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1．センター試験　物理Ⅰ

（1）総括

　大問数は4題のままでマーク数は1つ増加して

25個になった。解答に手間取る組合せ選択の問題

が6個から3個へと減少したが，二次試験的な問題

が増加したので全体の難易は2009年より難化し

た。大学入試センター発表の平均点は54.0点で

2009年に比べてほぼ9点減となった。2010年は

磁気分野と熱と気体の分野がバランスよく出題され

た。全体としてよく練られた問題であるが，二次試

験的な要素が含まれるため物理Ⅱを学習した受験生

や教科書の例題や章末問題に加えて応用的な問題集

をやりこなした受験生は高得点であったと思われ

る。出題分野は，第1問・小問集合，第2問・生活

と電気，第3問・波動，第4問・エネルギーと運動

で，物理Ⅰの全分野から出題されている。

（2）全体の分析

　第1問・小問集合では単純な知識問題は出題され

なかった。問1は k （d ＋ x ）としたミスがかなりあっ

た。問2，問3はともに物理的洞察力が要求される。

問4，問6はオーソドックスな文字式計算，問5は本

年唯一の数値計算問題である。どれも即答できる問

題ではないだけに，題意を的確に把握して速やかに

計算しないと時間に追われる羽目になる。『小問集

合⇒知識問題⇒やさしい』という図式は成り立たな

い。

　第2問 問2（出題例1）は送電線の抵抗による損

失電力を問うている。電力に関する 　2　， 　3　

それぞれの正答率は46％，30％であった。教科書

（啓林館「物理Ⅰ改訂版」p.37〈参考〉）にも書かれ

ている。高電圧送電の意味は理解させておきたい。

　問3は電池の内部抵抗と起電力，問4（出題例2）は

電位差計の原理である。どちらも物理Ⅱの内容であ

る。とくに， 　6　 の正答率は26％であった。物

理Ⅰの教科書を学習しただけではこれらの問題はカ

バーできないであろう。

　第3問 問2（出題例3）の光ファイバーに関して

は，ファイバーの境界面で全反射するための入射角

は確実に計算できるようにしておかなくてはいけな

い。
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　問4（出題例4）は通常の同位相の二波源の干渉

であるが，波源から進む波の方向を示す角度が通常

のヤングの実験（啓林館「物理Ⅰ改訂版」p.253脚

注＊1）や回折格子（啓林館「物理Ⅰ改訂版」p.255 

図21）の場合とは異なっている。さらに，強め合

う角度の個数を問うなど，過去の出題とは異なる設

定，問い方になっている。 　5　 の正答率はわずか

10％！であった。

　第4問 問3は図5のグラフを有効に利用できるか

どうか，また，等温圧縮と断熱圧縮との差異を熱力

学第一法則の観点から理解してはじめて答えられる

良問である。センターの面目躍如というところであ

ろう。　問4，問5は教科書の問レベルといえるが，

問6（出題例5）は一部が物理Ⅱの単振動の内容な

ので，物理Ⅰしか学習しない受験生は戸惑ったであ

ろう。しかし，解答群が工夫されているため，取り

付く島がないということにはならないであろうと思

われたが，③の誤答が目立った。斜面上を等加速度

運動していることがグラフに反映されていない。正

答率は40％以下であった。

　問7， 問8は教科書の例題レベルであるが， 　7　，

　8　 の出来は思ったほどではなかった。不出来の

原因は，おそらく図7（出題例6）で角度θを取り

違えた（sin θと cosθの間違い）ものと思われる。

通常の斜面の角度とは異なることに気づく余裕がな

かったのであろうか。

出題例6

出題例3

出題例4

出題例5



（3）学習対策

　公式や法則を覚えるだけでなく，教科書を精読し

て公式や法則を説明する現象や事例を見ておくこと

が必要である。また , 教科書に掲載されている「やっ

てみよう」「参考」「話題」「発展」なども見ておく

ように指導したい。例えば，2009年の第3問 B 

回折格子は教科書の「探究活動」回折格子に関する

探究（啓林館「物理Ⅰ改訂版」p.269），2010年

の第2問 問2の送電線の損失電力は，啓林館「物理

Ⅰ改訂版」p.37〈参考〉が参考になる。探究活動や

実験などを実施できる時間の余裕がない場合は，そ

れらの内容や結果・考察などをプリント配布して理

解させるという，半思考実験とでもいうべき手段が

考えられる。さらに本年のように，二次試験的な計

算問題に対しては問題演習が重要になるのは言うま

でもない。教科書の問，例題，章末問題は全部解く

ように指導したい。加えて，教科書に準拠した実戦

形式の問題集を1冊仕上げておけばよい。ただし，

解答がほぼ決まっているような定番的な問題に出く

わした場合，覚えている解答をそのまま選んでミス

することがある。図および問題をよく見て，読んで

から解答するようにも指導したい。一部の物理Ⅱの

内容（放物運動，単振動，非直線抵抗，キルヒホッ

フの法則，電位差計）に関しては深入りしない程度

に紹介しておくのがよいであろう。

　最後に，模擬試験はセンター試験の出題傾向を分

析して，受験生の陥りやすい間違いをあぶりだせる

ように作成されているので，積極的に活用してほし

い。

2．センター試験　理科総合A

（1）総括

　理科総合Aは，物理Ⅰ，Ⅱのように現象を定量化，

数量化することが主眼ではなく，エネルギー保存や

運動方程式など基本的な概念に基づいて，自然に対

する科学的な見方や考え方を養うのが狙いである。

大方の問題はこの趣旨に沿っているが，物理の性質

上どうしても数式は出てくる。例えば，第1問 問4

の消費電力の計算は頻出である。それほど込み入っ

た計算ではないので，このレベルができる程度の数

式運用能力を身に付けさせるような指導をしたい。

さらに，第2問 磁石を用いた力のつり合い，作用と

反作用の関係，カーリングを例にした力と運動，エ

ネルギー保存などは，計算は必要ないが，物理的な

内容を理解しておかないと正答にはおぼつかない。

生徒にはていねいに解説してこれらの内容を周知徹

底させておく必要がある。

（2）学習対策

　身の回りのいろいろな事柄が出題されるので，教

科書を精読し，生活に必要な道具・装置と物理の関

連を理解しておくことが必要である。また，計算問

題は必ず出題されると考えてよい。問題自体は難し

くはないが，公式にあてはめるだけという単純なレ

ベルではなくよく考えられている。具体的には，過

去問を理解できるまでやりこなし，さらに問題の読

解力と式の計算力を養うためにも教科書の例題以外

に理科総合Aの問題集1冊を仕上げるように指導し

たい。

3．一般入試（二次・私大）

（1）全体の分析

　出題分野に関しては，波動を除き例年通り物理Ⅱ

の必修分野がやはり多かった。具体的には必修分野

の力学，電磁気が主で次に波動であった。選択分野

（物質と原子・原子と原子核）を出題する大学の多く

は，物質と原子（主に熱力学）の出題が主で，原子

と原子核を出題する大学は少数であった。多くの大

学は『必修分野（力学・電磁気・波動）3問』，ある

いは『必修分野（力学・電磁気か波動）＋物質と原

子（熱力学）3問』が大勢を占める。一方，問題の

難易は必修分野に関しては，2009年に比べてやや

上がったように思える。また，設問の一部あるいは

全部を記述・論述式にする形式が定着した。神戸大

は例年同様『解答に必要な物理量は各自で定義す

る』と徹底している。他大学も大同小異である。さ

らに，物体にはたらく力の書き込みという，センター

試験的な基本問題も出題されている。
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（2）力学分野の特徴

　2010年は力のモーメントに関しては教科書的

な標準レベルであった。一方，運動に関しては工夫

された問題が多く見られ，見かけの重力（啓林館「物

理Ⅱ改訂版」p.44〈参考〉） が出題された（出題例7）。

さらに，物体系の運動，とくに親亀小亀タイプの問

題（出題例8）が増加し状況がより複雑になった。

　放物運動に関しては，斜面上とか，限られた空間

で天井に衝突せずに遠くへ飛ばせる条件とか，数学

的な扱いに重点が置かれた問題が見られた。

　単振動は従来とほとんど同じタイプであったが，

久々に向かい合って逆回転する2つの車輪上に乗せ

られた棒の単振動（出題例9）がリバイバルした。

2010年は少なかったが，浮力による単振動も来年

に備えて指導しておきたいテーマである。また，論

述式であるが出題例10のように， 単振動になること

の説明を求める問題も今後の方向性を示している。

出題例7

出題例8

出題例9

大阪大　後期

金沢大　前期

東京理科大　工　�



　単振り子と浮力による単振動は生徒が自力で立

式・計算して，単振動の変位や速度が導出できるよ

うに指導したい。

　他に特徴としては，昨年と同様に万有引力がらみ

の問題は少なかった。ただ出題テーマは隔年ごとに

増減する傾向が見られるので，来年もこれらの傾向

が続くとは限らないことに留意したい。

（3）電磁気分野の特徴

　単純な電場・電位のみの問題とかキルヒホッフの

法則を適用するだけの直流回路というシンプルな問

題は少ない。しかし，電荷と電場の関係をあらわす

方程式（ガウスの法則）に関する問題は2009年よ

り増加し，ほぼ教科書通りのまま出題されている。

コンデンサーおよびコンデンサー回路の問題は例年

とほぼ同じタイプである。 電磁誘導に関しては，

レール上をすべる導体棒というケースが多いが，教

科書にある定番（出題例11）のタイプ（啓林館「物

理Ⅱ改訂版」p.155 例題2）とコンデンサーなどを

接続して複雑化したタイプ （出題例12） に分かれ

る。
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　新課程入試当初（2008年）に多かった自己イン

ダクタンスの計算問題はほとんど見られなくなっ

た。ローレンツ力に関しては，円運動，らせん運動

は例年通りであるが，2010年はホール効果（出題

例13）が増加した。キャリアが正，負の場合につ

いて，ホール電圧の高低をしっかりと理解させてお

きたい。

　一方，交流回路，電気振動（減衰振動を含む）は

増加した。とくに，誘導リアクタンス，容量リアク

タンス，直列 RLC回路のインピーダンス（出題例

14）の計算など，交流の数学的な扱いが要求され

る問題が増加した。上位レベルの生徒には微積分を

用いる説明（啓林館「物理Ⅱ改訂版」p.172-173〈発

展〉RLC直列回路）も刺激があってよいだろう。

出題例13 出題例14

学習院大　理

y

y0＋Asin

E

端子P

磁場B

正弦波形状導体レール

直線形状導体レール導体棒

図1 図2

接触点 v

端子O
（原点O）

x

EL コイルL

抵抗R

コンデンサーC

ER

EC

x
λ

岐阜大　�



　ホール効果は物質と原子の分野，加速器や質量分

析器は原子物理の分野といえるが，それらの原理は

電磁気と力学であるから , 電磁気として解説すれば

よいだろう。

（4）波動分野の特徴

　教科書では「発展」で扱われている正弦波の式（啓

林館「物理Ⅰ改訂版」p.186〈発展〉）が出題され

ている（出題例15）。正弦波の式は形を覚えるだけ

でなく，生徒自身が自力で導出できるよう指導した

い。また，交流回路のリアクタンスやインピーダン

スの計算でも分かるように，この程度の三角関数の

計算力は必要である。

　一方，正弦波の式を用いないで，ある時刻・位置

における波のグラフをもとにして，任意の時刻・位

置における進行波や反射波，定常波を考えさせる問

題は相変わらず多い。このとき，波動のイメージが

確立していなくてはいけない。そのためには普段の

授業を，ウェーブマシンやプロジェクターなどを

使ってヴィジュアル化すれば，生徒にとって波動の

イメージが描きやすくなるであろう。

　弦の振動や気柱共鳴はほぼ例年通りである。出題

頻度は少ないが，おんさの振動数と弦の振動数が異

なるメルデの実験（出題例16）は紹介しておきた

い。
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　ドップラー効果に関しては，すべての場合（観測

者あるいは反射板が運動する場合，斜めドップラー

など）が出題されている（啓林館「物理Ⅰ改訂版」

p.230〈発展〉）。生徒にはすべての場合を教えてお

く必要がある。生徒には公式だけ覚えるのでなく，

それらの公式を自力で導出（出題例17，出題例18）

できるように指導する必要がある。

　2009年に多かった回折格子，光速度の測定，多

層媒質間の屈折・全反射は減少し，薄膜による干渉

（出題例19）が増加した。しかも教科書より深く掘

り下げた問題である。生徒にはていねいに解説して

理解させておきたい。来年に備えてニュートンリン

グも押さえておきたい。

出題例17

奈良女子大　前期　Ⅲ

空気
（屈折率1.0）

空気
（屈折率1.0）

薄膜
（屈折率 n ）

光線① 光線②

観測者

A2

A1

B1

C

i i i

d
r

B2

図3

出題例18

静岡大　前期　�

出題例19

大阪府立大　前期



　光波の反射による位相差は，「発展」（啓林館「物

理Ⅰ改訂版」p.259〈発展〉）の扱いになっている

が，生徒には知識として教えておくのが無難である。

波動については，教科書の「発展」内容も教えてお

くのがよいであろう。

（5）選択分野の特徴

　熱力学を中心に出題されている。概ね標準的かむ

しろ平易な類型的な状態変化の問題が多い（出題例

20）。分子運動論は復活の兆しが見える。「発展」内

容であるポアッソンの公式『pV γ＝一定』は毎年出

題されるので教えておいた方がよい（出題例21）。

　また，ボルツマン定数 k と気体定数 R，アボガ

ドロ数NA との関係R＝ kNA も教えておきたい。

　一方，出題例22のような典型的な原子分野の出

題数は少ない。

　この他に，バンド理論による半導体などの物性物

理，素粒子論，宇宙論などが教科書に書かれている

が，ほとんど出題されていない。これらは観測結果

や理論の紹介だけのため，入試問題の題材にはなり

にくいであろう。

（6）学習対策

　必修分野に関しては，二次対策として特別に目新

しいものはなく，従来の標準的な入試問題集をてい

ねいに仕上げておけばよい。教科書に書かれてなく

ても，あるいは発展内容であっても，過去に出題歴

があれば教えておいてよい。邪魔になる知識ではな

いし，知っていれば見通しよく問題が処理できる場

合がある。演習に際して，法則が成立する根拠や適

用できる公式名を簡潔に記述しながら解答を作成す

10

出題例21

岡山大　第3問

出題例20

東工大　�

出題例22

筑波大　Ⅲ



11

るというような木目の細かさが必要である。自分の

理解度を採点者に分かってもらえるような答案の作

成を心がけるよう指導すべきである。選択分野は，

最大公約数的な対処の仕方として，やはり熱力学が

中心になるであろう。半導体や素粒子論，宇宙論な

どの入試問題になりにくいテーマはお話程度にし

て，手早く切り上げるのが現実的な対処といえるで

あろう。昨今の教科書には，身の回りの道具に関す

る物理的な考察やハイテクに関する解説が「話題」

「参考」などに掲載されている。大学側も入試問題

の作成に教科書を参考にしていると聞く。さらに，

教科書の「実験」「課題研究」「発展」などから出題

される（ジュールの実験，出題例23）こともある

ので，できるだけ生徒に紹介しておくとよい。

　また，選択分野に関する入試情報をできるだけ早

く入手して本試験に備えるよう，常にアンテナを

張っておくように生徒に指示しておくことも必要で

ある。入試情報が手に入れば，後は志望大学の過去

問にチャレンジさせるとよい。

　最後に，単科の医科大学では，一部に個性的でや

や難しい問題が出題されることがある。このような

問題に深入りしすぎると時間がなくなる。『手早く

切り上げる思い切りも時には必要だ』ということを

受験対策の一つとして生徒に伝えてよいであろう。

■寺田　正春（てらだ　まさはる）

　授業では高卒認定生，高卒生まで幅広く担当。模

試は全統マーク模試，京大即応オープン，広大入試

オープンを担当。

著書：らくらくマスター物理Ⅰ・Ⅱ （河合出版・共著）

　　　物理教室（河合出版・共著）

出題例23

兵庫医科大



1．センター試験　化学Ⅰ

（1）全体の概要

�平均点の上昇

　2010年度のセンター試験の平均点は53.79で，

昨年の69.54を大きく下回り，ここ10年で最も低

い数値であった。また，理科のうち生物とは約16

点の得点差がでた。表1は，河合塾の追跡調査によ

る大問別得点率（平均点 /配点×100）およびその

高卒生と高3生の差（高卒生－高3生）をまとめたも

のである（注：追跡調査での平均点は約60点であっ

た。したがって，実際の得点率は表の数値の90％

程度と推定される）。

　昨年と比較すると，理論分野では酸塩基，酸化還

元を中心とした第2問，有機分野ではいずれも得点

率が20ポイント近く下がっている。なお，得点が

下がった結果，高卒生－高3生の差は縮小した。ま

た，全体の約1/4にあたる8問で，理系と文系（理

系－文系）の正答率の差が10％を上回った。

�大枠に変化はない

　大問数は4，設問数は28（09年は28，08年は

29），出題分野は，第1問が「物質の構成」を中心

とした理論分野，第2問が化学反応と熱，酸と塩基，

酸化還元の「物質の変化」を中心とした理論分野，

第3問が主に「無機物質」（一部，量的関係に重点が

置かれたものも含まれる），第4問が「有機化合物」

で，配点比率は理論分野50％，無機分野25％，有

機分野25％であった。ここ4年変わっていないこと

から，次年度もこの大枠に変化はないと予測される。

�難問の増加

　昨年は，基本的な事項が理解できていれば正解に

至る出題が中心で，平均点を押し上げたが，今年は

一転して，難度の高い設問が増加した。昨年は正答

率60％を切った小問は2題（正答率46.0％と

48.2％）だったが，今年は50％以下の小問が9題，

そのうち4題は40％も切っていた。この9題のうち

4題（第1問 問1a，問5，第2問 問2b，問4a）は，

教科書を十分に理解していれば解ける問題だった

が，残りの5題はかなりの応用力を要する内容で

あった。

（2）設問別分析

第1問　分子の概念がつかめていない，身の回りの

物質，高分子は定着

　「物質の構成」，「物質の構成粒子と結合」，「物質

の量」からの出題で，例年，正答率は80％に近い

が今回は大きく下がった。特に問1a（出題例1）は

基本事項に関する出題であるにも関わらず，正答率

は36％と全体で2番目に低かった。昨年も同じ主旨

（分子であるものを選択）の問1aの正答率が極めて

低かった。2年続けて同じ結果が出ており，これは

「分子」という概念が十分に理解されていないことを

示しているのであろう。特に，35％が黒鉛を選択

していることから，分子について，原子が共有結合

によってできたものとの認識だけで，弱い結合力で

結晶を構成するユニットとしての分子がイメージで

きていない結果と思われる。

12

大学入試センター試験　および　国公立大二次・私大　大学入試分析と対策

 化　学 

学校法人 河合塾　化学科講師　高橋　茂幸

表1　得点率比較

2010年2009年

差得点率差得点率

2.063.62.877.2第1問

5.654.86.473.6第2問

2.867.65.679.2第3問

4.855.28.474.0第4問
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　また， 問5は， 難問ではないが， いくつかの思考過

程が必要であり，正答率が45％，特に成績上位生 （上

位生） と成績下位生 （下位生） の正答率の差が50％を

超えた。なお③とした誤答が約40％あったが， これ

は炭素と二酸化炭素を取り違えたためと思われる。

　問6（出題例2）は身の回りの物質，合成高分子

化合物からの出題で，この分野からの出題は定着し

たといえるだろう。正答率は53％で，③けい砂や

④焼きセッコウを選択した誤答がやや目立った。

第2問　実験の考察，電池の原理に弱点

　化学反応と熱，酸塩基，酸化還元，電池・電気分

解からの出題で，昨年に比べて最も落ち込みの激し

い分野であった。特に正答率の低かった小問は3題

あり，このうち問1は，教科書に記載されている塩

酸－水酸化ナトリウムの溶解熱，中和熱とヘスの法

則に関する考察をベースにしたものであるが（啓林

館「化学Ⅰ改訂版」p.77，p.81など），かなり複雑

な思考過程を要するもので，正答率も28％と最も

低く，上位生でも42％程度であった。

　問2b（出題例3）は正答率45％であった。酸塩

基と電気泳動の実験はセンター試験では過去，出題

例がなかったが，ほとんどの教科書に記載されてい

る（啓林館「化学Ⅰ改訂版」p.84-85など）。実験

とその考察に関する出題は，今後も続くと見られる

ので対策が必要である。意外だったのは問4a（出題

例4）であった。組解答という比較的正答を得にく

い出題形式であったとはいえ，問われている事項は

基本的な内容であったが，正答率は43％，特に下

位生では11％であった。この問題では，Cで水素

が発生する電極を正極とした誤答が多かった。なお，

塩の水溶液の性質に関する問2a（正答率77％），鉛

蓄電池の電極反応に関する問4bの正答率（77％）

は比較的高く，また，受験生が比較的苦手とする問

3a の酸化還元の量的関係も化学反応式が与えられ

ていたためか，67％と比較的高かった。

　次の文章中の空欄（ 　ア　 ～ 　ウ　 ）に当てはまる語，化

合物，およびイオンの組合せとして最も適当なものを，下の①

～⑧のうちから一つ選べ。

　　ア　 色リトマス紙の中央に 　イ　 の水溶液を　滴たらし1

たところ，リトマス紙は変色した。図　のように，このリトマ1

ス紙をろ紙の上に置き，電極に直流電圧をかけた。変色した部

分はしだいに左側にひろがった。この変化から， 　ウ　 が左側

へ移動したことがわかる。

　

出題例3

ウイア

Na+NaOH青①

OH －NaOH青②

H+HCl青③

Cl －HCl青④

Na+NaOH赤⑤

OH －NaOH赤⑥

H+HCl赤⑦

Cl －HCl赤⑧

問　 a　式量ではなく分子量を用いるのが適当なもの1

　①　水酸化ナトリウム　　　②　黒鉛

　③　硝酸アンモニウム　　　④　アンモニア

　⑤　酸化アルミニウム　　　⑥　金

出題例1

問　　身のまわりの材料に関する記述として下線部に誤りを含6

むものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。

①　銅，鉄，アルミニウムに代表される金属は自由電子をも

つので，高い電気伝導性・熱伝導性を示す。

②　大理石の主成分は炭酸カルシウムであり，大理石の彫刻

は酸性雨の被害を受けることがある。

③　二酸化ケイ素は，けい砂などとして天然に存在し，けい

砂はガラス製造などのケイ酸塩工業における原料として用

いられている。

④　焼きセッコウは，水を混ぜると固まる性質をもち，建築

材料などに利用されている。

⑤　ポリエチレンテレフタラート（PET）はエステル結合を

含んだ高分子化合物であり，衣料品や容器などに用いられ

ている。

⑥　ポリエチレンは単結合と二重結合を交互にもつ高分子化

合物であり，包装材や容器などに用いられている。

出題例2



第3問　無機物質の基本事項は高い正答率　難度の

高い設問で上位生－下位生，理系－文系に大きな差

　無機物質を中心に一部理論分野からの出題で，小

問7題のうち，5題が正答率70％を超え，2題が

50％を切り，50～70％の小問がなかった。特に

50％以下の2問は，下位生の正答率がいずれも

10％台であった。

　問4は金属イオンの分離と化学量計算の融合問題

で正答率が49.6％，特に下位生の正答率が15％と

極めて低く，また，理系－文系の差も12％と大き

かった。問6（出題例5）は，HCl の製法が与えら

れているので，無機というより理論，酸と塩基の分

野からの出題で，逆滴定とその量関係をグラフで問

うものであった。正答率は37％で，ここでも下位

生の正答率は10.9％であった。直線が右上がり（①

～③）と右下がり（④～⑥）とした解答がほぼ50％

ずつで，題意が明確に把握されていないことを示唆

している。

　この2題以外は，無機物質の基本事項に関する設

問で，問5気体の捕集法の89％など，正答率は高

かった。

第4問　ジエステルで理系－文系に大きな差，ヨー

ドホルム反応は頻出

　有機化合物からの出題で，例年は高卒生－高3生

の得点差が大きいが，今回は高卒生の得点が低下し，

差は圧縮された。ただし，理系－文系，上位生－下

位生の差が大きい小問が目立った。

　最も正答率が低かった小問は，問5ニトロベンゼ

ンからアニリンの合成実験に関する設問（啓林館

「化学Ⅰ改訂版」p.260に詳しい記述がある）で，

正答率は38％であった。上位生－下位生の差も大

きく，下位生では解答が分散しており，特に③の

「エーテル層は上層」を選択した解答が約25％で最

も多かった。下線イの「白色沈殿」が何か戸惑った

と思われるが，これ以外の設問内容は基本事項であ

る。ここでも実験とその考察が弱点になっている。

次に正答率の低かった小問は問6不飽和炭化水素の

構造決定であり，正答率は46％，この問題は上位

生－下位生の差が最も大きかった。燃焼による組成

式の決定と臭素付加による構造の決定で，思考力を

要するが，過去何度もこのパターンのものは出題さ

れているので，演習が十分であれば解答できる。

14

　ある電解質の水溶液に，電極として　種類の金属を浸し，電2

池とする。この電池に関する次の記述 （A～ C） について，　ア　

～ 　ウ　 に当てはまる語の組合せとして最も適当なものを，

下の①～⑧のうちから一つ選べ。

A　イオン化傾向のより小さい金属が 　A　 極となる。

B　放電させると 　イ　 極で還元反応が起こる。

C　放電によって電極上で水素が発生する電池では，その電極

が 　ウ　 極である。

出題例4

ウイア

正正正①

負正正②

正負正③

負負正④

正正負⑤

負正負⑥

正負負⑦

負負負⑧

塩化ナトリウムに濃硫酸を加えて加熱すると，次の反応により

塩化水素が発生する。

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

　十分な量の濃硫酸を用いて発生させた塩化水素を2.0mol/L 

水酸化ナトリウム水溶液10mL に完全に吸収させ，得られる水

溶液を1.0mol/L 塩酸で中和する。用いる塩化ナトリウムの質量

と中和に要する塩酸の体積の関係として最も適当なものを，次

の①～⑥のうちから一つ選べ。

出題例5
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　また，第2問はマレイン酸のジエステルに関する

設問（出題例6）で，理系の二次・私大入試ではよ

く出題されることもあり，理系－文系の正答率の差

が13％と最も大きかった。ここでは，③や⑤の誤

答が目立った。なお，ヨードホルム反応は昨年に続

いて出題され構造決定の決め手となっているので，

苦手とする受験生も多いが要注意である。

　問1油脂，問4生成する有機化合物の選択はいず

れも基本レベルで正答率は60％を超えた。なお，

問3の異性体の選択では，o - キシレンを選んだ誤答

が25％近くあった。

（3）学習上のポイント

　ここ数年，段階をおった思考過程を要する計算問

題が少なくなり，基本事項を理解しておけば高得点

が得られる出題傾向が続いていたが，今年度は一変

して難度の高い問題がいくつか出題され，平均点も

大きく下がった。（2）で，特に正答率の低かった問

題を抽出してきたが，これを元に学習上のポイント

を2点提案したい。

①演習を通じての知識の体系的整理，段階をおった

思考の訓練を

　正答率の低かった小問のうち，約半数は基本事項

を確実に押さえていれば解ける問題であった。出題

例4に見られるように，基本事項でありながら，あ

やふやだったところで失点するケースが見られる。

これに対処するためには，教科書とともに，センター

試験の過去問（特に正誤問題）の学習などを通じて，

いろいろな角度からの考察の中で，基本事項を確認

していくことが重要である。

　また，残りの半数はかなり難度の高い設問で，こ

れらの問題は，いくつかの基本事項を組み立てて解

法の道筋をつくっていく能力が問われる。この傾向

が次年度以降も続くことは，あまり考えられないが，

過去にもいくつか出題されている。特にセンターで

の高得点が要求される国公立難関校を目指す受験生

は，今年度のものを含めて過去の難度の高い問題の

演習を通じて，応用力を身につけておきたい。

②教科書の「実験」にしっかり目を通そう

　今年，顕著だったのは，教科書の「実験」からの

出題が2題あり，いずれも正答率が低かったことで

ある。「実験」に関する出題は今後も2～3題はある

と予想される。基本的な知識のまとめや計算問題の

演習が重要であることは言うまでもないが，それと

ともに軽視されがちな「実験」のページにもしっか

り目を通し，実験結果が何故そうなったのかを考察

を深めよう。

補）　理科総合Aについて

　理科総合 A の平均点は63.38で，09年の

56.59，08年の48.00 に比べてかなり上昇した。

化学に関連した第3問，第5問では，昨年同様，思

考力を要する問題や難度の高い問題はなく，化学の

基本的な知識を問うものがほとんどであった。第2

問は炭素をテーマに原子の構造，周期表に関する小

問の他に，メタンハイドレートや放射性炭素による

年代測定など最近の話題からの出題があったが，基

本的な知識があれば解答できる内容である。第5問

は，イオン，濃度，電気分解，酸化還元，状態変化

などについて基本事項を問う小問集合であった。

08年を例外としてここ数年の問題傾向，難易はほ

ぼ変わらず，化学の基本的な知識を問うという傾向

は変わらないものと見られる。したがって，教科書

の章末問題と過去のセンター試験の問題演習で対応

できるだろう。

　分子式 C10H16O4 で表されるエステル　molを酸を触媒として1

加水分解すると，化合物A　 mol と化合物B　 mol が生成する。1 2

Aには幾何異性体が存在する。また，Aを加熱すると脱水反応

が起こり，分子式C4H2O3で表される化合物Cが得られる。Bは

ヨードホルム反応を示す。また，Bを酸化するとアセトンにな

る。

　A，Cに関する記述として正しいものを，次の①～⑤のうち

から一つ選べ。

①　Aは　価アルコールである。2

②　Aはシス形の異性体である。

③　Aの炭素原子間の二重結合に水素を付加させた化合物に

は，不斉炭素原子が存在する。

④　Cには　個の原子からなる環が存在する。6

⑤　Cにはカルボキシ基（カルボキシル基）が存在する。

出題例6



2．一般入試（二次・私大）

（1）全体の傾向

　東大，京大，東工大，九大，名大など一部の難関

校では昨年よりやや難度が上がったが，多くの国公

立大，早慶，関関同立をはじめとした私大では難度

は昨年と大きく変わらず，標準的な問題が大半で

あった。出題範囲は化学Ⅱ，特に反応速度，化学平

衡や糖類，アミノ酸・タンパク質からの出題が多く，

また，今年度は溶液も増加した。昨年に続き，二酸

化炭素を題材にした出題が多く（首都大，横浜国大，

名古屋大－出題例7，岡山大，香川大，神戸薬科大

など），他にも硫黄や窒素の化合物を題材に，熱化

学や酸塩基，電離平衡，気体の溶解度など理論，無

機にまたがる総合問題が増加し，総合的な力を見る

問題が増加している。また，私立大学では，従来通

りの小問集合形式の出題も多い。

（2）分野別分析

［理論分野　化学Ⅰ］

　酸化還元，電池・電気分解からの出題が増加した。

酸化還元では，酸化還元滴定が多く，特にCODや

DO（北大，東京理大，昭和薬科大など）やヨウ素

滴定（静岡県立大，神戸薬科大など）が目立った。

また，電気分解は多くの大学（東工大，お茶女大，

横浜国大，横浜市大，浜松医大，富山県立大，名古

屋大，名古屋市大，岐阜大，岡山大，九大，慶應大，

慈恵医大，日医大など）で出題され，イオン交換膜

（浜松医大－出題例8，慈恵医大）や並列回路（横浜

市大）も出題された。

　物質の構成では，周期表を中心とした小問集合が

私大を中心に多く出題され，また，酸化物やオキソ

酸（筑波大，富山県立大，琉球大）や物質の分離

（群馬大）などが出題された。熱化学は，昨年に比

べて減少したが，二酸化炭素の総合問題の中の小問

などとしての出題例が多い。また，酸塩基は中和滴

定による酢酸の定量（和歌山大，名城大），二段階

滴定（北里大）が中心である。

16

名古屋大　Ⅱ　問1

出題例7
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［理論分野　化学Ⅱ］

　昨年に続き，反応速度，化学平衡からの出題が多

い。反応速度は，エステルや糖類の誘導体の加水分

解（北大，静岡大，岐阜大，京都府立大）や酵素反

応（東大，九大），反応機構と速度（京大）など難

度の高いものも出題された。気体反応の平衡や電離

平衡は比較的標準的な問題が多かったが，気体反応

の平衡では酢酸の二量体を扱ったもの（首都大，慶

應大），電離平衡ではリン酸を題材にしたものが複数

の大学で出題された（東京医科歯科大，京大，慶應

大）。また，昨年同様，今年もハロゲン化銀，金属

の硫化物など溶解度積に関する出題が多かった（千

葉大，愛知教育大，大阪大，兵庫医大，名城大，慈

恵医大，明治薬科大，早大－出題例9など）。

　気体からの出題も多く，特に気液平衡では難度の

高い問題が例年同様見られた（東京理科大工，東工

大）。教科書「発展」で扱われている状態図は今年

もいくつかの大学（浜松医大，名古屋大，日医大，

高知大）で出題されており，入試の頻出項目になり

つつある。また，混合気体は，気体反応の平衡の中

で扱われる例が多い。

　溶液からの出題は，昨年より増加した。希薄溶液

の性質（岐阜大，岡山大，千葉大，信州大）の他，

溶解の仕組みや溶解度，希薄溶液の性質などが盛り

込まれた総合問題（長崎大，滋賀医大，京都工繊大

－出題例10）や，発展的内容としてラウールの法

則（北大）が出題された。

浜松医大　�

出題例8

早大　理工　Ⅱ

出題例9



［無機分野］

　非金属では，硫黄，酸素の16族からの出題が特

に目立った（茨城大，群馬大，静岡大，信州大，和

歌山大）。単体や化合物の性質，反応，硫酸の工業

的製法などの無機物質についての知識の他に，中和

滴定や酸化還元など理論の内容も盛り込んだ総合問

題がほとんどで，アンモニアやハロゲンなどでも無

機，理論の融合問題が多かった（静岡県立大－出題

例11，名古屋工大）。一方，気体の製法，性質はこ

れらの総合問題の一部に取り込まれ，大問としての

出題は減少している。

　金属ではアルミニウム（滋賀県立大，早大，中央

大），鉄（大阪教育大，東京理科大，同志社大），銅

（徳島大，立教大），銀（千葉大，浜松医大，慈恵医

大）からの出題が多く，また，金属イオンの反応，

分離（東北大，愛知教育大，甲南大，明治大）もよ

く出題された。金属イオンの沈殿では溶解度積と併

せて出題される例も多い。

［有機分野　化学Ⅰ］

　化学Ⅰの有機分野からの出題は，脂肪族，芳香族

の反応経路や簡単な構造決定など標準的なものがほ

とんどである。脂肪族では，C4アルコール（広島県

立大，京都薬科大，長崎大），C5アルコール（青山

学院大，星薬科大）やエステルの構造決定（北大，

東京理科大），芳香族では，サリチル酸関連（群馬大，

岡山大，明治大），分離（首都大，横浜国大－出題

例12，佐賀大， 明治薬科大） などが今年は目立っ

た。 また，昨年多かった炭素間二重結合のオゾン分

解はやや減少したものの，今年もいくつかの大学で

出題されている（東北大，信州大，京都府立大）。

なお，立体異性体，特に光学異性体に関してポリ塩

化ビニルの不斉炭素原子（大阪大）やジグザグ表示

（北里大－出題例13）など難度の高いものが散見さ

れる。
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京都工繊大　Ⅲ（一部略）

出題例10

静岡県立大　薬　�

出題例11
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［選択分野］

　糖類，アミノ酸・タンパク質，合成高分子化合物

からの出題がほとんどで，出題数は多い。糖類では，

代表的な糖類の構造，加水分解，アルコール発酵，

アミノ酸・タンパク質では，代表的なアミノ酸の構

造，簡単なペプチドのアミノ酸配列，タンパク質の

検出反応など多くは標準的なレベルのものである

が，デンプンのヒドロキシ基のメチル化（群馬大），

グルタチオンの構造決定（東京農工大），アミノ酸の

電離平衡などでやや難度の高いものも例年同様に出

題されている。

　また，合成高分子では，ナイロンやPETとともに，

アルキンの付加反応と連動して PVA やビニロン

（明治大，慈恵医大，東京農工大）からの出題が目立っ

た。脂質は，大部分が化学Ⅰの油脂，セッケンから

のもので，界面活性剤に言及したものが多く，思考

力を要するもの（慶應大－出題例14）もあった。

医薬品では，サリチル酸関連の出題が多かったが，

化学Ⅰの知識がベースで，これに薬理効果など「生

命」で扱う基本事項を押さえておけば解答できる

（慶應大，九大，秋田大，三重大など）。

　化学Ⅱの最後の項目である「課題研究」に関連す

る項目としては，物質の分離に関する総合問題（群

馬大），錯イオンの立体異性体（東京理科大），有機

反応原子効率（滋賀医大－出題例15）などが挙げら

れる。

横浜国大　工　前期　Ⅱ

出題例12

北里大　薬　Ⅴ

出題例13

慶應大　薬　6

出題例14



（3）　学習上のポイント

　（1），（2）で述べたように，入試問題の大部分

は標準的なレベルの問題である。このレベルの問題

を確実に解くことが合格への第一歩である。ただし，

基本事項の確認だけではだめであり，基本事項を組

み立てて解法を導く能力が問われる。これは適切か

つ十分な演習を積み重ねる以外にない。

　その上で，「発展」を反映した思考力を要する比較

的難度の高い問題への応用力を養成していく必要が

ある。状態図，希薄溶液の定量的扱い，電離平衡－

塩の加水分解，溶解度積など主に「発展」に記載さ

れた事項からの出題は，確実に増加している。また，

化学平衡を例に取ると，1つの平衡には対応できる

が，複数の平衡が成立している場合には全く対応で

きないケースがある。ここを突破できれば，塩の加

水分解や溶解度積の難度の高い問題もこなせるよう

になる。難度の高い問題をじっくり考えてみるべき

である。また，「課題研究」で取り上げられている

項目から出題されるケースも増えている。取り上げ

られている課題の実験やそれに基づく考察を深める

ことも重要である。
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■高橋　茂幸（たかはし　しげゆき）

　授業では高1～高3生，高卒生のトップレベル生から基礎学力生

まで幅広く担当。またサテライト授業も担当。教材ではテキストお

よび全統マーク模試などの作成を担当。

著書：こだわってシリーズ「速度・平衡・無機物質」（河合出版）

　　　入試問題正解（旺文社・共著）

　　　精選化学Ⅰ ・ Ⅱ問題演習 （旺文社 ・ 共著）など

滋賀医大　Ⅲ

出題例15
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1．センター試験　生物Ⅰ

（1）全体の傾向

　今年度のセンター試験は，大問5題，小設問29問

であった。2009年度と比較して，小設問数が1問

増加したが，全体のページ数が4ページ減少し，前

文や選択肢が文章になっている形式の文章量，およ

び小設問あたりの選択肢数が減少したので，解答時

間にゆとりがあった。

　正答率が80％以上の「やさしい」小設問の割合は， 

2008年度は31％， 2009年度は18％と減少傾向

にあったが， 今年度は65％と大きく増加した。 また， 

正答率が90％以上の「非常にやさしい」小設問が9問

（31％） もあった。逆に， 正答率が50％以下の「難し

い」 小設問の割合は， 2008年度は22％， 2009年

度は25％と増加傾向にあったが， 今年度は10％と

減少した。 これらの結果は， 今年度の問題が2008年

度や2009年度に比べて著しく易化したことを示し

ている。 今年度の平均点は2009年度より約14点上

がって， 69.70点 （大学入試センター発表） であった。

　設問内容は，今年度は例年に比べて考察問題より

知識問題の割合が多かった。知識問題は小問集合的

で，幅広い範囲から少しずつ出題されていたが，例

年にはない「問題を見た瞬間に解答できる」ような

基本的なものも見られた。データを読み取る考察問

題には，実験結果がグラフで示された第2問の問1，

第4問の問4・問5，文章とグラフや図で示された第

5問の問3・問4があるが，第5問の問4以外はいずれ

も正答率が高かった。

（2）設問別分析

第1問　細胞の構造と組織の特徴（配点20点）

　細胞・組織に関する標準的な知識問題である。第

1問全体の正答率は80％であった。問1の正答率は

89％と高かった。問2の正答率は75％であり，成

績上位者（上位者）と成績下位者（下位者）の正答

率の差（以下，上下差）は63％もあり，文系生と

理系生の正答率の差（以下，文理差）と共に29小

設問中最大であった。下位者は誤答として④，⑦を

選んでいることから，赤血球の核が他の細胞と違う

ということは理解していたが，骨格筋の核が多核で

あることがわからなかったようである。問3の正答

率は77％で上下差が41％と大きかった。問4の正

答率は 　4　 と 　5　 でそれぞれ70％と90％で

あった。誤答は①・②が多かった。

第2問　生殖と発生（配点20点）

　Aはテッポウユリの減数分裂に関する考察，およ

び知識問題であり，Bは誘導に関する知識問題であ

る。第2問全体の正答率は52％であり，大問5題中

最も低かった。現役生と高卒生の正答率の差（以下，

現卒差），および文理差は大問5題中最も大きかっ

た。問1の正答率は90％で，誤答は③が多かった。問

2の正答率は39％と低く，誤答は②・④・⑤に分散

しており，減数分裂に関する知識が不十分な受験生

が多かった。問3の正答率は12％で29小設問中最

も低かった。誤答として④を選んだものが43％，

⑧を選んだものが22％あった。この問題では上位

者の正答率ですら19％しかなかった。大学入試セ

ンター側は，あくまでも「観察される」染色体数で

あるから正答は②であるとしているが，教科書に

よって減数分裂時の染色体の定義のしかたに少しず

つ違いがあり，とらえ方によっては多数の受験生が

選んだような，④や⑧と考えることもできる。教科

書から「染色分体」という用語がなくなって以後，

分裂中の細胞の染色体の定義はあいまいである。受

大学入試センター試験　および　国公立大二次・私大　大学入試分析と対策

 生　物 

学校法人 河合塾　生物科講師　榊原　隆人



験生のためにも，今後このような混乱が起こらない

ように要望したい。問4の正答率は56％であり，上

下差は57％と大きかった。誤答は②と③に偏って

いたので，中胚葉が植物極側の予定内胚葉域の誘導

により分化することや，胚の背側，腹側がわからな

かったようである。問5の正答率は64％，問6の正

答率は55％であり，いずれも現卒差や文理差が大

きかった。第2問の全体の正答率が低いのは，問3

の問題だけでなく，問2，および問4～問6の知識問

題の正答率の低さも影響している。なお，問6は

2001年度センター試験追試験，第3問の問3・問4

と同じ内容であった。

第3問　遺伝（配点20点）

　Aは花の色に関する補足遺伝子の問題であり，B

はDNAの構造に関する知識問題である。第3問全体

の正答率は89％と大問5題中最も高かった。現行課

程になって以後，遺伝の問題はやさしくなり，補足

遺伝子や条件遺伝子などの頻度が高くなった。非常

に基本的な問題であったため，上下差，現卒差，文

理差などはほとんど見られなかった。問1の正答率

は96％で，問2の正答率は 　2　 と 　3　 がそれ

ぞれ97％と98％と非常に高く，下位者の正答率で

も85％と89％であった。これほど正答率の高い問

題はなかなか見られない。 問3の正答率は75％で

あり，誤答は④・⑤に偏っていた。設問文の白色花

個体Xの「白色花」を忘れた結果だと考えられる。

問4，問5，問6の正答率はそれぞれ87％，94％，

86％であり，いずれの知識問題もよくできていた。

第4問　環境と動物の反応（配点20点）

　Aは神経や適刺激と効果器に関する知識問題，B

は酸素解離曲線に関する知識・考察問題である。第

4問全体の正答率は85％である。問1の 　1　 ， 

　2　， 　3　 の正答率はそれぞれ82％，80％，
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96％であり，よくできていた。6個の選択肢から3

個の正解を選ぶのであるが，②絶縁体には④電気伝

導体が，③髄鞘には⑥ランビエ絞輪が，⑤跳躍伝導

には①シナプス伝達が対応しており，事実上2択に

近い。問2の正答率は81％であり，誤答には②・③

が見られた。問3はヘモグロビンに関する知識問題

で，選択肢の組合せの形式であり，正答率は77％

であった。問4，問5の正答率はそれぞれ96％，

84％であり，今年度の考察問題はこのようにやさ

しい問題が多かった。

第5問　環境と植物の反応（配点20点）

　Aは幼葉鞘の光屈性に関する知識問題，Bは幼葉

鞘の重力屈性に関する考察問題である。第5問全体

の正答率は64％であった。小設問数が4問しかない

ので，1問あたりの配点が5点と高く，ミスをする

と影響が大きい。問1の正答率は64％と低めだっ

た。②の接触屈性，③の接触傾性，④の黄白化に関

しては，それぞれ教科書1社ずつにしか記載されて

いないので，それ以外の教科書を使った受験生には

わかりにくかったと思われる。問2の正答率は91％

でよくできていた。問3の正答率は83％であり，上

下差は53％と大きかった。オーキシンの「生産」

か「移動」かを図1cのグラフから判断できなかっ

たようで，下位者の誤答は②に偏っていた。問4の

正答率は19％であり，29小設問中2番目に低かっ

た。この問題は上位者の正答率でも28％しかなく，

誤答は②に集中しており，②を選んだ受験生が

67％もいた。これは，選択肢中の「先端部」と「基

部」がどこを指しているのかを，図1a の図で確認

せず，勝手な思い込みで「基部」の位置を考えたた

め，図2c の結果を読み違えることになったと思わ

れる。（なお，上記の正答率はすべて河合塾の受講生

の答案再現データから引用した。）
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（3）指導上のポイント

　今年度の問題は非常にやさしく，従来になく平均

点が高かったが，2011年度の問題は間違いなく今

年度より難化すると考えられる。ここ数年の傾向と

して，知識問題で問われる知識は，教科書の片隅や

図中にのみあるようなものが増え，内容も詳細に

なっている。また，出題範囲も小問集合のように多

岐にわたり，特に受験生が陥りやすい部分を的確に

狙って問題が作成されている。このため，教科書に

ある内容を図なども含めて隅々まで十分に理解させ

る必要がある。また，考察問題では，長い文章を読

み，初めて見る表や図（グラフ）からデータを読み

取らなければいけないので，まず，設問文や選択肢

の文章を十分読み取ることができる読解力を養い，

さらに表や図などを正確に読み取り，論理的に思考

する訓練が必要となる。このため，過去問を中心に

問題演習を十分に積ませたい。また近年は，過去の

センター試験の類題も出題されているので，過去問

はできるだけ多く演習させるようにしたい。さらに

国公立大学の二次試験で出題された問題の類題も出

題されることがあるので，高得点を望む生徒には国

公立大学の二次試験なども見せておきたい。

2．センター試験　理科総合B

　理科総合Bのセンター試験は大問4題構成で，4

分野から1題ずつ出題された。昨年に比べ，生物分

野と地学分野の出題区分が明瞭となった。文章量は

昨年並みであるが，実験考察問題の出題がなくなっ

た。平均点は64.83点で，昨年の58.35点より

6.48点高くなった。

　教科書の基本的な知識問題，および問題文に与え

られた文章や図を読み取ることができれば正解にた

どりつける問題もあるが，実験（観察）目的，方法

に関する知識問題，およびその結果（データ）の読

み取りと考察に関する問題が出題されることもあ

る。教科書に扱われている内容を理解させるととも

に，資料図を含めて問題文をしっかり読み取る力，

結果を読み取る力を養わせる必要があり，高得点を

取得させるには十分な対応が必要である。

3．一般入試（二次・私大）

（1） 全体の傾向

　全体的な難易度は昨年と比べて大きく変化してい

ないが，昨年より知識を中心とした問題が増加した。

出題分野は生物Ⅰが約45％，生物Ⅱが約55％で，

昨年同様，生物Ⅱからの出題が多かった。中でも遺

伝子の出題が多く，大問1題で構成しているもの以外

にも，他のテーマの大問中に小設問として出題され

ている場合が多かった。選択分野については，選択

問題として出題した大学，片方の分野のみを出題し

た大学，両方の分野を必答問題として出題した大学

がほぼ同数あり，昨年とほぼ同じ状況であった。

　遺伝子分野では，「遺伝子発現の調節」や「PCR法」

など新しい内容の出題が増加しており，数年前の入

試問題に比べると，明らかに出題傾向が変化してい

るといえる。これに対し，典型的な酵素の反応速度

の問題や腎臓の計算問題なども多く出題され，また，

近年ほとんど出題されていなかった組織培養の出題

も見られた（なお，国公立大50大学，私立大10大

学での分析を行った）。

（2） 2010年度で注目される出題項目

　現在話題になっている「iPS細胞」が昨年に続き

今年も出題された。単に用語だけを尋ねるのではな

く，その詳しい内容まで論述で答えさせる問題も出

題された（出題例4）。遺伝子分野では，「遺伝子発

現の調節」や「PCR法」についての内容（出題例

5）や電気泳動のバンドパターンを解釈する問題（出
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出題例3
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題例6）が昨年同様多く出題されたが，昨年注目さ

れた「選択的スプライシング」の出題は減少した。

新しい内容として，名古屋大や静岡大では「トラン

スジェニック動物」の語を，横浜市立大では「アグ

ロバクテリウム」の語を空欄補充問題として尋ねる

出題が見られた。

　また，一部の教科書に「発展」として記載されて

いる内容として，横浜市立大では「プリオン」が大

問で出題され（出題例7），群馬大では「モータータ

ンパク質」の内容が出題された（出題例8）。さらに，

千葉大では，正しい文章のものを選ばせる問題の誤

りの選択肢として，「RNA干渉」の内容が出された

（出題例9）。

出題例4

大阪大　前期〔4〕

（途中省略）

出題例5

静岡大　�

（途中省略）

問

出題例6

同志社大〔Ⅰ〕



（3） 2011年度以降の入試予測

　近年の研究成果や話題となった内容についての対

応ははやく，すぐに大学入試で出題される傾向があ

る。しかし，今年度の大阪大や名古屋大の入試で見

られたGFPタンパク質の例のように，内容を用いて

いるだけで，設問はなく，学習していなくても影響

はない問題もある。また，一部の教科書で「発展」

や「参考」として記載されている高度な内容の出題

が，難関大だけでなく，中堅大でも見られた。この

ような内容の出題は今後も続くと考えられるが，そ

の内容を本格的に扱うと非常に難問になるので，用

語などを尋ねる知識問題での出題になると考えられ

る。しかし，出題が2～3年続くと，一部の大学で

はあるが，その詳しい内容について出題されること

も考えられる。

　年々新しい内容が出題されていくが，トピックス
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（途中省略）

出題例7

横浜市立大　前期　Ⅲ

（途中省略）

問

出題例8

群馬大　�

出題例9

千葉大　�
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的なものでは，一時的な出題になる場合も考えられ

る。あるいは多く出題された翌年には著しく減少す

るといった，年による出題頻度の変動もあると思わ

れる。

（4） 指導上のポイント

　生物Ⅱからの出題が多く，また，高度な内容や「発

展」からの出題もあるので，生物Ⅱにかなり多くの

指導時間をあてるようにしたい。発展的内容の指導

には多くの時間が必要となるため，どの内容をどこ

まで扱うかが重要になる。特に遺伝子分野では，近

年の入試問題を十分に分析して，指導内容を判断し，

あまり深入りし過ぎないようにしたい。選択分野に

ついては，入試の現状から考えて，やはり，両分野

とも学習させておきたい。

　入試の鍵となるのは考察問題と論述問題である。

考察問題では，まず，じっくり考えさせて解かせ，

そのもとで問題を解くのに必要な知識や，与えられ

た図や表の解釈の仕方などをきちんと解説するよう

にしたい。論述問題は，添削指導を通して生徒の書

いた答案に対し，どこがどのように誤っているのか

を的確に指導するようにしたい。論述問題は大きく

得点差がつくところであるので，その十分な対策が

不可欠である。

■榊原　隆人（さかきばら　たかひと）

　授業では，高卒生・高3生のセンター講座からハ

イレベル講座，および医進クラスを担当。教材では，

高3通年テキスト，高2・高3講習テキスト，および

生物記述論述添削の作成を担当。模試では，全統記

述模試作成チーフを務め，名大入試オープンの作

成，全統マーク模試の作題を担当。
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●http://www.shinko-keirin.co.jp/
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