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　恒例の，日本数学教育学会と東京都高等学校数

学教育研究会共催の「大学入試懇談会」が，今年

も，学習院大学百周年記念会館で，５月30日(日)に

開催された。学習院大学，東京理科大学，慶應義

塾大学，東北大学，東京大学，早稲田大学，京都

大学の順に，理工系の学部，学科を中心に，７大

学の入試の講評が行われた。以下，各大学の講評

と，その中で指摘された現在の生徒たちの受験状

況をあげてみたい。

１． 各大学から

（学習院大学）

○ １番， xの３次式

f x x ax a x a a( ) = + +( ) + + +4 4 3 4 73 2 2 2

(1)次の条件(*)を満たす実数 mを求めよ。

　　(*)任意の aについて f m( ) = 0が成り立つ。

(2) f x( ) = 0の３つの解を複素数平面上に図示すると

き，それらが正三角形の頂点になるように aを定

めよ。

　この問題で，正解に至った解答は少なかった。

「 aによらず」の理解ができなかったようである。

また，２次方程式の解が求められなかったり，２

解の複素共役性がわかっているのに計算での失敗

も多かった。

○２番，直線 L x y: + = 1から放物線C y x: = 1
2

2に

２本の接線を引く問題で，「２つの接点を具体的に

考えて」(計算が複雑)の正解はほとんどなかった。

計算力不足か。２つの接点を同時に考え，接点の

座標を与える２次方程式の解と係数の関係を利用

するのがうまい方法である。正解率は非常に低

かった。

○３番，グラフを描いて概形を把握して，回転体

の体積の公式によって体積を定積分として表し，

その定積分を計算する。この手順で解法が進むの

だが，体積を定積分で表せなかったり，x軸， y軸

を取り違えたり，積分の計算の仕方がわからない

と思われる答案が多かった。計算練習不足を感じた。

　定積分の計算の途中で，面積の計算を図形的に

考えて，1/8円の計算を利用した者は少なかった。

○４,５番の選択はほとんど４番の確率の問題を選

択していた。４番は正答率が高かった。解答の方

針によっては，時間をロスする。a , b の得点表を

作ってから期待値の計算にはいるのが速い。

・文系，今年度はよく出来ていた。白紙は少な

かった。「記述」がしっかりしていた。数学を選択

してきた学生は，入学後，伸びる印象がある。

○２番，真数条件や底の大きさに注意が必要。

○４番，接する⇔重解の解法の手順が重要。ま

た，積分の計算は展開してからの方が多く，合成

関数の積分は少なかった(文系なので当然か)。

・講師の先生の印象としては，記述の仕方は悪く

はなかった。「計算力」がないのはショックであっ

た。数学科の学生に関しては，入学当初は，概し

て「論理」に弱い。

（例）「すべての学生は携帯電話を持っている」の

否定が答えられない。

　記述式の設問は，さまざまな解答があるので面

白い。今後もこの方式を続ける，とのことであっ

た。また，難問でなくても解く時間に差が出るの

で数学の力は判断できる。今後も標準的な難易度

の出題でよいのではないか。

(東京理科大学)

・理学部共通問題午前は １ , ２ , ３ (100分)，数学

科はさらに午後３問 １ , ２ , ３ (80分)
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○１番の(1)は，極形式利用で出来がよかった。(2)

の回転体の体積を求める問題，つまり曲線 y f x= ( )

と y軸及び直線 y = 1で囲まれた部分を y軸のまわ

りに１回転してできる立体の体積を求める問題

は，t による場合分けが必要なためか正答率が低

かった。正答率４％( tの場合分けが出来ないと０

点)。

○２番の(1)(2)(3)は部分点あり。３次式の因数分解

が出来ない者が多かった。(4)は誘導つきであっ

た。部分積分の出来はよかった。

○３番の空間図形の問題も，図が描けないと解け

ない。講師の先生によると「出題のときに絵を入

れようと検討したが，なしで出題することになっ

た」。図をイメージすることも重要と考えたようで

ある。今の受験生が，空間図形の問題に苦しんで

いる様子がわかる問題であった。計算に入る前に

図を描くことが重要。練習が必要か。sでの場合分

けがほとんど出来ていないが，部分点を与えた。

・午後の数学科の問題について，

○１番はマークシート方式である。(1)(ア)(イ)正答

率40％，(ク)(ケ)(コ)は正答率８％，(2)命題の否定

(20％),(エ)出来悪し(明暗を分けた)。

○２番正答率25％(10/40点)。意図：図→理解→数学

的表現⇔「必要十分条件」。論証力と発想の相関な

し。２つのグラフを利用して極限を求める。

○３番，三角・対数の融合問題。対数の真数条件

や底のチェックが甘い。平均点は(15/40点)。

(慶應義塾大学)

・全体として問題文が長く，受験生は読みとるの

に時間がかかったようである。解く力をつける前

に，読む力をつける必要がある。講師の先生は

「簡潔でなかった」と言っていた。

○１番は空間図形の問題。直円柱を直径に対して

斜めに切った下側の展開図が描けない受験生が多

数いた。講師の先生によると，「この問題は，空間

図形における平面図形の方程式が教科書にないこ

とに作問終了間際に気づき，問題を修正した結

果，ぎこちない問題になってしまった」とのこと

であった。穴埋めの問題の答えに２がついていな

い者が多かったが，ケアレスミス(考え方は出来た)

と判断できるので，部分点を与えた。この問題は

直円柱を平面で切る点では，東京理科大の３番の

問題と似ている。円柱の底面の直径を含むように

切るか，含まないように切るかの違いがあった。

空間問題が苦手な受験生にとっては悩ましい問題

であっただろう。

○３番はグラフを描く問題であり，間違えやすい

部分があったので，部分点を与えた。

○４番は，理解するのに時間がかかる問題であっ

た。「説明するのが難しい問題を出題してしまっ

た」(講師の先生の反省)。

○５番は区分求積法を使って解答するのが当然で

あるが，出題者の予想に反して，数学的帰納法に

よる証明が多かった。面倒なため，ほとんど完答

に至らなかった。完答者数名。

(東北大学)

・作題と採点について……作題は，10人弱で数回

会議を開き，出題する20問を作る。まる２日かけ，

別のチームができた問題の点検を行う。採点は，

前期は30人程度が１週間弱かけて行う。１人1,000

枚強採点する。採点は工学部の教官も入る。理学

部は理学部の教官が，工学部は工学部の教官が採

点する。採点の基準は異なる。今年度の理学部の

平均点は127点，標準偏差は50点であった。

・今年度の特徴と評価……昨年とは異なり，易し

い問題もあった。易しい問題から難しい問題ま

で，いろいろな問題があることは好ましいことで

ある。反省点として，他大学と類似問題があっ

た。宮城教育大学の前期の問題と類似の問題が理

系の後期にでた。４番，個数の処理の問題で，実

害はなかった。難易度やバランスなどをみても，

全体として合格点であった。

　また，作問のとき，過去の問題と同じになって

もかまわない方針である(過去問のデータベースは

もっていない)。

○前期，理系３番(区分求積法)は，標準的な問題。

解答作成のとき，区分求積法を使用することをこ

とわることや，logやexpの連続性についての説明が
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ほしかった。何も言わずに，いきなり計算にいっ

た受験生は，減点された。

○後期，理系１番は過去問と類似しているが，こ

れだけ標準的な問題なら当然あり得る。解答作成

のとき，２次関数の定積分の公式は使って欲しく

ない。

・大学入試センター試験と２次試験の結果分析か

ら，センター試験の数学の問題では数学の力を十

分に判断できない。02年度から今年度まで３回の

入試を対象に，主に理学部志願者のセンター試験

と大学独自の２次試験の成績を調べた結果，数学

では相関が極めて弱かった。センター試験は平均

点の制約からどうしても平易な問題になってしま

い，そのため計算量の多い問題になってしまう。

計算力は学習で伸びるため，数学的思考力がなく

ても高得点がとれる，といった構図になっている。

(東京大学)

・講師の先生は前期試験に関わったが，後期試験

には関係しなかった。作問は昨年より難化をね

らった。平均点は理系で10点下がり，文系は昨年

並みであった。配点は公表されていないが，理系

は20点×６問＝120点，文系は20点×４問＝80点。

　採点は東北大と同じようなものであるが，さら

に記述の詳しいところまでみる。主観が入ること

になるが，途中の推論部分をきちんと書けば，答

えが出なくても点は与えられる。

○１番は文理共通問題。「ある人があることから気

づいた作問」であったが，解答が24通りあり，採

点が大変であった。なかには，未知数の置き方に

よっては複雑な連立方程式になり，方程式が解け

なくなってしまった解答もあった。

○２番は作問者以外誰も解けなかったので，(1)の

ヒントをつけた。論理的記述力をみる問題であっ

たため，答えだけを羅列した答案は，得点を少な

くした。逆に，答えが出なくても正しい推論がな

されていれば部分点を与えた。

○３番は，計算力をみる問題である。面積を求め

る式が出た後，その計算が非常に大変である。

○４番は，関数方程式の問題である。３次関数と

いう制約のため，この関数になってしまった。正

答率は非常に悪かったが，理Ⅲ受験生の１人が

「 cos3 の公式と関連させた，驚くべき答案」を

書いた。19/20点を与えた。この解法は出題者，採

点者とも気づかなかった。文系の３番と同様に，

整数問題を含めた。

○５番は(1)が易，(2)が難で計算量が多く，工学部

的問題であり，r = 1 45. の見いだし方が難しい。rの

絞り込み方が重要であろう。

○６番は，問題が複雑でかなりの難問である。

(早稲田大学)

・昨年度は難問だったので，今年は標準的な問題

になった。１，２，３番は基本問題で４，５番で合否

が決まる(特に４(2)番)。採点では，答案の質(記述

の仕方)に重点（減点の対象）をおいた。

○１(2)番は p = 3cos ， q = 3sin とおけるかが

ポイント。

○２(1)番は，かなり出来が悪かった。最初から

ケーリー・ハミルトンの定理を使った者は，成分

比較から３つの方程式を解くのに迷走していた。

○３番は，問題の意味を正しく理解していれば簡

単である。特に(3)は，等比数列の和の公式から指

数方程式を解けばよい。

○４番は漸化式が絡んだ問題である。(1)の出来は

よかった。(2)はどれだけきっちり記述出来るかを

みたが，記述上の不備が目立った。 anの収束性を

心配し，この問題を入れた。(3)の出来はよかった。

○５番は，微分，積分に関する問題がなかったの

で，積分の問題をいれた。(1)は易しめ。(2)はやや

難であった。正答率はよくなかった。 a = +1 tan

は指示したが…。(1/b)＝( xの関数)として考える

のがベストであろう。

(京都大学)

・作問メンバーのそのときの雰囲気で作っていて，

「傾向と対策」をとられないように工夫している。

　小問はつけない方針である。部分点の合計で点

数をとるよりも，１問を完答して欲しい。採点し

た多くの受験生の答案をみたときの印象である
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が，式が並んでいるだけで日本語による説明のな

い答案が多すぎる。

○１番は，三角関数の半角の公式を使う問題で易

しかった。生徒の答案のコメントに，なぜ比較式

を限定するのか，説明が欲しかった。

○２番は部分積分・置換積分とも使う，純粋な積

分問題。○３番は因数定理。○4番は論理的思考

をみた。問題の意味を正確に把握して理解出来る

かの問題。○５番は複素数平面上の図形としてと

らえられれば簡単。○６番はアイデア勝負の問題。

２．最後に

　各大学が共通にあげていた，受験生に期待する

能力は，「論理力」「幾何的，特に空間のイメージが

もてる力」「文章問題を読める力」の３つである。




