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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21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，早稲田大学，東北大学，東京大学，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）

○全体的に

　新課程初年度ということもあり，理系の学部で

は旧課程の受験生を考慮し選択問題を設定した。

基礎的な学力が試せるような問題作成を心掛け，

難問は出題しないように配慮した。

○理学部の問題から

　１確率と数列の融合問題である。標準的な問題

で 40 点配点中 20 点以上得点できた受験生が大

半であった。具体的に場合を列挙した受験生が多

かった。ただ，この問題は，順列を考えるのだが，

確率の分母を組合せにした間違いが目立った。

　２四面体において，底面の三角形の面積を求め，

さらに四面体の体積を求めることを目標にした問

題である。１つの頂点から残りの３頂点までの長

さをすべて同じにし，計算をしやすくした。底面

の三角形の面積を求める問題は良くできており，

ヘロンの公式を用いて求めた受験生もいた。体積

の問題では，垂線の足が底面の「外心」であるこ

とに気づかず，出来は良くなかった。ベクトルを

用いた解答も多かったが，少々面倒な計算が必要

であり，正答まで至らなかった。

　３微積分の問題。最小値を求めて，グラフをか

いていくことを目標とした。   の解が３

重解であり，このことも考えながらグラフをかか

せたかったため，あえて「  を解け」とい

う問題を加え， 軸との交点を求めさせた。増

減表はかけるが，それを正確にグラフに表すこと

ができない受験生が多かった。

また， 　　　　という式があると  と考えて

しまう誤りが多かったのは，意外であった。

　４楕円の回転体の体積を求める問題。基礎的な

問題で，計算も面倒ではなく，もっとできて良い

問題である。意外にも半分以下の正答率であった。

○経済学部の問題から

　１図形の問題であり，メネラウスの定理を用い

れば比較的簡単に求められるが，利用した受験生

は少なかった。余弦定理を用いても求められるが，

面倒な計算となり，正答まで至っていなかった。

　２等式の証明の問題であるが，数学的帰納法を

用いた受験生は少なかった。実際に 3k C を  を用
いて表し，計算した受験生もいたが，正解の答案

は少なかった。数学的帰納法で解きたい。

　３最大値・最小値と確率・期待値の問題である

が計算ミスが目立った。

　４グラフの接線と定積分の計算の問題で，定番

の標準的な問題であるが，最後の問題で時間がな

かったのか，不思議に出来が良くなかった。

○質問：『グラフをかけという問題の場合には

「変曲点も求めよ」という記述は必要ないのか』

　回答：その記述がなくてもほとんどの受験生が

変曲点を求めてグラフをかいていた。変曲点を求

めないとグラフの概形が変わり，グラフをかけと

いう中には変曲点を求めることも含まれると考え

る。
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（東京理科大学）

○全体的に

　理学部共通問題は午前中に １,２, ３の３問100

分，数学科はさらに午後 ４, ５の２問 80分。

懇談会では特別に ２,３についての説明があった。

○理（数学・物理・化学）学部　２について

(1) 円と円の外接の条件から，その接点の軌跡を

求める問題。外接の条件や式の変形と共に幾何的

な洞察力を試す問題にした。例年通りでよく出来

ていた。ベクトルや三角関数，三角形の相似を用

いた解答もあった。また，受験生の自由な発想を

みるため，小問を設けずに (1)，(2) だけとした。

(2) 楕円の面積を求める教科書程度の問題。楕円

と分かった受験生にも公式ではなく，置換積分で

計算ができる基礎学力を試すために，あえて「積

分を計算することにより」という言葉を加えた。

○ 理（数情・応物・応化）学部　３について

(1)(i) 不定積分で，部分積分法を繰り返し２回用

いる問題で，比較的良くできていた。

　(ii) 対数の微分で増減表，最小を調べて証明し

ていく問題。教科書的な問題であるが，対数の「真

数が正」という条件を忘れている答案が多かった。

(2) 微分積分の応用として，接線と体積を求める

問題であり，指数・対数の計算力も試した。

　(i) ２曲線の交点を求める問題で，基本的であ

る。良くできていた。

　(ii) 直線の直交条件より求める問題で，基本的

であるが　　　　　 から，　 の値はただ１つと

見抜いて，解　　　に至らない解答が多かった。

　(iii) 回転体の体積を求める標準的な問題である

が をおとすなどの基本的なミスが目立った。

（慶應義塾大学）

○全体的に

　毎年５問の出題で，Ａ ( 基本・穴埋め ) ４問と

Ｂ ( 標準・論述 ) １問であるが，今年はその中間

的な問題も入れた。新課程の受験生の計算力を懸

念していたが，それほどの不安はない結果であった。

○理工学部の問題から

　Ａ１微分可能性を調べる問題と置換積分を用い

た定積分の計算，恒等式の考えを用い部分積分を

２回繰り返して計算する問題の小問３問。計算力

を特に試す問題である。出来は悪くなかった。

　Ａ２数列の漸化式の問題であるが，「 年物の

味噌」という新しい概念を考える問題である。問

題文が長く，まず読解力が要求される。また，途

中で間違うと最後までそのミスが影響してしま

い，出来不出来がはっきり分かれる問題となった。

　Ａ３５問中一番出来が悪かった問題。平面図形

を考えた後，最後は空間図形の体積を求める問題

で毎年よく出題をしている。平面図形から空間図

形を組み立てていく表現がイメージしづらかった。

最後の２つの解答の結果が同じであるが，偶然で

はなく，つりあいがあることを示すものである。

　Ａ４極方程式で，パラメータθを含んだ微分の

問題である。思ったより良くできていた。

　Ｂ５論述問題である。必要十分条件で何をやっ

たらよいのか分からない解答が多かった。論理力

の弱さが目立った。正確に解答した受験生もおり，

出来不出来がはっきり分かれた問題であった。

（早稲田大学）

○全体的に

　計算力，数学的帰納法や背理法を用いての論理

力を試す問題，さらに場合分けの問題等も取り入

れたが，論理力の弱さ，計算力の低下が目立った。

○理工学部の問題から

　１関数列を設定し，等式と不等式をともに数学

的帰納法を用いて証明する問題である。また，そ

の結果からはさみうちの原理を用いて極限値を求

める問題で３問からなる。どの問題も基本的で易

しいと思って出題したが，思ったより出来が良く

なかった。特に，数学的帰納法で不等式を証明す

るのは難しいようである。

　２方程式の解を考える問題で，標準的ではある

が，１以上にできていないという結果だった。受

験生には手こずる問題であるようである。　

　３数列の問題である。(1) は場合分けが難しい

箇所があり，(2) では背理法が出来ていなかった。

出来は良くなく，論理力の弱さが際だった。

　４確率，期待値を求める問題で，１と同様に，

他の問題に比べると，比較的出来が良かった。た

だ，この問題では，計算力の低下が目立った。

　５受験生にとって，５問中一番難しい問題であ
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った。三角関数の微分・積分の問題であるが，質

問の意味がつかめていない解答が多かった。

（東京大学）

○全体的に

　今年は，旧課程から新課程への移行期でもあり，

学力低下が言われる中，特に次のことに注意した。

(1) 出題範囲に偏りがないようにした。

(2) 難しすぎず，基本的な知識の組合せで解ける

ように配慮した。数学で差が出るようにし，合否

判定において数学が出来なくても合格することが

ないように努力した。

(3) ある程度，誘導的にして解きやすくし，段階

的にした問題を多く設けた。

○文系の学部の問題から

　１は図形，２は確率，３は整数問題，４は関数

の問題である。特に基本的な知識の組合せで解け

るように配慮し，難しすぎずに差が出るように心

掛けた。また，２のように順に解いていけば解法

が得られるよう配慮した。さらに，計算力や数学

的なセンス，工夫を要求する問題も取り入れた。

○理系は，全６問あり，比較的解きやすい問題か

ら，数学的なセンスを要求するもの，高度な計算

力や様々な解法の可能性のある問題などを取り入

れた。特に論理力の充実が望まれる。

（東北大学）

○今後の入試問題作成における検討課題

(1) 問題は均等か，偏りがあっても良いか。

→偏りがあっても良いという考えで進めたい。

(2) 問題間の難易度の差があっても良いか。

→全体を総体的に見ていきたい。

(3) 平均点の目標設定

→合格者の平均点を重視したい。

(4) 情報公開についての検討

○検討課題の解決に向けて

(1) 知識，計算力と論理力のバランスのとれた出

題に心掛ける。特に大学入学後，重要になってく

る論理力を重視する。

(2) 受験生の能力を考え，長期的に改善していく。

○出題範囲と答案作成についての注意

(1) 高校では微分は３次まで，積分は２次までの

関数となっているが，少し次数が高い関数の微積

分を含む問題も出題する場合があり得る。

(2) 極限値におけるロピタルの定理は，高校では

証明しておらず，また，使って良い条件が難しい。

このことより，ロピタルの定理は入試の解答では

使うものではないと考える。

(3) 行列のケーリー・ハミルトンの定理は，指導

要領の範囲外の定理であり，この定理を使う場合

は「これこれこういう内容の定理を使う」としっ

かり断った上で使用する。出題は，この定理を用

いないでも解答できる問題を出題する。

(4) 公式
　　　　　　　　　　　　　　 

を用いた

解答は，採点者には受験生が積分の意味を理解し

ていることが確認できない。最低限「これこれこ

ういう公式を使う」と断るか，解答欄に余裕があ

る場合は使うべきでない公式である。高校では常

識であっても，大学では常識でないものがある。

（京都大学）

○全体的に

(1) 独自性を出した。易し目にはしているが，誘

導的問題がなく，小問に分かれていない。自分で

論理を組み立てる力を試す。

(2) 理系前期の４の整数問題や５のベクトルの問

題をみると，思考力，論理力の弱さが目立つ。

(3) 理系後期の５で，微分方程式的な問題を出題

したが，今後，簡単な微分方程式などを出題する

場合もあり得る。

(4) 理系後期の６で，「　　　は有理数か」という

問題を出題したが，このようなシンプルな問題で

良い問題はないか検討している。

(5) 文系においても (3) 同様に範囲を広く設けてお

り，行列，確率分布，３次以上の積分等も出題す

る場合があり得る。

２．最後に

　各大学が共通に取り上げていたことは，論理力

の弱さである。特に，必要十分条件を意識しなが

ら論理を進めたい。また，新課程初年度というこ

とで懸念された計算力は，おおかた思ったほどの

不安はなかったようである。しかし，この懇談会

で今後も，この「論理力」，「計算力」，さらに「文

章理解力」が大事な要素になると思われた。




