
【主な指導事項】
学習指導要領 「国語総合」

２ 内容
Ｃ 読むこと （１）指導事項

イ 文章の内容を叙述に即して的確に読み取ったり，必要に応じて要約や詳述を
したりすること。

【出題のねらい】
実際の場面に即して複数のテクスト（情報）を比較し，特定の観点（立場）から課題

を想定してその解決法の中心となる内容を説明する問題である。具体的には，二つ
の契約書を比較・分析し，二つの契約書の違いからサユリさんがトラブルに巻き込
まれる可能性のある課題を想定し，その要因となりうる情報（契約書で明確にして
おらず，将来トラブルが発生する可能性があること）を読み取って的確に答えること
ができる力を問う問題である。

【解答させる内容（問題の例）と資質・能力，出題形式との関係について（素案）】
③テクストの精査・解釈に基づく考えの形成

複数のテクストの妥当性を吟味し，情報を統合・構造化して論じる。

【正答の要素】
１．実際の場面に基づいて，二つの契約書を比較・分析し，その違いを読み取ること

ができる。

２．二つの契約書の違いからサユリさんがトラブルに巻き込まれる可能性のある課
題を想定し，その原因（または「要因」となる情報）（契約書で明確にしておらず，
将来トラブルが発生する可能性があること）を読み取ることができる。

３．上記１～２について，的確にまとめることができる。

問３

学習指導要領では「要約や詳述をするには，話したり書いたりという活動を通
すことになる」としている。特に「「要約」とは，文章の要点を押さえながら短くま
とめること」であり，「文章全体の要約が必要なのか，それとも特定の項目に関
してまとめることが必要なのかなど，目的に応じて」要約することが求められる。
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解答類型 正答

（正答例）
サユリさんが契約期間中に解約したい場合は，どの時点までに新町Ｐに通

知をしなければならないか（という内容）。（45字）

（正答の条件）
①50字以内で書いているもの
②＜盛り込むべき内容として＞「サユリさんが契約期間中に解約したい場合，

新町Ｐにどの時点までに通知しなければならないか」が書けている

１ 項目①，②のすべてを満たしているもの ◎

２ 項目②を満たしているもの

９ 上記以外の解答

０ 無解答

【正答の条件】
正答の要素に基づく，具体的な正答例及び正答の条件は以下のとおりである。

問３



Ⅲ 高等学校学習指導要領「数学Ⅰ」の「内容」のポイント

（１） 数と式

数を実数まで拡張する意義や集合と命題に関する基本的な概念を理解できるようにす
る。また，式を多面的にみたり処理したりするとともに，一次不等式を事象の考察に活用
できるようにする。

ア 数と集合
（ｱ） 実数

数を実数まで拡張する意義を理解し，簡単な無理数の四則計算をすること。
（ｲ） 集合

集合と命題に関する基本的な概念を理解し，それを事象の考察に活用すること。
イ 式

（ｱ） 式の展開と因数分解
二次の乗法公式及び因数分解の公式の理解を深め，式を多面的にみたり目的

に応じて式を適切に変形したりすること。
（ｲ） 一次不等式

不等式の解の意味や不等式の性質について理解し，一次不等式の解を求めた
り一次不等式を事象の考察に活用したりすること。

（２） 図形と計量

三角比の意味やその基本的な性質について理解し，三角比を用いた計量の考えの有
用性を認識するとともに，それらを事象の考察に活用できるようにする。

ア 三角比
（ｱ） 鋭角の三角比

鋭角の三角比の意味と相互関係について理解すること。
（ｲ） 鈍角の三角比

三角比を鈍角まで拡張する意義を理解し，鋭角の三角比の値を用いて鈍角の
三角比の値を求めること。

（ｳ） 正弦定理・余弦定理
正弦定理や余弦定理について理解し，それらを用いて三角形の辺の長さや角の

大きさを求めること。
イ 図形の計量

三角比を平面図形や空間図形の考察に活用すること。
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（３） 二次関数

二次関数とそのグラフについて理解し，二次関数を用いて数量の関係や変化を表現
することの有用性を認識するとともに，それらを事象の考察に活用できるようにする。

ア 二次関数とそのグラフ
事象から二次関数で表される関係を見いだすこと。また，二次関数のグラフの特
徴について理解すること。

イ 二次関数の値の変化
（ｱ） 二次関数の最大・最小

二次関数の値の変化について，グラフを用いて考察したり最大値や最小値を求
めたりすること。

（ｲ） 二次方程式・二次不等式
二次方程式の解と二次関数のグラフとの関係について理解するとともに，数量

の関係を二次不等式で表し二次関数のグラフを利用してその解を求めること。

（４） データの分析

統計の基本的な考えを理解するとともに，それを用いてデータを整理・分析し傾向を
把握できるようにする。

ア データの散らばり
四分位偏差，分散及び標準偏差などの意味について理解し，それらを用いてデー
タの傾向を把握し，説明すること。

イ データの相関
散布図や相関係数の意味を理解し，それらを用いて二つのデータの相関を把握し
説明すること。
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〔課題学習〕

（１），（２），（３）及び（４）の内容又はそれらを相互に関連付けた内容を生活と関連付
けたり発展させたりするなどして，生徒の関心や意欲を高める課題を設け，生徒の主体
的な学習を促し，数学のよさを認識できるようにする。
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＜正答例＞

〔1〕(1)(ⅰ) ア イ ８ ０
ウ ９

(ⅱ) あ 〈正答例①〉0 ＜ S ≦ 9
〈正答例②〉S ＞ 0 かつ S ≦ 9

問題全体の出題のねらい
動点のつくる四角形の面積の変化を捉える場面において，自ら変数を設定し二次関数に対応づけ

る構想力や，二次関数の式やグラフを活用して問題を処理する力を問うた。
なお，現行のセンター試験では，問題解決の構想から結論に至るプロセスが文脈の中にすべて提

示されているが，本問題では，何を変数として設定するか，またそれを用いてどのように関数として表
現・処理していくかなど，受験者の主体的な思考力を必要とする。

モデル問題例３

Ⅳ 記述式問題のモデル問題例と評価することをねらいとする能力
について（数学）
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＜正答例＞

〔1〕(2)

(3)

オ＋ カキ

ク

１＋ １７

２

エ １

①，③ (左記の番号を過不足なくマークしているもののみ正解)

モデル問題例３
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＜正答例＞

〔2〕(1)

(2)

－8 64	－コ サシ	 ス

セ ①

問題全体の出題のねらい
与えられた条件下で三角形が複数できる場合について，二次方程式の解の存在範囲に着目する方

法と，図形的に捉える方法の二つの方針により考察する場面を設定し，両者の考え方を比較・評価し
たり，三角比の知識と結びつけ，その考え方を広げたり深めたりする力を問うた。

なお，本問題は，他者の考えを理解したり，自分の考えと比較 ・ 評価するなどの言語活動場面での
ねらいも視野に入れて作問した。

モデル問題例３
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＜正答例＞

〔2〕(3) ソ ⓪

(4) い 0＜b＜a sin θ のとき 0 通り
b= a sin θ ，b≧a のとき 1 通り
a sin θ ＜b＜a のとき 2 通り

モデル問題例３



【主な指導内容】
学習指導要領 「数学Ⅰ」

２ 内容
(3) 二次関数

ア 二次関数とそのグラフ
事象から二次関数で表される関係を見いだすこと。また，二次関数のグラフの
特徴について理解すること。

イ 二次関数の値の変化
(ア) 二次関数の最大・最小

二次関数の値の変化について，グラフを用いて考察したり最大値や最小値を
求めたりすること。

【出題のねらい】
動点のつくる四角形の面積について，その変化の様子を自ら変数を設定し二次関

数で表すことにより解決しようとする構想力と，得られた二次関数の式やグラフを活
用し，その変化の様子を一定の手順にしたがって処理する力を問う問題である。

【解答させる内容（問題の例）と資質・能力，出題形式との関係について（素案）】
②問題を焦点化する（数式、図表、グラフなど）

二次関数の式やグラフ等を用いて，関数のとり得る値の範囲を求める。

【正答の要素】
二次関数の式，グラフを自ら活用して面積の変化を捉え，そのとり得る値の範囲を

不等式で正しく記述することができる。

設問 〔1〕 (1) (ⅱ)
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解答類型 正答

（正答例①）0 ＜ S ≦ 9
（正答例②）S ＞ 0 かつ S ≦ 9

（正答の条件）
S ＞ 0 かつ S ≦ 9 であることを記述している。

１ 正答の条件をすべて満たしているもの ◎

９ 上記以外の解答

０ 無解答

【正答の条件】
正答の要素に基づく，具体的な正答例及び正答の条件は以下のとおりである。

設問 〔1〕 (1) (ⅱ)



【主な指導内容】
学習指導要領 「数学Ⅰ」

２ 内容
(3) 二次関数

イ 二次関数の値の変化
(イ) 二次方程式・二次不等式

二次方程式の解と二次関数のグラフとの関係について理解するとともに，数
量の関係を二次不等式で表し二次関数のグラフを利用してその解を求めるこ
と。

【出題のねらい】
一般的な条件下においてできる三角形の個数について，それまでに考察した二

次方程式の解の存在範囲に着目する方法と，図形的に捉える方法の二つの方針
を振り返り，三角比の知識と結びつけ，その個数を場合に分けて正しく記述する力
を問う問題である。

【解答させる内容（問題の例）と資質・能力，出題形式との関係について（素案）】
②問題を焦点化する（数式，図表，グラフなど）

三角比や正弦定理，余弦定理を用いて条件に適する図形やその特徴などを答
える。

【正答の要素】
できる三角形について，一つの辺の長さ b が，a と asinθ のときをポイントとして

その個数が変わることに着目し，不等式などを用いて場合に分けることにより個数
を正しく記述している。

設問 〔2〕 (4)
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