・説明（作図・英作文）・論述に分類し、その比率を比較する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左側の薄いほうがシンプルで、右の濃い側ほど書く手間がかかると思ってください。全体的な選択重視がよく分かります。また、そ
の中で「小論文型」の一種と言える、横浜緑ケ丘と横浜サイエンスフロンティアの特徴もはっきり分かります。 
 

■教科のバランスによる比較 
 ５教科および論理*に分類し、その比率で比較する  *特定の教科内容とは別の論理を用いるもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文系は薄い色、理系は濃い色です。どちらを重視するかのバランスおよび、特定の教科ではない「論理」問題を多く用いる学校がど
こかも分かります（横浜緑ケ丘はある種の「小論文型」なので特別高くなっています）。 
 

■文字数および設問数による比較 
 総文字数*・設問数・選択問題数を比較  *文字数は概算です。色の濃い部分が上位（選択問題数は、半数以上の学校）です。 
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2018年度特色検査 横浜翠嵐 希望ケ丘 緑ケ丘 柏陽 横須賀 湘南 平塚江南 厚木 サイフロ

総文字数 9,200 4300 1000 8200 9,800 9,000 5800 5,900 4200

総設問数 13 18 3 20 24 18 19 20 4

選択問題数 7 12 0 15 14 12 8 20 1
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特色検査 問題別分析の見方 
全設問を「何を読み」「どう考え」「どう表現するか」で分析します。 

それぞれの特色検査の問題の性格を、より具体的に、分かりやすく説明するために、「問題構造図」を用意しまし
た。すべての設問を分析し、難易度と性格を図にしたものです。 

Point 1  設問ごとに「形式」「内容（教科）」「種別」を表示します 
まず、設問の形式を「選択」「記述」「計算」「説明」「論述」に分類します。 
次に、使われる教科の学力を示します。教科と結びつけにくい思考タイプのものは「論理」とします。 
 

Point 2  「読解プロセス」「思考プロセス」「解答プロセス」に分けます 
問題を解くための過程は、つぎの 3段階です。 
「読解」⇒「思考」⇒「解答」 
この 3段階のそれぞれで、どれくらいの手間をかけるのか、また、特に難しいポイントがあるかどうかを、下
図のように「色つきマスと略号」で表します。「思考プロセス」は、左から右に、標準的な手順で行われる思
考パターンを、１つの作業ごとに１つのマスで表します。 
 

Point 3  表を見れば、設問の難易度と性格が分かります 
上のような分析を図式化しました。表の例を下に示します。難易度のイメージをつかみたい場合、次のように
見てください。 
１）色つき枠のマスが多いほど難しい、または手間がかかる 
２）表の右すみに、マスの数を数えた、かんたんな難度（数値）を用意しました。 
まずおおまかにイメージをつかみ、その後で詳しく見てください。他の学校とも比較できます。 

    
□問題分析表の見方 

 


