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０ はじめに
　新課程が導入されて２年目である平成 28 年度大学入
試が終了した。昨年度は，旧課程からの経過措置を取り
ながらの入試であったため，本年度は実質，新課程１年
目の大学入試と考えられる。本稿では，平成 28 年度の
センター試験と，国公立大２次試験・私立大入試を総括
し，次年度以降の学習対策を述べることにする。

１ 大学入試センター試験
　ここでは，主として『数学Ⅰ・A』および『数学Ⅱ・B』
の２科目の出題内容についての分析と，次年度以降の学
習対策を述べることにする。

（１）　大問構成
　今年度の大問構成は以下のようになった。ただし，括
弧内は配点であり，★は選択問題（２問選択）である。
『数学Ⅰ・A』

大問 単　　　元
１ [１] １次関数(10)

[２] 集合と論理(10)
[３] ２次関数(10)

２ [１] 図形と計量(15)
[２][３] データの分析(15)

３ ★場合の数と確率(20)
４ ★整数の性質(20)
５ ★図形の性質(20)

　昨年度は，必答問題が３題であったが今年度は２題に
減少した。しかし，その２題の中で小問が３題ずつに増
えており，全体の分量は昨年度から変化はない。また，
マーク数，設問数はともに昨年度より増加している。
『数学Ⅱ・B』

大問 単　　　元
１ [１] 指数・対数関数(15)

[２] 三角関数(15)
２ 微分法・積分法(30)
３ ★数列(20)
４ ★ベクトル(20)
５ ★確率分布と統計的推測(20)

　大問数に関しては，昨年度から大きな変化はない。ま
た，マーク数，設問数ともに昨年度並みであった。

（２）　難易度の変化

　『数学Ⅰ・A』の平均点は 55.27 点，『数学Ⅱ・B』の
平均点は 47.92 点であった。昨年度との比較は次のよう
になる。

平成 27 年度 平成 28 年度
数学Ⅰ・A 61.27 55.27
数学Ⅱ・B 39.31 47.92

　『数学Ⅰ・A』の平均点は昨年度より６点減少した。
設問数の増加や，これまでに出題されなかった分野が出
題されたことなどが要因に挙げられるだろう。『数学
Ⅱ・B』の平均点は昨年度より 8.61 点増加した。一方，
標準偏差は 20.91 から 22.25 と若干大きくなっており，
上位生と下位生の得点差がつきやすい問題であったとい
える。

（３）　『数学Ⅰ・A』の問題分析
　大学入試センターからは，大問別平均点は発表されて
いないので，河合塾が実施した「答案再現分析」による
大問別平均点を次の表に示す。（「答案再現分析」とは，
受験生がどの問題にどのマークをしたかを調査したも
の。今年度は『数学Ⅰ・A』で 8,056 件，『数学Ⅱ・B』
で 7,771 件のデータを収集した。なお，答案再現分析に
よる平均点は『数学Ⅰ・A』で 61.6 点，『数学Ⅱ・B』
で 53.2 点であった。答案再現分析により抽出された標
本は，全母集団に比べてやや上方に分布している。）

平成28年度大学入試分析 〜新課程入試２年目をむかえて〜

　本稿ではいくつかの入試問題を引用しています
が，紙面の都合上，設問の一部を省略したり，表現
を改変したりした箇所があります。
　なお，大学入試センター試験の問題はトピックス
が多いため，問題文は引用していません。 問題文に
ついては河合塾のホームページなどをご覧ください。
　以下において「今年度」とは平成 28 年度，「昨年
度」とは平成 27 年度，「来年度」とは平成 29 年度
を指すこととします。また，一昨年度までの入試の
基準となった教育課程を「旧課程」，昨年度以降の入
試の基準となる教育課程を「新課程」と呼ぶことに
します。
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問題番号 平均点 満点
１ [１] 7.6 10

[２] 3.1 10
[３] 8.7 10

２ [１] 9.0 15
[２][３] 10.2 15
３ 14.7 20
４ 9.4 20
５ 9.1 20

　次に，今回出題された問題についてのコメントと，次
年度以降の学習対策について述べていきたい。なお，以
降で登場する正答率はすべて上記「答案再現分析」に基
づいたものである。

① 関数とグラフ
　(1)は，１次関数の閉区間における最小値を直線の傾
きに着目し，場合分けして求める問題。(2)は，与えら
れた不等式が閉区間で常に成り立つ条件を求める問題
で，(1)を利用できるかがポイントとなる。１次関数を主
題として扱う問題は，センター試験としては珍しい。来
年度以降も従来の２次関数だけでなく，１次関数や絶対
値記号を含む関数など幅広く学習しておく必要がある。
② 数と式
　今年度も昨年度に引き続き，「集合と論理」の問題が
出題された。(1)は，命題が真になるように集合の記号
を選ぶ問題。⊃や∈の記号を選ばせる問題はセンター
試験では初めての出題である。慣れていないということ
もあり，正答率は９%， 47%と前半の出来が悪い。
③ 2次関数
　連立２次不等式を満たす負の実数が存在する条件を求
める問題。関数的な要素が全くない出題であった。しか
し，来年度以降は従来通り関数としての出題の可能性が
高いと思われる。
④ 図形と計量
　三角形の外接円上を動く点Pに対して，(1)，(2)，(3) そ
れぞれで異なる条件を与えてPAの長さを求める問題。
正弦定理と余弦定理を用いる以外には三角比を利用し 
ない。公式の利用に加えて今年度のような図形的な考察
もできるように訓練しておく必要がある。
⑤ データの分析
　[２]は散布図を読み取る問題，[３]は(1)がヒストグラ
ムから箱ひげ図を選ぶ問題，(2)が散布図を読み取る問
題，(3)が変量の変換の問題。[２]と[３]の両方に散布図
を読み取る問題が出題された。

　「共分散」という用語の説明は，昨年度に引き続き与
えられている。また，(3)では変量 xに対し，変量ax+ b

を考えたときに，分散，共分散，相関係数が何倍になる
かを問われた。正答率はそれぞれ 31%， 26%， 33% であ
った。このタイプの問題は， 2013 年に出された「大学
入試センター試験の問題例（試作問題）」にも同様の問
題があった。来年度以降も出題の可能性はあるのでここ
まで練習しておかなければならない。
⑥ 場合の数と確率
　袋に入った球を順に取り出す確率の問題。(2)は通常
の条件付きの確率，(3)は「原因（事後）の確率」の問題。
誘導は丁寧だが，今後はこのような誘導がつかないこと
もあると思われるので，それを踏まえた上で練習してお
きたい。
⑦ 整数の性質
　(1)は１次の不定方程式の問題。昨年度に引き続き，
ax+ by = 1

 
形の方程式の特殊解を，ユークリッドの互

除法などで求める問題。(2)は位取り記数法の問題。２
進法で表された数を４進法で表す問題は解きやすいが，
６進法で表された小数のうち， 10 進法で表したときに
有限小数となるものを選ぶ問題は差のつく問題となっ
た。しかし第４問では，意外にもこの問題より，不定方
程式の解で xの絶対値が最小のものを求める問題が最
も出来が悪く，正答率は 22 %であった。来年度以降は，
１次の不定方程式だけではなく整数の剰余による分類な
ど幅広く学習しておいた方がよいだろう。
⑧ 図形の性質
　円に内接する四角形について，角の二等分線と線分の
長さの比，メネラウスの定理，チェバの定理，方べきの
定理，三角形の相似など基本的な定理を用いる問題。(1)
の線分DCの長さを求める（方べきの定理を利用する）
問題と，(2)の最後の線分の長さAHを求める問題が正答
率 20 %弱と出来が悪かった。正確な図が描けなかった
受験生も多かったのではないだろうか。正答率の結果で
興味深かったのは，(2)の外接円の直径は正答率 22.9%に
対して，(2)を利用して解くにも関わらず次の角度を求 
める問題は 45 %と正答率が上がっていることである。
そこから推測すると，最後のAHの長さだけが出来なかっ
たわけではなく，(2)の最初の問題（直径を求める問題）
から出来なかった受験生が多かったと思われる。ここ 
では様々な図形に対して基本公式を自由に使える力を養
う必要がある。旧旧課程（平成元年告示）の「平面図形」
の過去問などが参考になるだろう。
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れることが多いため，出題の意図，誘導の意味などを見
抜けるような訓練が必要である。
⑤ ベクトル
　四面体の対辺上を動く２点P，Q間の距離の最小値と，
最小であるときの三角形GPQの面積を求める問題。空
間ベクトルの内積計算の問題であったが，比較的計算し
やすい問題であった。正答率も数列に比べて 20 %を切
るような問題はなかった。また，(2)で与えられるGは三
角形の重心であり，重心の性質が必要であった。今後も，
ベクトルを選択する場合は，数Aの「図形の性質」の一
部も学習しておきたい。「ベクトル」の問題は従来と変
化はないと思わるが，少し計算が煩雑な問題にも対応で
きるような練習をしておくことが大切である。
⑥ 確率分布と統計的な推測
　(1)は確率の計算，(2)は二項分布に従う確率変数の期
待値・分散と確率変数の変換，(3)は二項分布の正規分布
による近似，(4)は母比率の推定の問題。(4)の母比率の
問題は丁寧な誘導がつけられているが， 95%信頼区間の
公式は覚えておいた方がよいだろう。また，確率変数の
期待値や分散，二項分布や正規分布，母平均や母比率の
推定については，基本事項をしっかり学習しておくとよ
い。

（５）　選択問題の選択率
　「答案再現分析」によると，『数学Ⅰ・A』の選択問
題の選択率は「確率＋図形」が 44.1%で最も多く，続い
て「確率＋整数」の 41.9%，「整数＋図形」の 11.5%と
なった。昨年度と異なり「確率＋図形」が「確率＋整数」
の選択率を上回った。また，『数学Ⅱ・B』は「数列＋
ベクトル」が94.9%であった。

２ ２次試験，私大入試など
（１）　昨年度との比較
　昨年度，新課程の内容は選択問題として出題されてい
た。今年度はそういった旧課程生に対する経過措置もな
くなり，新課程の内容のみの入試となった。よって，昨
年度と比べれば新課程分野からの出題がかなり増加し
た。特に，複素数平面からの出題がかなり増え，整数，
条件付き確率，データの分析などもかなり出題された。
整数問題は，旧課程入試ではさほど出題されていなかっ
た２元１次の不定方程式，ユークリッドの互除法，n進
法などからも出題されていた。データの分析からの出題
は，私立大学（立命館大，同志社大，福岡大など）では

（４）　『数学Ⅱ・B』の問題分析
　「答案再現分析」による大問別平均点を次に示す。

問題番号 平均点 満点
１ [１] 10.6 15

[２] 6.4 15
２ 18 30
３ 7.7 20
４ 10.9 20
５ 4.2 20

① 指数・対数関数
　(1)は指数，対数の計算。(2)は指数関数，対数関数の
グラフの特徴を捉える問題。(3)は対数関数の最小値を
求める問題。ここでは，x > 0のときの， t(= log2 x)の
範囲を求める問題が差のついた問題だったようである。
（正答率 52%）さほど従来までと変化はなさそうであ
るが，少し煩雑な計算やグラフにも慣れておきたい。
② 三角関数
　三角関数を含む方程式の解や実数解の個数について考
える問題。(1)は誘導に沿って，２倍角の公式を利用す
れば解きやすい問題であった。この問題はほぼ全体的に
正答率 50 %を切るような問題であり，受験生には難易
度の高い問題となった。特に，k = 1

4
のときの解の個数

は，正答率 30 %と出来が悪かった。ここでは，加法定
理などの公式をしっかり身につけ，方程式や不等式，最
大最小などを重点的に学習しておくべきである。
③ 微分法・積分法
　(1)は，２つの放物線と２本の直線で囲まれた図形の
面積の最小値を求める問題。面積がaの２次式であり，
２つの放物線の位置関係に注意すれば解きやすい。(2)
は(1)の図形と正方形の内部の共通部分の面積の最大値
について考える問題。誘導通り進めていけばよいが，正
しく図を描いて考えなければ誘導に乗りにくかっただろ
う。この正方形の問題以降の正答率はかなり落ち込み，
最後は 10 %程度となっている。今後は，４次以上の関
数についての微分法や３次以上の関数についての積分法
についても注意しておきたい。
④ 数列
　今年度は群数列が出題された。群を自分で設定しなけ
ればいけない点が 2010 年とは異なる。群の設定では，
分母がk となる分数が第 k − 1群となるので，混乱した
受験生もいたかもしれない。正答率も(3)では， 41%， 
16%，５%とかなり悪かった。このところ数列は，問題
文の分量が多く，題材としても従来のセンター試験の問
題より国公立大学の二次試験の問題に近いものが出題さ
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小問での出題が，国公立大の２次試験では

計算や確

率との融合問題の出題などがあった。また，旧課程から
引き継いだ分野については特に大きな変化はなかった。

（２）　数学A，数学Bの分野の選択について
　昨年度，高知大では数学Aの３分野から１問ずつ出題
し，１問を選択解答させる形式が出題された。また，鹿
児島大では，数学Bの３分野から１問ずつ出題し，１問
を選択解答させていた。今年度は，鹿児島大のみがその
形を踏襲している。
　今年度の入試の出題から見れば，数学Aに関しては，
３分野すべてを学習しておいた方がよいだろう。数学B
に関しては，特定の私立大の医学部などを除けば，ベク
トルと数列をしっかり学習しておけばよさそうである。

（３）　「データの分析」の問題
　出題された問題内容は，与えられたデータをもとに平
均値，分散，標準偏差などを問う問題（同志社大，立命
館大，福岡大，南山大など）から，２つのグループを１
つにまとめる（立命館大，福岡大など），または逆に，
１つのグループを２つに分ける問題（慶應義塾大），２
次元のデータを扱う問題（奈良県立医大，産業医科大，
一橋大）まで，様々であった。
　「データの分析」の問題の対策としては，基本的な統
計量を求める問題から様々な状況に応じて考える力が必
要になる問題まで，多くの経験を積むことが必要である。
　次の問題は，相関係数を主題とした一橋大の問題であ
る。xをx +2  に変えても相関が変わらないように xを
求める，新しいタイプの問題である。

　また，次の問題は横浜市大の問題である。偏差値を計
算させる問題が出題された。

（４）　「整数の性質」の問題
　ax+ by = c型の不定方程式の問題が，数多く出題さ
れた。また，n進法の問題は京都大などで出題された。
新課程になって，教科書で大きく扱われるようになった
内容を中心に出題された。しかし，積の形を作る方程式
の整数解の問題（東京理科大，島根大など）や対称性に
注目する問題（産業医科大，東京理科大など）など，従
来型の出題も見られた。また，今年度は2016年度であり， 
「2016」

 
に関する出題が多かった。2016 = 25(26 − 1)と

表せることも要因の１つにあげられるだろう。

　xは０以上の整数である。次の表は２つの科目X

とYの試験を受けた５人の得点をまとめたものであ
る。

① ② ③ ④ ⑤
科目Xの得点 x 6 4 7 4
科目Yの得点 9 7 5 10 9

（1）  2n
 
個の実数 a1，a2，· · ·，an，b1，b2，· · ·，bnに

ついて，a = 1
n

n

k=1

ak，b = 1
n

n

k=1

bkとすると， 
n

k=1

(ak − a)(bk − b) =
n

k=1

akbk − nabが成り立つ

ことを示せ。

（2）  科目Xの得点と科目Yの得点の相関係数 rXYを
xで表せ。

（3） xの値を２増やして rXYを計算しても値は同
じであった。このとき，rXYの値を四捨五入し
て小数第１位まで求めよ。

　ある大学でN人の学生が数学を受験した。その得
点をx1，x2， · · ·，xNとする。平均値 x̄および分散 
s2は各々

　 x̄ =
x1 + x2 + · · ·+ xN

N

　s2 =
(x1 − x̄)2 + (x2 − x̄)2 + · · ·+ (xN − x̄)2

N

で与えられている。標準偏差 s(> 0)は s =

s2

となる。このとき，x 点を取った学生の偏差値は
t = 50+ 10× x− x̄

s で与えられる
(x ∈ {x1，x2， · · ·，xN})。 偏差値は無単位である
ことに注意せよ。
　Y大学でN = 3n人の学生が数学を受験し，たま
たま2n人の学生がa点，残りのn人の学生が  b 点を
取ったとしよう。簡単にするためにa < b とする。
a点を取った学生および b 点を取った学生の偏差値
を求めよ。
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（５）　条件付き確率の問題
　条件付き確率の問題は，整数の問題ほど数多くは出題
されなかった。今年度は，東大や東北大などで出題され
た。来年度以降はもう少し出題する大学も増えるのでは
ないだろうか。
　次の問題は東北大学の問題である。

　標準的な条件付き確率の問題であるが，「事象B が起
こらなかった場合に」という否定になっているのが特徴
的な問題である。
　次の問題は東京大の問題である。巴戦の確率であり，
最後が条件付き確率の問題である。

　Aが優勝するのは， l を整数として， n = 3l + 1また
はn = 3l + 2のときに限られる。解いた経験のある受験
生には有利になった問題だろう。
　次の問題は熊本大の問題である。この問題は，新課程を象徴
する１題である。2−X1 <= X3 <= 5 +X2，2−X1 < 2，
5 < 5 +X2であることに気づけば考えやすい。

　サイコロを７個同時に１回振るとき，１から６ま
での目がすべて出る事象をAとし，同じ目が６個以
上出る事象をBとする。事象Bが起こらなかった場
合に事象Aが起こる確率を求めよ。

　A，B，Cの３つのチームが参加する野球の大会を開
催する。以下の方式で試合を行い，２連勝したチー
ムが出た時点で，そのチームを優勝チームとして大
会は終了する。
　(a) １試合目でAとBが対戦する。
　(b)   ２試合目で，１試合目の勝者と，１試合目で

待機していたCが対戦する。
　(c)   k 試合目で優勝チームが決まらない場合は，

k 試合目の勝者と，k 試合目で待機していた
チームがk + 1試合目で対戦する。ここでkは
２以上の整数とする。  
　なお，すべての対戦において，それぞれの
チームが勝つ確率は 1

2で引き分けはないもの
とする。

（1）  nを２以上の整数とする。ちょうどn試合目
でAが優勝する確率を求めよ。

（2）  mを整数とする。総試合数3m回以下でAが優
勝したとき，Aの最終の対戦相手がBである条
件付き確率を求めよ。

　次の問題は，大阪医大の問題である。ユークリッドの
互除法の証明が出題された。ほかにも神戸大第４問でも
出題されており，証明は出来るようにしておいた方がよ
さそうである。

　次の問題は n進法の問題で, 京都大の文系第３問で出
題された。

　両辺を 10 進法で表せば2n+2 = (n+ 1)3となり，
n = 7を境に両辺の大小関係が逆転することを利用す
る。10 進法に直せれば従来型の整数問題となる。
　次の問題は九州大の問題である。2016  という数をテ
ーマにしており，合同式を利用すると解答しやすい問題
である。

　また，数学的な背景のある問題としては，ペル方程式
の問題が横浜市大第１問，メルセンヌ素数が浜松医大第
１問などで出題された。また，フェルマーの小定理を題
材にした問題(np ≡ n (mod p))が立命館大で出題された。
　来年度は2017年度であり，2017  は素数である。素数
の問題やピタゴラス数(792，1855，2017)などの出題が考
えられる。整数問題は，基本的な問題からかなり難易度
の高い問題まで出題されている印象である。

　自然数a，b に対して，その最大公約数をG(a，b)

とする。
（1）  a > bのとき，G(a，b)= G(a− b，b)を示せ。

　　   自然数 nに対して (1 +

3 )n = pn + qn


3

　　   （pn， qnは自然数）とおく。

（2）  G(pn+2，qn+2)とG(pn，qn)の関係式を導け。

（3） G(pn， qn)の値を求めよ。

　nを４以上の自然数とする。数 2，12，1331がす
べて n進法で表記されているとして，212 = 1331が
成り立っている。このとき，nはいくつか。十進法
で答えよ。

（1）  2016 と 22016 + 1は互いに素であることを証明
せよ。

（2）  22016 + 1を 2016 で割った余りを求めよ。

（3） 22016(22016 + 1)(22016 + 2) · · · (22016 +m)が
　　 2016 の倍数となる最小の自然数 mを求めよ。
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（７）　曲線の長さの問題
　下記の表のような出題があった。主に有名曲線（カー
ジオイド，サイクロイド，ハイポサイクロイド，カテナ
リーなど）が出題されている。

大学名 曲線の方程式

明治大 x＝ t，y = − log(cos t)

神戸大 r = 1 + cos θ

摂南大 x = 2(t− sin t)，y = 2(1− cos t)

上智大 x = 2 cos t+ cos 2t，y = 2 sin t− sin 2t

東京理大 y = eax + e−ax

2a

摂南大 y = ex + e−x

2

　曲線の長さについては，まずこのような有名曲線の方
程式で公式を利用する練習をすればよいだろう。

（８）　学習指導要領の範囲外の出題
　立命館大では，「n2はpを法として · · ·と合同」という
表現があった。この表現は学習指導要領の範囲外だ。（一
部の教科書で扱われているが「発展」の中である。）ま
た，慶應義塾大では，平面の方程式「x+ y + z = a」と
書かれていた。これも同様である。
　新課程の学習指導要領をもとにして出題できる範囲が
大学側にまだ浸透していないように感じる。そのため，
教科書の「発展」に書かれていることも学習しておいた
方が，入試では有利になることもあるかもしれない。

（９）　出題ミス
　山口大（理学部物理情報学科）の後期試験で，「確率
分布と統計的推測」の期待値が出題された。大学側から
公表されていた数学Bの出題範囲は，ベクトル・数列で
あったため，受験した学生全員に 400 点中 50 点が与え
られた。
　期待値に関しては，問題冊子に印刷されていて，試験
開始時に訂正するという大学などもあった。
　また，奈良県立医科大では，円周上にある３点に関し
てBD＋CDの長さを求める問題で，条件を満たす場合の
BD，CDを求めると虚数になる，すなわちそのようなD
が円周上にはとれない問題が出題された。

　zを複素数とする。複素数平面上の３点A (1)，B (z)，
C (z2)が鋭角三角形をなすような zの範囲を求め，
図示せよ。

（６）　複素数平面の問題
　昨年度は移行措置のため，あまり出題されなかった
が，今年度はかなりの大学で出題された。内容は，極形
式，ドモアブルの定理，方程式，回転・拡大縮小，軌跡
など幅広く出題された。来年度以降もこのように幅広く
出題されることが予想される。
　次の問題は，三角形の面積を考えさせる山口大の問題
である。

　S = 1
2
|x1y2 − x2y1|を，複素数α，βで表す問題であ

る。共役な複素数の計算にも慣れておきたい。
　次の問題は，東京大理類の問題である。図形的に工夫
すると，（−1平行移動して，z − 1で割ると３点は，0，
1，z + 1となる。）かなり考えやすいが，３つの内角が
すべて鋭角となる条件を利用した答案が多かったよう
だ。これは文類第１問と同じ内容である。

　１つのさいころを３回投げる。１回目に出る目の
数，２回目に出る目の数，３回目に出る目の数をそ
れぞれX1，X2，X3とし，５つの数
　　　2，5，2−X1，5 +X2，X3

からなるデータを考える。

（1）  データの範囲が７以下である確率を求めよ。

（2）  X3がデータの中央値に等しい確率を求めよ。

（3）  X3がデータの平均値に等しい確率を求めよ。

（4）  データの中央値と平均値が一致するとき，X3

が中央値に等しい条件付き確率を求めよ。

　３点O(0，0)，A(x1，y1)，B(x2，y2)を頂点とする
三角形を考える。
　　　α = x1 + y1i，  　β = x2 + y2i のとき，

（1）  ABCの面積は，S = 1
4
|αβ − αβ| であるこ

とを示しなさい。

（2）  kを２より大きい定数とする。
　　  α2 + β2 = 1かつ |α− 1|+ |α+ 1| = k

　　  を満たすとき，次の各値は，α， βによらず一
定であることを示しなさい。

　　 (i) |α|2 + |β|2

　　 (ii)  OABの面積S



　出題ミスではないが，九州大では問題のリード文では
「赤色の球」と表現されていたものが，設問の中では
「赤玉」になっていた。そのほかの大学でも表現的に改
善した方がよいと思われる問題が見受けられた。受験生
のためにも，大学側にはもう少しチェック体制を強化し
てほしいものである。

３ おわりに

　今年度の入試問題を見渡すと，積極的に新課程固有分
野を導入していく姿勢が見られる大学と，そうでない大
学と，二分されていた。しかし，来年度からはさらに新
課程固有分野を出題する大学は増えるだろう。それに伴
い，複素数平面や整数などは出題される問題の難易度も
上がることが予想される。よって，より深く学習してお
くべきだろう。我々もこれまで以上に入試を分析し，正
確な情報を発信していきたい。

寺尾　仁志（てらお・ひとし）
　「全統高１模試」チーフ，高１・２教材で使用す
る「重要事項集」チーフを担当。河合サテライト
講座，河合塾マナビスなど映像授業も多く担当し
ている。学習指導要領を深く研究するとともに，
模試の答案分析を通して生徒の弱点を分析し，教
材や模試に反映させている。授業は高校１年から
大学受験科，また東大・京大を目指すトップレベ
ルから，スタンダードレベルまで幅広く担当。
　問題の解法だけでなく，その中にある基本事項
や重要事項などを生徒にしっかり理解させること
を重視した生徒の学力に応じた丁寧な指導には定
評がある。
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