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０ はじめに
　新課程導入後３年目である平成29年度大学入試が終了
した。本年度は新課程からの移行も落ち着いた大学入試
であったように思う。本稿では，平成29年度のセンター
試験と，国公立二次試験・私大入試を総括し，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] 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)

　問題の出題形式は昨年度と同様であった。必答問題は
２題で，選択問題は３題から２題を選択する形であっ
た。大問２の小問は３題から２題となったが分量は変わ
らなかった。しかし，全体ではマーク数，設問数ともに
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，マーク数は増加したが，設問数はほぼ変化なしであ
った。

（２）　難易度の変化

　「数学Ⅰ・A」の平均点は61.12点，「数学Ⅱ・B」の
平均点は52.07点であった。昨年度との比較は次のよう
になる。

平成 28 年度 平成 29 年度
数学Ⅰ・A 55.27 61.12
数学Ⅱ・B 47.92 52.07

　「数学Ⅰ・A」の平均点は昨年度より5.85点増加した。
選択問題は少し難化したが，必須問題は易化しており，
トータルすると易化した分のほうが大きく，その分平均
点が上がったのだろう。「数学Ⅱ・B」の平均点は昨年
度より4.15点増加した。全体的に計算量が減少している
のがその理由だろう。一方，標準偏差は「数学Ⅰ・A」
は，19.93から21.38，「数学Ⅱ・B」は20.91から22.25と若
干大きくなっており，「数学Ⅰ・A」，「数学Ⅱ・B」とも
に昨年度より上位生と下位生の得点差がつきやすかった
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8,779件，「数学Ⅱ・B」
で8,460件のデータを取集した。なお，「答案再現分析」
による平均点は「数学Ⅰ・A」で68.4点，「数学Ⅱ・B」
で59.0点であり，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。）。

　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，問題文を引用していない箇所がありま
す。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。
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問題番号 平均点 満点
１ [１] 8.0 10

[２] 6.7 10
[３] 7.1 10

２ [１] 12.6 15
[２] 10.9 15

３ 12.1 20
４ 9.2 20
５ 14.0 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の「答案再現分析」に基
づいたものである。

① 数と式
　１の[1]は，因数分解，式の値を求める問題。３次式
の因数分解が出題され出題範囲としては微妙だが，正答
率は75.3%とさほど悪くなかった。来年度以降は従来の
問題だけでなく，教科書の研究，発展レベルまで幅広く
学習しておく必要がある。[2]は，必要条件・十分条件，
命題の真偽の問題。（ pまたは q）が何条件かを求める
部分の正答率は45.3%，（ pかつ q )が何条件かを求める
部分の正答率は73.7%であった。やはり「または」を扱
う条件のほうが出来が悪いことがよくわかる。
② 2次関数
　２次関数の最小値を求める問題。後半は複２次式の最
小値を求める問題であった。 t = a2とおくヒントがある
が正答率は44.1%（現役生38.9%，卒業生55.6%と差があ
る。）と，さほどできていなかった。置き換えて考える
問題の出来は悪いようである。また，余談になるが今年
度の２次関数の問題では， f(x)が登場せずに，いきな
り g(x)から始まるのが不思議であった。そこで「数学
Ⅰ」の問題を見てみると，まず f(x)の問題があり，次
に g(x)の問題となっていた。「数学Ⅰ・Ａ」では，この
f(x)の問題がカットされていたようである。
③ 図形と計量
　２の[1]は，三角形の２辺の長さとその間の角を与え，
余弦定理，正弦定理，面積公式など基本公式を順に利用
していく問題であった。平均正答率が84.0%とかなり出
来がよかった。この問題は平均点を上げる要因になって
いるのではないだろうか。今年度までと同様に次年度以
降も数学Aとの融合問題は出題されないので，基本を中
心に勉強しておけばよいだろう。

④ データの分析
　２の[2](1)は散布図から傾向を読み取る問題。(2)は昨
年度から引き続き変量の変換の問題，つまり変量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が問われた。この問題も「数学Ⅰ・
A」の範囲としては微妙ではあるものの，出題されて３
年目なので，分散，共分散，相関係数の関係などはしっ
かり頭に入れておいたほうがよい。正答率は，分散が
29.3%，共分散が 44.1%，相関係数が 44.4%であった。
分散の誤答としては，1倍とマークされた答案が 39.8%
と正答を上回った。共分散については，分散の正答率か
ら考えると，わからずに適当に1.8倍として正解したも
のが多かったのではないかと思われる。相関係数に関し
ては選択肢に−1倍がないので，問題を見た瞬間に1倍
が読み取れる。(3)はヒストグラムと箱ひげ図を選び傾
向を読み取る問題。次年度以降も同じようなテーマが出
題される可能性が高いと思われる。
⑤ 場合の数と確率
　あたり，はずれ２本ずつのくじをA，B，Cの３人が順
に引いていく問題。求める事象を選ばせるという今まで
にない問題が２問出題された。前半のほうは正答率が
91.3%と考えやすかったようだが，後半のほうは 40.4%
であった。また，条件付き確率が２問出題された。やは
り，条件付き確率はこれからも出題されるだろうから，
しっかり練習しておいたほうがよい。
⑥ 整数の性質
　(1)，(2)は4の倍数，9の倍数の問題。(3)は，約数の個
数の問題であり，最後の末尾の0の個数の問題につなが
る。約数の個数については，正答率は2の倍数の約数の
個数が 48.3%， 4の倍数が 49.8%であり，ほどほどの出
来であったが，これを公式として覚えているだけの受験
生は後半が正答できなかっただろう。また，4の倍数は
１桁だったので勘で当たった答案がある分，正答率が高
い。また， ２進法で表した時の末尾0の個数の問題はい
い問題だと思う。正答率は，14.1%であった。
　次年度以降は，１次の不定方程式や整数の剰余による
分類などテーマ的に幅広く学習しておいたほうがよいで
あろう。
⑦ 図形の性質
　(1)は，方べきの定理，メネラウスの定理の問題。(2)
は，内接円の半径，内心に関する問題。余弦定理を利用
する問題が含まれていた。ここではさまざまな図形に対
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
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従来のセンター試験の問題より国公立大の二次試験の問
題に近いものが出題されることが多いため，出題の意
図，誘導の意味などを見抜く訓練が必要である。
⑤ ベクトル
　(1)は，正六角形の頂点の位置ベクトルを求める問題。
(2)は，２直線の交点の位置ベクトルを誘導にのって求
める問題。(3)は，１つの頂点から直線に下ろした垂線
と直線の交点の位置ベクトルを求める問題。内積の問題
であり，計算量も少々煩雑なため正答率は6.6%とかな
り悪かった。
　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れるが，図形的な分析や少し
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，二項分布の問題。(2)は，二項分布の正規分布
による近似の問題。(3)は，確率密度関数が与えられた
連続型確率変数の問題。確率密度関数の登場は初めてで
あった。(1)，(2)は典型的で解きやすかったものの，(3)は
練習不足か正答率は 20%ほどと出来は悪かった。昨年
度のことも考えると，確率変数の期待値や分散，二項分
布や正規分布に加え，母平均や母比率の推定についても
基本事項をしっかり学習しておいたほうがよいであろう。

（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+整数」が47%で最も多く，続いて
「確率+図形」の33%，「整数+図形」の20%となった。
昨年度と異なり「確率+整数」が「確率+図形」の選択
率を上回った。また，「数学Ⅱ・B」は「数列＋ベクトル」
が98.7%であった。

２ 国公立二次試験，私大入試など

（１）　今年度の特徴

　今年度の全国の入試問題において，目についたのは昨
年度に比べ，圧倒的に複素数平面の問題数が増加してい
たことである。内容的にもさまざまな内容が出題されて
いた。それに比べ，データの分析は国公立大ではさほど
出題されず私大では小問集合などで出題されていた。ま
た，条件付き確率については昨年度に比べると出題する
大学が少し減少していた。それ以外の内容については例

考になるだろう。この問題の正答率は，70.1%と選択問
題の中では最も高かった。

（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] 9.6 15

[２] 9.4 15
２ 19.5 30
３ 12.2 20
４ 8.5 20
５ 8.4 20

① 三角関数
　２倍角の公式を用いる連立方程式の問題。正答率は前
半２問が 80%を超えているのに対し連立以降が50%前後
であった。今年度は，利用する公式が２倍角の公式だけ
であったが，ここでは，加法定理などそれ以外の公式も
しっかり身につけ，方程式や不等式，最大最小の問題な
どを重点的に学習しておくべきである。
② 指数・対数関数
　内分点の公式（図形と方程式）と対数の計算との融合
問題。最後の常用対数の計算の正答率は27.0%と，かな
り悪かった。ここでは，指数関数，対数関数のグラフの
特徴を捉える問題や，最大値・最小値を求める問題など
少し煩雑な計算やグラフにも慣れておきたい。
③ 微分法・積分法
　(1)は，接線の方程式を求める問題。基本的な問題で
あり正答率も高かった。(2)は，三角形の面積をaの３次
関数で表しその最大値を求める問題。面積をaの３次関
数で表す問題の正答率が57.7%とここで差がつき始めた
ようである。(3)は，放物線と直線で囲まれた部分の面
積を求める問題。ここの正答率は 26.5%と，面積を求め
る積分計算がかなりできていないようである。この分野
の問題はしっかり誘導にのって図を正確にかき，丁寧に
計算をする練習をしておいたほうがよい。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
　(1)は，等比数列の問題。(2)は，初項と公比を文字で
与え条件を満たす公比が実数となる条件を問う問題であ
り判別式を利用する。(3)は，対数で表された数列，（等
比数列）×（等差数列）の和の問題。対数との融合は新
しい。最後の和の問題の正答率は 10%以下であった。
このところ数列は，問題文の分量が多く，題材としても
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年通りであった。

（２）　数学A，数学Bの分野の選択について
　今年度は，滋賀大学（データサイエンス学部）の 3

で数学A（整数），数学B（確率分布）の選択になってい
た。また，鹿児島大学では例年通り 3 で数学Bの内容
（数列，ベクトル，確率分布）からの選択となっていた。

（３）　「データの分析」の問題
　今年度国公立大で出題されたのは，信州大，奈良女子
大，浜松医科大くらいであった。出題された内容は，信
州大ではデータを与えて平均値，分散，標準偏差，共分
散を問う問題，奈良女子大では９個のデータを与えた問
題で，変数変換を題材にした問題と，データを２つのグ
ループに分ける問題が出題された。浜松医科大では，医
学部らしい糖尿病に関する代表値の問題が出題された。
私大では，平均，分散，標準偏差などの基本的な計算（同
志社大，立命館大など）が小問集合で出題される形が多
かった。昨年度４学部で出題していた福岡大は今年度は
出題がなかった。このように，全国的にかなり出題数が
減少していた。
　今年度は全体的に出題数が減少していたが，センター
試験で出題されることを考えると，しっかり基本的な統
計量を求める問題からさまざまな状況に応じて考える力
を身につけ経験を積むことが必要である。

（４）　「整数の性質」の問題
　整数の問題は，約数や倍数に注目する（ユークリッド
の互除法を含む）問題が中心であった。横浜市立大（第１問）
では，互除法を用いて 148953

298767
を既約分数にする問題，愛

媛大（第１問）では１次不定方程式の275x+ 61y = 1を解
く問題，九州大，宮崎大などでも互除法を利用する問題
が出題されている。東京大，首都大学東京では漸化式の
問題で最大公約数を求める問題として出題されている。
次の問題は東京大の問題である。

　この問題は，(1)，(2)で数列{an} の隣接３項間漸化式を
作り， (3)は数学的帰納法を利用する。(4)を解くときは，
a1とa2の最大公約数は２であることから，anとan+1の
最大公約数が２であることを予想して，この予想が正し
いことを，互いに素であることの証明などを用いて示し
ていくような問題である。
　また，n進法に関しては，n進法で表したときの桁数
の問題が小樽商科大，関西大などで出題されていた。そ
れ以外では一橋大のような文字が対称である問題，産業
医科大のオイラー関数などの従来型の問題も出題されて
いる。年度問題は，さすがに2017は素数であるから問題
は作りにくかったようで， 2017という数字を扱う面白い
問題はあまり見受けられなかった。
　次の問題は九州大の問題である。

　この問題は２次試験前期日程の2017年2月25日を利用
した問題である。(1)は2017が素数であることを知って
いればすぐに答えは１であることはわかる。解答はユー
クリッドの互除法を用いて書くのであろう。

（５）　「確率」の問題
　条件付き確率の問題は，データの分析と同様昨年度に
比べれば出題数は減少していた。国公立大では，東北大，
福井大（医），徳島大，熊本大（医），琉球大で出題され，
私大では，立命館大や関西学院大などで出題されてい
た。中でも次の福井大の問題は医学部らしい胎児の性別

　 p = 2 +

5 とおき，自然数n = 1， 2， 3…に対

して，
an = pn +

�
− 1

p

�n

と定める。以下の問いに答えよ。ただし，設問(1)は
結論のみを書けばよい。

（1）a1，a2の値を求めよ。
（2）  n  2とする。積 a1anを，an+1とan−1を用い

て表せ。
（3）anは自然数であることを示せ。
（4）an+1とanの最大公約数を求めよ。

　以下の問いに答えよ。

（1）2017と225の最大公約数を求めよ。
（2）  225との最大公約数が15となる2017以下の自

然数の個数を求めよ。
（3）  225との最大公約数が15であり，かつ1998と

の最大公約数が 111となる2017以下の自然数
をすべて求めよ。
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ロイド曲線が出題された。陽関数による出題は群馬大の
f(x) = 1

4
x2 − 1

2
log xのみで，ほとんど媒介変数表示

による出題であった。有名関数についてはしっかり計算
練習しておいたほうがよい。微分方程式は，奈良県立医
科大，東京医科歯科大で出題されていた。出題は医学部
のみであった。しかし，これからさまざまな学部でも出
題される可能性はあるので基本的な問題くらいは解ける
ようにしておいたほうがよいだろう。
　ほかに目についたのは，サイクロイド曲線を題材に出
題していた大学が多かったことである。具体的には，福
井大，九州工業大，和歌山大，東京理科大などである。
また，斜軸回転（ y = xが回転軸）の体積が同志社大，
奈良県立医科大（前期）で出題された。

（８）　「入試問題トピックス」
（ⅰ）「折り紙」の問題
　次の問題は東京工業大学の問題である。

　この問題の出題の意図は，問題冊子，解答用紙とは別
に白紙の紙を配っているから，まずどのような場合分け
が生じるか，具体的に紙を用いて考えなさいということ
である。次にどう変数設定するかを考えていく，かなり
思考力のいる問題である。結局３通りの場合分けに気づ
き，座標を設定する，もしくは角を設定し幾何的に考え
るなどが考えられるが，数学のさまざまな力を見るのに
よい問題であると思う。

　aを 1以上の実数とする。図のような長方形の折
り紙 ABCDが机の上に置かれている。ただし，
AD = 1，AB = aである。Pを辺AB上の点とし，
AP = xとする。頂点Dを持ちあげてPと一致する
ように折り紙を一回折ったとき，もとの長方形
ABCDからはみ出る部分の面積をSとする。

（1）Sをaとxで表せ。
（2）  a = 1とする。PがAからBまで動くとき，S

を最大にするようなxの値を求めよ。
（図は省略）
　なお配布された白紙を自由に使ってよい。

の判定をするための検査法の問題であり，先を見すえる
練習問題としてはいい問題であるように思う。

　この問題は，しっかりカルノー図をかいて状況の把握
をすればかなり解きやすい。
　また，東京大（文科）では，所謂ランダムウォークの
問題が出題されたが，この問題は大阪市立大（前期）の
問題と設定は全く同じ問題であった。

（６）　複素数平面の問題
　最初にも述べたように，今年度はかなり多くの複素数
平面の問題が出題された。内容も昨年度までと違い，本
格的になってきたように思う。中でも昨年はほとんど見
られなかった軌跡の問題が数多く見られた。最も多かっ
たのは１次分数変換で，千葉大，群馬大（医），静岡大，
長崎大などで出題された。また，東京大，早稲田大では
w = 1

z
型，京都大ではw = z + 1

z
型などが出題され，

来年度以降もこういった写像の問題はかなり出題される
と予想されるため，しっかり練習を積んでおきたい。
　その他の内容では，札幌医科大，岡山大では複素数列
の漸化式の問題，山口大では複素数と確率の融合問題，
和歌山大では図形の回転（楕円）が出題された。このよ
うに，来年度以降は複素数平面に関しては数列，極限な
どの融合問題まで幅広く学習しておく必要がありそうで
ある。

（７）　「微分法・積分法（数Ⅲ）」の問題
　ここでは複素数平面以外の数Ⅲの内容について述べ
る。まず，曲線の長さについては，信州大，名工大，宮
崎大（医）ではアステロイド曲線，和歌山大ではサイク

　胎児の性別の判定をするための検査法がある。こ
の検査法は，
　　•  

産まれてくる子どもの性別が男の場合，男と
判定する確率が 17

20
　　•  

産まれてくる子どもの性別が女の場合，女と
判定する確率が 3

4
　　•検査結果は，男か女のいずれか
であるとする。以下の問いに答えよ。ただし，産ま
れてくる子どもの性別が男である確率と女である確
率は等しいとする。

(1）  産まれてくる子どもの性別が女であるとき，誤
って男と判定される確率を求めよ。

(2）  検査結果が男である確率を求めよ。
(3）  検査結果が男である場合と女である場合とでは，
どちらがより高い確率で正しいか答えよ。
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（ⅳ）「�−N論法」の問題
　次の問題は京都府立医科大の問題である。

　この問題は，カオスの一例であるロジスティック写像
をもとにした問題である。最後の(4)は�−N論法の問題
であり，受験生には厳しい問題であろう。
　その他のトピックスを挙げてみる。
慶應義塾大（商学部）：平面の方程式
　平面の方程式を表す練習までしておいたほうがよいこ
とがわかった。
公立はこだてみらい，金沢大：フェルマーの小定理
　2017は素数であるが，フェルマーの小定理で出題され
た。2017問題の中では工夫した問題だったと思う。
九州大（後期）：フィボナッチ数列
　不等式の証明，数学的帰納法の問題で難易度の高い問
題。
大阪教育大：ブラーマグプタの証明
　円に内接する四角形の面積公式の証明問題。
静岡大（教農その他）：ラグランジュの恒等式
　 (a2 + b2)(x2 + y2) = (ax+ by)2 + (ay − bx)2の証明と
これを用いた整数問題。
産業医科大：カタラン数
　有名な多角形に対角線をひいて三角形に分割する問題
などが出題されていた。

（９）　出題ミス
　今年度の出題ミスとしては，大分大で期待値が出題さ
れた。新課程導入後３年目の入試であるからそろそろこ
のミスもなくなるだろう。また，岩手大第１問(1)では，
問題文中に鋭角三角形と書いてあるが，条件通りの三角
形では鋭角三角形は作れない。さらに，近大（医）第３
問でも条件通りでは(1)が成立しない問題であった。

　 0 < a < 1である実数 aに対して，数列 {an} を
a1 = a，an+1 = 4an(1− an)　（n = 1，2，3，…）
で定義する。
（1）略
（2）略
（3）  0 < ak < 1

4
をみたす自然数 k について，

ak+1 > 3akであることを証明せよ。
（4）  am  3

4
をみたす自然数mが存在することを

証明せよ。
（5）  limn→∞

an = 0であるとき，aN = 0となる自然数
Nが存在することを証明せよ。

（ⅱ）「自己交差」の問題
　次の問題は神戸大学の問題である。

　この問題の(2)は，やはり対偶から条件を考える答案
が多いだろう。しかし，対偶をとらずに考えるとQの描
く曲線（x(t) = ct+ r sinωt，y(t) = −r cosωt）が自己
交差しない条件を考える問題になる。そこで十分条件か
ら考えていけばわかりやすい解答が得られる。自己交差
の問題は， 1993年度東京大でも出題されている
（x = 2 cos t+ cos 2t，y = sin 2t）が，あまり見慣れな
いテーマなので出来は悪かったようである。
（ⅲ）「二重和」の問題
　次の問題は奈良県立医科大の問題である。

　この問題では，文字の置き換えにより，　
2Sn =

n

i=1

� n�

j=1

1
6i6j

�

と変形できればSnは求まるだろう。いかに工夫できる
かが鍵となるが，二重和に慣れていなければかなり厳し
かったと思われる。

　 r，c，ωは正の定数とする。座標平面上の動点
Pは時刻t = 0のとき原点にあり，毎秒cの速さでx

軸上を正の方向へ動いているとする。また，動点Q

は時刻t = 0のとき点（0，−r）にあるとする。点
Pから見て，動点Qが点Pを中心とする半径 rの円
周上を毎秒ωラジアンの割合で反時計周りに回転し
ているとき，以下の問に答えよ。

（1）  時刻tにおける動点Qの座標（x(t)， y(t)）を
求めよ。

（2）  動点Qの描く曲線が交差しない，すなわちt1 = t2

ならば（x(t1)，y(t1)） =（x(t2)，y(t2)）であ
るための必要十分条件を r，c，ωを用いて与
えよ。

nは正の整数とする。Snを有限和

Sn =
n�

i=1

� n�

j=1

1
62i + 6i6j

�
=

n�

j=1

� n�

i=1

1
62i + 6i6j

�

で定める。このとき， lim
n→∞

Snを求めよ。



３ おわりに

　今年度の入試問題は，昨年度予想した通り新課程分野
（複素数平面，整数）の難易度が多くの問題では上がっ
ていた。よって，今年度で新課程への移行段階は終わり
全体的に深く学習していかなければいけないだろう。出
題範囲も教科書の発展扱いとなっているものまで学習す
ることが望ましいようである。これから，我々もより深
く入試問題を研究，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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