
令和４年度福岡県立高等学校入学者選抜学力検査結果の概要について  

国 語 

 

言葉に関心をもち，様々な情報から内容を正確に理解するとともに，言語活動を通して, 

根拠を明確にして自分の考えを適切に表現する学習をしましょう。 

 

問題内容・得点状況等 

一 説明的な文章の問題 

  本文は，超高齢社会の到来や人口減少がもたらす変化の中で，様々な年代の人々や外国

人と共存していくために，一人一人がエンパシーを身に付ける必要性について言及した文

章です。説明的な文章の内容や要旨を的確に捉えているかをみる問題となっています。得

点率は５８．１％でした。  

問一は，２か所の空欄に共通して入る接続詞を選ぶ問題です。文意を正しく読み取り，

接続する語句が，文脈の中でどのような役割を果たしているかを考えることが大切です。  

問二は，品詞が異なるものを選ぶ問題です。それぞれの単語のもつ文法的な役割につい

て理解することが大切です。  

問三は，傍線部の内容について書き手が必要だと述べている内容を読み取り，正しいも

のを選ぶ問題です。文章全体と部分との関係に注意しながら，文章を読み解くことが大切

です。  

問四は，比喩的な語句が，文章中においてどのようなたとえで使われているかを，十字

以内でまとめる問題です。比喩の意味するところを正確に読み取り，自分の言葉で簡潔に

まとめることが大切です。  

問五は，書き手の述べている内容を正しく読み取り，指定された字数で抜き出したり，

指定された語句を用いてまとめたりする問題です。複数の情報を整理しながら適切な情報

を得ることや，読みやすく分かりやすい文章として表現することが大切です。 

問六は，文章の展開や内容について説明したものとして正しいものを選ぶ問題です。論

理の展開の仕方を正しく捉えることが大切です。 

説明的な文章では，文章に表れている書き手のものの見方や考え方と，その根拠となる

部分について，文章の中心的な部分と付加的な部分，比喩表現の意味や論理の展開などを

考えながら読む学習が大切です。 

 

 

二（１） 文学的な文章の問題 

  本文は，老舗車いすメーカーで働く主人公が採用面接を受けた際の回想場面において，

仕事に対する情熱を語る主人公の様子が描かれている文章です。文学的な文章における場

面の展開，情景や人物の描写から，思考力，想像力，表現力をみる問題となっています。

得点率は５９．３％でした。  

問一は，適切な二字熟語になるように，当てはまる漢字一字を楷書で書く問題です。事

象や行為などを表す多様な語句について理解することが大切です。 



問二は，３か所の「あなた」のうち，異なる人物を指し示すものを選び，その人物を抜

き出す問題です。文脈を正確に捉え，指示する語句の役割について理解することが大切で

す。  

問三は，主人公が傍線部の状態になった理由を整理し，指定された字数でまとめる問題

です。情報を整理し，条件に沿って分かりやすくまとめることが大切です。 

問四は，ア及びイで心情を読み取る手掛かりとなる文章中の表現を抜き出すとともに，

ウで登場人物の心情を読み取り，分かりやすくまとめる問題です。情景描写に注意して読

むとともに，登場人物の言動の意味を考え，内容を理解することが大切です。 

問五は，本文の構成や表現の特徴を説明したものとして正しいものを選ぶ問題です。表

現の効果について，根拠を明確にして考えることが大切です。 

文学的な文章では，場面の展開，登場人物の行動や心情，情景描写，場面や登場人物の

設定の仕方などに注意して読むとともに，表現の仕方や文章に表れているものの見方や考

え方について,文章中の叙述を根拠にして自分の考えをもち，表現する学習が大切です。  

 

二（２） 主に語句・語彙や書写に関する問題  

（１）の文章を読んで，興味をもった内容について調べるという言語活動を通して，複

数の資料を関連付けて読み取る力や，語句・語彙や書写に関する知識を問う問題です。得

点率は６７．４％でした。  

問一は，（２）の資料から，（１）の文章のどのようなことが詳しく分かるかを「全て」

選ぶ問題です。文章と資料とを正確に関連付けて読むことが大切です。 

問二は，漢字の読みを答える問題です。 

問三は，漢字の総画数に関する問題です。  

問四は，対義語を資料から探し，抜き出す問題です。語句の意味を正しく理解すること

が大切です。  

問五は，指定された箇所と同じ行書の特徴が表れているものを選ぶ問題です。  

語句・語彙の力を身に付けるためには，日頃から読書に親しむとともに，国語辞典や漢

和辞典などを活用して，語句の意味や用い方等を確認する学習が大切です。また，楷書と

ともに行書の基礎的な書き方について正確に理解する学習も大切です。  

 

三 古典の問題 

  本文は，『蒙求』（『新釈漢文大系 第５８巻 蒙求 上』所収）と『徒然草』（『新

編日本古典文学全集 ４４ 徒然草』所収）からの出題です。二つの文章を比べて読むと

ともに，現代語訳を手掛かりとして古典に親しみ，内容を理解する問題です。得点率は３

７．７％でした。  

問一は，歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直す問題です。文語のきまりを知り，実際に

声に出して音読することが大切です。  

問二は，書き下し文を手掛かりに，返り点を付ける問題です。漢文の訓読に必要な基本

的な事項を身に付けることが大切です。  

問三は，漢文の中で使われている語句と同じ意味を表す語句を，古文の中から抜き出す



問題です。二つの文章を関連付けて読み解くことが大切です。  

問四は，傍線部の解釈として正しいものを選ぶ問題です。文脈を正確に読み取ることが

大切です。 

問五は，本文についての会話文を手掛かりとして，空欄に当てはまる内容を考え，適切

な語句や文章で答える問題です。文章からうかがえる作者の主張を正確に読み取ることが

大切です。 

古典では，特有のリズムを味わうとともに，表現の工夫や効果などに注意し，登場人物

や書き手の思いなどを想像しながら，文章に表れているものの見方や考え方を捉える学習

が大切です。 

 

四 作文の問題 

  日本の伝統芸能の一つである「狂言」について，市役所の担当者が作成中の体験教室の

２種類のポスター案に対して，中学生の意見を伝えるという場面を想定し，自分の考えを

条件に従って具体的に述べる問題です。複数の資料から必要な情報をそれぞれ取り上げ，

自分の考えと関連付けて，文章にまとめる力を総合的にみる問題です。得点率は７５．７％

でした。  

  日頃から,事実や事柄についての自分の考えを形成し, 根拠を明確にしながら伝える学 

 習が大切です。また, 伝える相手や目的を意識して，自分の考えが効果的に伝わるように 

 表現を工夫して書く学習も大切です。 

 

〈まとめ〉 

「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」について，バランス良く出題しま

した。  

また，言語活動を通して思考し，判断したり，複数の資料から情報を関連付けて自分

の考えを形成し，表現したりすることで，実社会に必要とされる思考力・判断力・表現

力をみることができるようにしました。  

全体の得点率は前年度より５．４ポイント下がり，６０．１％でした。  

特に，本文の内容を正確に把握した上で，自分で的確な言葉を考え，簡潔にまとめて

表現することについて課題がみられました。  

日頃から，言葉に関心をもち，様々な情報から内容を正確に理解するとともに，言語

活動を通して，自分の考えを形成し，根拠を明確にしながら考えを適切に表現する学習

に取り組むことが大切です。  

文章を読む際には，構成や展開，登場人物などの描写に注意して読むことが大切です。

文章の中心的な部分と付加的な部分，事実や意見などを読み分けて，内容を的確に捉え

る必要があります。また，書いたり話したりする際には，自分の考えを効果的に伝える

ために，どのような表現が適切であるかを常に考え，構成を工夫するよう意識すること

が大切です。 

 



令和４年度福岡県立高等学校入学者選抜学力検査結果の概要について 

数 学 

 

基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し，それらを活用して問題を解決する力を

身に付けましょう。 

 

問題内容・得点状況等 

１ 「数と式」「関数」「データの活用」領域の基礎的・基本的な知識及び技能に関する問題 

大問２から６の出題内容を踏まえて広い範囲から出題した，基礎的・基本的な知識及び

技能を問う問題です。得点率は８１．９％でした。 

（１）は，正の数と負の数の四則計算，（２）は，１次式の計算，（３）は，平方根を

ふくむ式の除法の問題です。式の計算の順序や符号に注意しながら正確に計算する学習

が大切です。 

（４）は，２次方程式を解く問題です。式の展開，移項をして式を整理し，因数分解や

２次方程式の解の公式を用いて解く学習が大切です。 

（５）は，ｙがｘに反比例する関数について，ｘに対応するｙの値を求める問題です。

ｙがｘに反比例する関数の関係を理解することが大切です。 

（６）は，場合の数をもとにした，確率を求める問題です。樹形図や表などを使って，

起こりうる場合を順序よく整理して，確率を求める学習が大切です。 

（７）は，ｙがｘの２乗に比例する関数のグラフをかく問題です。ｙがｘの２乗に比例

する関数のグラフの特徴を理解することが大切です。 

（８）は，度数分布表から，累積相対度数を求める問題です。度数分布表の特徴や相対

度数，累積相対度数の意味を理解することが大切です。 

（９）は，標本調査の結果から，母集団の数を推定する問題です。標本調査の意味や方

法について理解することが大切です。 

 

２ 「データの活用」領域の箱ひげ図に関する問題 

   箱ひげ図から読み取れることをもとに，データの特徴や傾向を考察する問題です。得点

率は６８．７％でした。 

（１）は，箱ひげ図から読み取れることについて，正しいものを選ぶ問題です。 

（２）は，箱ひげ図から中央値と四分位範囲を読み取り，それを根拠として，予想でき

る理由の説明を完成する問題です。 

代表値に関する用語の意味を理解した上で，四分位範囲や箱ひげ図を用いてデータの特

徴を読み取り，多様な視点から傾向を考察する学習が大切です。 

 

３ 「数と式」領域の文字式の利用に関する問題 

  数量を式に表したり，数量の関係を文字式を用いて説明したりする問題です。得点率は

３６．２％でした。 

（１）は，図形の中にある数量を表した式について，正しいものを選ぶ問題です。 



（２）は，図形の中にある数量の関係について，文字式を用いた説明を完成する問題で

す。 

身の回りの様々な数量や数量の関係を文字式で表したり，目的に応じて式を変形した 

りする学習が大切です。 

 

４ 「関数」領域の１次関数に関する問題 

  具体的な場面について，１次関数を用いて考察し表現する問題です。得点率は４９．０％で

した。 

（１）は，１次関数のグラフをもとに，ｘの増加量に対するｙの増加量を，具体的な場

面に合わせて答える問題です。 

（２）は，１次関数について，ｙ＝０になるときのｘの値を求める方法の説明を完成す

る問題です。 

（３）は，２つの数量の関係について，１次関数の式を用いて表し，２直線の交点のｘ

座標を，具体的な場面に合わせて答える問題です。 

 具体的な場面の中にある２つの数量の関係について，式や表，グラフを適切に用いて考

察する学習が大切です。特に，式や表，グラフの特徴を理解した上で，それらを用いて問

題解決の過程を筋道立てて表現する学習が大切です。 

 

５ 「図形」領域の平面図形に関する問題 

  平面図形について，論理的に考察し表現したり，図形を計量したりする問題です。得点

率は４３．１％でした。 

（１）は，図形の中にある相似な三角形を見いだす問題です。 

（２）は，円周角の定理などを用いて，２つの三角形が合同になることを証明する問題

です。 

（３）は，三平方の定理を利用し，線分の長さを求める問題です。 

  図形の性質について，構想や見通しを立てた上で，三角形の合同条件や相似条件をもと

に証明したり，証明したことを振り返って新たな性質を見いだしたりする学習が大切です。

また，図形の中に既習の図形を見いだし，基本的な図形の性質を用いて，図形の線分の長

さや面積などを求める学習が大切です。 

 

６ 「図形」領域の空間図形に関する問題 

  空間図形について，論理的に考察し表現したり，図形を計量したりする問題です。得点

率は２０．３％でした。    

（１）は，辺や面の位置関係について，正しいものを選ぶ問題です。 

（２）は，展開図において，相似な三角形の性質を利用して求めた線分の長さをもとに，

立体の体積を求める問題です。 

（３）は，空間図形の中にある線分をふくむ平面において，三平方の定理を利用して 

線分の長さを求める問題です。 

空間図形では，図形を直感的に捉えた上で，論理的に考察する学習が大切です。特に，



目的に応じて空間図形の一部を平面図形として捉えたり，空間図形を分割して既習の図形

として捉えたりする学習が大切です。また，見取図や展開図から図形の性質を読み取って

空間図形のもつ性質を考察し表現する学習が大切です。 

 

〈まとめ〉 

全領域において，数量や図形などに関する基礎的・基本的な知識及び技能や，思考力，

判断力，表現力等を問う問題を出題しました。 

全体の得点率は，前年度より６．４ポイント上がり，５４．０％でした。 

数量や図形などに関する基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付け，それらを

活用して論理的に考察し表現する学習に取り組むことが大切です。特に，数学的な見方

や考え方を働かせて，言葉や数，式，図，表，グラフなどの数学的な表現を用いて，問

題解決の過程を説明する学習に取り組むことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度福岡県立高等学校入学者選抜学力検査結果の概要について 

社 会 

 

基礎的・基本的な知識や概念等の確実な定着と思考力・判断力・表現力を身に付ける

学習を中心に取り組むこと。 

 

問題内容・得点状況等 

１ 古代から近代までの日本の歴史に関する問題 

わが国の政治と人々の暮らしについて作成したカードをもとに，わが国の古代から近代

までの歴史の大きな流れや各時代の特色を問う問題です。得点率は５１．８％でした。 

問１は，律令国家の建設に関わりの深い人物を選ぶ問題です。 

問２は，中世の武士による支配のしくみについて，説明文を完成させる問題です。 

問３は，資料をもとに，近世の幕府による支配のしくみについて，関わりの深い制度の

名称を答える問題です。 

問４は，近代のわが国における，立憲制国家の形成に関するできごとについて年代順に

並べる問題です。 

問５は，古代から近代までの各時代の人々の暮らしについて，最も関係の深いできごと

を選ぶ問題と，近世の人々の暮らしの変化について資料をもとに指定された語句を使い，

説明する問題です。 

歴史上の人物の業績や文化遺産，できごとなどについて調べたり考えたりする際に，年

表や地図，写真，統計資料等の様々な資料を活用しながら，わが国の時代ごとの政治，経

済，社会の様子，文化等の大きな流れや各時代の特色を理解する学習を進めることが大切

です。 

 

２ 近代以降の日本や世界の歴史に関する問題 

紙幣に新しく描かれる人物と過去に描かれた人物について作成したカードをもとに，わ

が国の近代以降の文化や経済，国際関係について問う問題です。得点率は６１．１％でし

た。 

問１は，近代のわが国の文化について適切な語句を選び，説明文を完成させる問題です。 

問２は，資料から読み取れることをもとに，近代における我が国の産業革命について，

指定された語句を使い，説明する問題です。 

問３は，国際連盟の設立について，説明文を完成させる問題です。 

問４は，資料から適切に情報を読み取り，国際連合加盟国数の変化の理由について説明

する問題です。 

近現代の歴史の学習を進める際は，様々な資料を活用しながらわが国のできごとを世界

の動きの中で捉えること，現在とのつながりからできごとを捉えることが大切です。また，

時期に着目しながら，政治の展開，産業の発達，社会の様子や文化の特色などについて，

学習した内容を比較したり関連付けたりして考察することが大切です。 

 



３ 世界の地理に関する問題 

地図や資料から，各州の地域的特色について問う問題です。得点率は６４．０％でした。 

問１は，世界の大陸の位置についての知識をもとに，指定された都市の位置を選ぶ問題

です。 

問２は，資料から読み取れる各州の人口や面積の特色をもとに，指定された州を選ぶ問

題です。 

問３は，資料から読み取れることをもとに，指定された農産物を選ぶ問題です。 

問４は，世界の各州の産業の変化について，資料から適切に情報を読み取り，指定され

た語句を使い，説明文を完成させる問題です。 

日頃から自然環境や人々の生活，経済，文化等について，世界の各州と日本との違いに

関心をもつことが大切です。世界地図や各種の統計資料を読み取って，比較したり関連付

けたりして，違いの要因を様々な面から考えることで，地域的特色を捉える学習を進める

ことが大切です。 

 

４ 日本の地理に関する問題 

地図や資料から，日本の大まかな地域構成，各地方の地域的特色について問う問題です。

得点率は６５．６％でした。 

問１は，人口の変化に関する資料を読み取り，条件に合う地方を選ぶ問題です。 

問２は，北海道地方と九州地方の畜産業について，資料から適切に情報を読み取り，指

定された道県を選ぶ問題です。 

問３は，中部地方と中国・四国地方の自然環境と農業について，資料をもとに適切な都

市を選び，レタスとなすの出荷時期に関する共通する特色を説明する問題です。 

問４は，日本の工業の特色についての知識を用い，工場の立地を示した地図から，ＩＣ

工場と石油化学コンビナートを示す地図と文章を選ぶ問題です。 

日頃から各地域における自然環境と人々の生活のつながりについて理解を深めるととも

に，地図や各種の統計資料に親しみ，それらに示された情報と既得の知識を結び付けて，

地域的特色を捉える学習を進めることが大切です。 

 

５ 現代の政治，経済，社会に関する問題 

現代社会の課題について作成したカードをもとに，政治，経済のしくみや国際関係，現

代社会の諸課題等の基礎的・基本的な知識や概念について問う問題です。得点率は４２．

４％でした。 

問１は，基本的人権の保障について，適切な語句を用いて説明文を完成させる問題です。 

問２は，資料から読み取れることをもとに，国会の種類と目的についての説明文を完成

させる問題です。 

問３は，企業と政府と家計の関係を示した図を完成させる問題です。 

問４は，資料をもとに，外国為替のしくみについて考察し，適切な語句を選び説明文を

完成させる問題です。 

問５は，資料をもとに，将来予想されるわが国の年金制度の課題とその理由を考察し，



説明する問題です。 

問６は，国際連合の組織についての知識をもとに，議決のしくみについて説明する問題

です。 

日頃から新聞やテレビ，インターネット等の情報を積極的に収集することで，現代社会

の変化を読み取り，関心をもって諸課題が起こっている原因や影響を捉え理解する学習を

進めることが大切です。 

 

６ 現代社会の課題に関する問題 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）についてまとめた内容をもとに，地球温暖化の原因や

解決に向けた課題，今後の方策について問う問題です。得点率は５２．８％でした。 

問１は，地球温暖化の原因について，三つの資料を関連付けて考察し，説明する問題で

す。 

問２は，資料から読み取れることをもとに，地球温暖化の解決に向けた課題と，課題の

解決に向け自分たちができることを構想し，説明する問題です。 

日頃から広い視野で社会に関心をもち，社会科の学習で学んだことを活用して，現代社

会が抱える諸課題について，様々な資料を多面的・多角的に考察し，表現する学習を進め

ることが大切です。 

 

 

〈まとめ〉 

各分野にわたり，地図・統計・図表等様々な資料を提示し，基礎的・基本的な知識や

概念，資料を活用する技能，これらの知識，技能を用いて思考・判断・表現する力を問

う問題を出題しました。 

全体の得点率は前年度より３．４ポイント下がり，５５．２％でした。 

基礎的・基本的な知識・技能を確実に定着させるとともに，日頃から様々な資料が示

す意味（分布，推移，割合など）を読み取ること，複数の資料から読み取れることを関

連付けて考察すること，考察したことを相手に分かりやすく適切に表現することを意識

して，日々の学習に取り組むことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度福岡県立高等学校入学者選抜学力検査結果の概要について  

理 科 

 

見通しをもって観察，実験などを行い，その結果を整理し，分析して解釈するなど，科

学的に探究する過程を通して，基礎的・基本的な知識・技能と科学的な思考力や表現力を

身に付けましょう。 

 

問題内容・得点状況等 

１ 生物領域に関する問題 

植物の花のつくりと働きに関する問題です。得点率は６４．２％でした。 

問１は，マツの花の花粉のうの部分を問う問題です。 

問２は，被子植物と裸子植物の共通点や相違点を問う問題です。 

問３は，被子植物が受粉した後の花粉の変化を問う問題です。 

問４は，種子植物を選ぶ問題です。 

種子植物の花のつくりと働きを比較して共通点や相違点を見いだし，特徴によって分類

し，整理する学習が大切です。 

 

２ 生物領域に関する問題 

  デンプンに対するだ液の働きに関する問題です。得点率は６９．１％でした。 

  問１は，試験管に沸騰石を入れる理由を問う問題です。 

  問２は，だ液の働きによって，デンプンがなくなったことがわかる試験管の組合せと，

糖ができることがわかる試験管の組合せを問う問題です。 

  問３（１）は，食物の養分を分解する働きをもつ物質を問う問題です。（２）は，肝臓

の働きを問う問題です。 

  消化器官の働きを理解するとともに，消化酵素を用いた実験の結果を比較して食物が分

解されるしくみを理解する学習が大切です。 

 

３ 化学領域に関する問題 

化学変化の前後における物質の質量の変化に関する問題です。得点率は６７．１％でし

た。 

問１は，水酸化バリウム水溶液と硫酸を混ぜ合わせたときの化学変化を，化学反応式で

表す問題です。 

問２は，質量保存の法則についての説明を完成させる問題です。 

問３は，気体が発生する反応において，密閉した容器のふたを開ける前と開けた後の容

器全体の質量の違いを問う問題です。 

化学変化の前後における物質の質量を測定する実験を行い，結果を分析して解釈し，化

学変化の前後で質量の総和について考察する学習が大切です。 
 

 



 

 

 

４ 化学領域に関する問題 

ダニエル電池のしくみに関する問題です。得点率は６７．３％でした。 

問１（１）は，金属の種類によってイオンへのなりやすさが異なることを問う問題です。

（２）は，銅イオンが電子を受けとったときの化学変化を，化学反応式で表す問題です。

（３）は，ダニエル電池における電子の移動を問う問題です。 

問２は，エネルギーの変換に関して，物質がもつエネルギーを問う問題です。 

問３は，水素と酸素の化学変化から電気エネルギーを取り出す装置を問う問題です。 

ダニエル電池によって電気エネルギーを取り出す実験を行い，金属板の表面で起こる化

学変化から，金属のイオンへのなりやすさや電子の移動について考察する学習が大切です。

また，日常生活や社会で利用されている電池と関連付けて理解することが大切です。 

 

５ 地学領域に関する問題 

露点と湿度に関する問題です。得点率は，６３．２％でした。 

  問１（１）は，金属製のコップが適している理由を問う問題です。（２）は，空気の露

点を問う問題です。 

  問２は，乾湿計で観測を行った結果から，湿度と水蒸気量を求める問題です。 

露点を調べる実験や乾湿計を用いた観測を行い，大気中の水蒸気が凝結する現象を気温

及び湿度の変化と関連付けて理解する学習が大切です。 

 

６ 地学領域に関する問題 

太陽の１日の動きに関する問題です。得点率は，６３．９％でした。 

問１は，太陽の見かけ上の運動が起こる理由を問う問題です。 

問２は，透明半球上の記録から，日の出の時刻を問う問題です。 

問３（１）は，夏至と冬至における南中高度の違いや日の出と日の入りの方角について

問う問題です。（２）は，季節による南中高度や日の出と日の入りの方角の変化が生じる

理由についての説明を完成させる問題です。 

太陽の一日の動きや南中高度の変化などの観察を行い，その観察記録から，太陽の見か

けの動きと地球の自転や公転，地軸の傾きを関連付けて理解する学習が大切です。 

 

７ 物理領域に関する問題 

光の進み方に関する問題です。得点率は，５５．１％でした。 

問１は，鏡に映って見えるつまようじの数を作図することによって求める問題です。 

問２（１）は，半円形ガラスの平らな面に光を当てたとき，空気からガラスの境界面で

屈折して，半円形ガラスの中を進む光の道すじを問う問題です。（２）は，半円形ガラス

の平らな面に光を当てたとき，ガラスから空気の境界面で屈折して進む光の入射角と屈折

角の関係と，境界面で全て反射する現象を問う問題です。 



光の反射や屈折の実験を行い，光が水やガラスなどの物質の境界面で反射，屈折すると

きの規則性を見いだすとともに，身のまわりの現象と関連付けて理解する学習が大切です。 

 

 

８ 物理領域に関する問題 

浮力と水圧に関する問題です。得点率は，４６．３％でした。 

  問１は，水面から物体の下面までの距離とばねばかりの値をグラフに表現する問題です。 

問２は，実験結果から浮力の大きさを求める問題です。 

問３は，浮力の大きさと深さの関係についての説明を完成させる問題です。 

問４は，物体が台におよぼす圧力の大きさを求める問題です。 

ばねばかりにつるした物体を水中に沈める実験を行い，浮力が働くことを理解するとと

もに，浮力の大きさについて，水中にある物体に働く水圧と関連付けて考察する学習が大

切です。 

 

〈まとめ〉 

授業で行う観察，実験を中心に，各分野から出題しました。その際，自然科学の概念

と科学の方法を用いて課題を解決する力をみるように配慮しました。また，観察，実験

の結果や資料から図や表，グラフを用いて考察する問題を出題しました。 

全体の得点率は前年より１．５ポイント上がり，６１．９％でした。 

理科の授業において，自然の事物・現象から問題を見いだし，見通しをもって観察，

実験に主体的に取り組み，結果を整理し，図やグラフなどにまとめ考察したり，日常生

活や社会と関連付けて説明したりする学習に取り組むことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度福岡県立高等学校入学者選抜学力検査結果の概要について 

英 語 

 

「聞くこと」，「読むこと」，「話すこと〔発表〕」，「話すこと〔やり取り〕」，「書

くこと」の４技能（５領域）を高め，思考力・判断力・表現力等を身に付ける学習を繰り

返し行いましょう。 

 

問題内容・得点状況等 

【英語リスニングテスト】  

英語の質問に英語で適切に答えたり，まとまりのある英文の要点を聞き取ったりする問題

です。得点率は５３．０％でした。 

問題１は，文字を介さずに短い質問を聞き取り，適切な応答を選ぶ問題です。 

問題２は，表を見ながら，情報を正確に聞き取り，質問に答える問題です。 

問題３は，２人の対話の要点を正確に聞き取り，質問に対する答えを選ぶ問題です。 

問題４<問１>は，留学についてオンラインによる事前説明を聞き，概要や要点を捉え，質

問に答える問題です。<問２>は，関連する質問を聞き，自分の考えを表現する問題です。 

質問を素早く正確に聞き取り，即座に答えたり，まとまりのある英文を聞きながらメモを

とり，メモをもとに質問に答えたり，自分の考えを表現したりするなどの学習を行うことが

大切です。 

 

【英語筆記テスト】 

１ 「話すこと」に関する問題 

  対話文を読んで，コミュニケーションを行う目的や場面，状況等に応じて表現する力を

問う問題です。得点率は７３．６％でした。 

  英文の意味と構造を理解する学習を行うだけでなく，コミュニケーションを行う目的や

場面，状況などを想定して英語でやり取りする学習を行うことが大切です。 

 

２ 「話すこと」「読むこと」「書くこと」に関する問題 

  メールと会話を読んで，概要や要点を捉える力を問う問題です。異文化交流を話題にし

たもので，伝統文化は，実際に体験することでより理解を深めることができるというメッ

セージを読み取り，関連する問いに答えます。得点率は５３．２％でした。 

  問１は，メールの内容を正確に把握し，語と語のつながりに注意して，正しい文を完成

させる問題です。 

  問２は，メールの概要を把握し，後に続く会話の流れから適切な表現を選ぶ問題です。 

問３は，会話の内容を理解し，適切な表現を選ぶ問題です。 

問４は，メールと会話の要点を把握し，質問に答える問題です。 

日頃から，まとまりのある英文を聞いたり読んだりして概要や要点を捉え，それをもと

に話したり書いたりする学習を行うことが大切です。 

 



３ 「読むこと」「書くこと」に関する問題 

まとまりのある英文を読んで，概要や要点を捉える力や，読み取った内容について自分

の考えを表現する力を問う問題です。果物栽培や販売にＩＣＴを効果的に活用することで，

自身の働き方を変えた祖母について，主人公が英語でスピーチを行うという英文の内容を

読み取ります。得点率は５４．６％でした。 

問１は，英語による質問の答えとして適切な情報を読み取り，英文で答える問題です。 

問２は，英文の流れを考えて下線部の語句の意味を推測し，同じ意味を表す語句を選ぶ問

題です。 

問３は，下線部の語句が示す具体的な内容を読み取り，日本語で説明する問題です。 

問４は，英文の概要や要点を正確に捉え，内容に合う文を選ぶ問題です。 

問５は，英文に関連する質問について，自分の考えを表現する問題です。 

日頃からまとまりのある英文を読んで，書き手が伝えようとすることや自分に必要な情

報などを整理したりメモにまとめたりする学習が重要です。また，そのメモをもとに自分

がもっている知識やこれまでの経験と結び付けて，自分の考えや気持ちなどを英語で表現

する学習を行うことが大切です。 

 

４ 「書くこと」に関する問題 

コミュニケーションを行う目的や場面，状況等に応じて，自分の考えが相手に正しく伝

わるように，全体として一貫性のある英文を書く力を問う問題です。 

アメリカから日本に来たばかりの留学生と仲良くなるために，週末の計画を立てるとい

う場面設定で，二つの案について触れながら，自分の考えを理由とともに３０語以上で書

く問題です。得点率は５３．２％でした。 

日常的又は社会的な話題について自分が考えたことや感じたことを伝えるために，文と

文のつながりや順序，文章の構成を意識しながら，全体として一貫性のある英文を書く学

習を行うことが必要です。また，自分の考えが読み手に正しく伝わるように，理由を明確

に述べたり，具体的な説明を加えたりして書く学習が大切です。 

  

〈まとめ〉      

中学生にとって身近な場面を取り上げ，基礎的・基本的な知識を活用して，英語を理

解したり表現したりする問題を出題しました。全体の得点率は前年度より１．５ポイン

ト下がり，５６．２％でした。 

英語でのコミュニケーション能力の一層の向上が求められる中で，「聞くこと」，「読

むこと」，「話すこと〔発表〕」，「話すこと〔やり取り〕」，「書くこと」の４技能

（５領域）をバランスよく高めることが重要です。そのためには，語彙や表現を充実さ

せるとともに，素早く正確に聞き取り，即座に応答する学習を行うなど，目的や場面，

状況等に応じたコミュニケーションを行う学習に繰り返し取り組むことが大切です。 

なお，リスニングテストは，各問題で英語を２回繰り返し放送していましたが，令和

５年度学力検査から，問題１については１回のみの放送とします。 

 


