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http://u-4.org/u4/?page_id=2

関連法人

岡部
塩野

浦和教室）塩野時雄
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資産総額

1,150万円

社員数

１０0名（パート含む）

取引銀⾏

三菱東京UFJ銀⾏⼤宮⽀店・埼⽟りそな銀⾏⼤宮⽀店

問い合わせ事務局

〒330-0805 さいたま市⼤宮区寿能町２-１６１-１-2F
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＜埼玉学検定 主旨＞ （NIE楽習 埼玉）
オックスフォ―ド大学は、10年後に702種類の約半分（４７％）の仕事が自動化されると発表しました。
１０年後、AIに人間の仕事がほぼ半分奪われると言うのです。しかし、驚異に感じる必要はありません。
AIは、一定の枠組みの中でしか働くことができない為、小学生にでも理解できるような簡単な会話の意
味さえ分からないのです。例えば、「山口と宮崎を旅行した」と言う文が、山口県と宮崎県を旅行したの
か、山口君と言う友達と宮崎県を旅行したのかさえ区別することができません。AIが苦手とする読解力
や会話能力を磨いていけば、AI活用に伴って発生する仕事に就くことができます。その為には、従来型
の暗記に頼る学習方法から脱却する必要があります。単純に歴史年表を覚えるようなAI型脳の使い方
から「なぜ」その事件が起きたのかというように思考力を鍛えるようにしなければ、AI新時代に活躍でき
る人材にはなれません。今後、正解は１つだという固定観念を完全に捨て去ることが重要です。AI型脳
からは、発明など人間特有の「創造性」を発揮することは、ほぼ不可能だと考えているからです。
「AI型学習」から脱却する為、NIE（NEWSPAPER IN EDUCATION)を提唱します。すなわち「新聞」を教材
にした脳力開発法です。毎日世の中で起きる事件（記事）を「読解」し、未来を考える脳を鍛えていく方法
が今注目されています。全国学力テスト（文部科学省）は、新聞閲読習慣と学力との間に明らかに相関
関係があると報告しています。国語、数学(算数）ともに新聞を「毎日読む」と答えた児童、生徒が「読ま
ない」児童生徒よりも１０ポイント近く得点が高いことが分かったのです。
本検定の独自性は、学びのモチベーションを「埼玉」とする点にあります。従来、「勉強＝強いて勉め
る」とされ、苦学として考えられてきました。しかし、例えばAKB48の中に気に入った子がいれば、誰に頼
まれなくても情報収集をするはずです。当協会は、このように自ら進んで学ぶことを「楽習」と定義してい
ます。先ず、郷土埼玉に関心を持つことから「楽習」をスタートし、興味の幅を徐々に広げて行って欲し
いのです。結果として、国語、数学のみならずトータルの学力がアップしていくことになります。日本にお
ける最先端の「楽習」県として、「ふるさと埼玉」の人材育成を目指し、「埼玉学検定」を開始します。
＜検定 実績＞
日商及び日本数学協会より「思考力計算力検定」を「WOGL検定」として引き継ぎ下記のように実施した。
＊協賛上場企業 （株式会社朝日工業社、セントラル硝子株式会社、THK株式会社、保土谷化学工業株式会社）等
＜下記・公開会場等で実施＞
•２０１２年１２月３日 LEC高崎校（群馬県高崎市）
•２０１３年１２月２日 船井総合研究所五反田研修所（東京都品川区）
•２０１４年１２月３日 首都大学東京（東京都品川区）
•２０１５年１２月４日 高崎経済大学(群馬県高崎市）
•２０１６年１２月１０日 高崎経済大学(同上）
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圧倒的な合格実績！（予備校講師を放課後や土曜日に派遣＆コンサルして「予備校講座」を展開）
２万人以上の進路指導実績を誇る！

大宮開成高校 （Ｈ．８ 派遣コンサル開始）
平成３０年、東大２名、早慶上理１６１名、ＧＭＡＲＣＨ５４７名合格

＜サンデー毎日 ２０１７．５．２１＞
この10年で伸びた学校 Ｎo.1

（平成８年、合格実績ほぼゼロ状態（過去 法政大学１名）からスタート）

「再生力」を発揮し、埼玉県屈指の進学校に躍進（右記参照）
●明秀学園日立高等学校（Ｈ．１９～２２・塩野校長補佐としてコンサル）
特進ＳＴコースを設置（目標・東大、筑波大学等）
茨城大２桁等難関大学合格実績
●クラーク記念国際高校(Ｈ．２８年開始)
さいたまキャンパス 全国1万名規模の単位制通信制高校
平成30年（２期生）東北大、埼玉大、埼玉県立大、明、中、青学等合格
●聖望学園高等学校 （Ｈ．２５開始）
文武両道を掲げる埼玉県最古の私立伝統校
学検１期生は、東工大１名、早慶大５名、東理大、中大各１０名、
法政大１６名 驚きのⅤ字回復を果たす
(３期生・H.26入学生）平成３０年、15年ぶり東大合格果たす
＊その他実績多数
＜沿 革＞

Ｈ． 5.
Ｈ． 6.
Ｈ． 6.
Ｈ． 6.
H. 7.
H. 8.
Ｈ．19.
Ｈ．21.
H. 21
Ｈ．22.
Ｈ．25.
Ｈ．26.
Ｈ．29.

3. 1
12.12
12.13
12.26
4. 27
4. 1
4. 1
8. 21
9. 18
9. 8
5.27
1. 6
11.10

進学塾「旺文社ゼミ」開校（旧浦和市）
「あそびの学校」読売新聞報道・スクールエンドレス(株)登記
読売新聞「群像」（旺文社ゼミ埼玉本部長・塩野時雄）報道
フジテレビ「ポンキッキ―ズ」（竹馬教室）放送
産経新聞「ジュクール」（手品教室）報道
大宮開成高校 派遣＆コンサル開始
明秀学園日立高校・校長補佐コンサル
一般財団法人 日本学力検定協会 登記
日商より「思考力計算力検定」引継ぎ実施
千葉テレビ 金曜かわら版 「ＧＬＥＰ検定」放送
「学校内予備校」＜朝日新聞デジタル＞等40社報道
スクールエンドレス(株)改め 株式会社 学検 登記
埼玉学検定＜埼玉新聞社＞後援決定
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検定概要

＜正解は１つだけという考えを捨て去る＞
オール記述式回答(選択肢皆無）
大卒学力
高卒学力

地域リーダー（会社経営、市議等）

中卒学力

一般的な社会生活（就職 結婚）

新聞、小説等の読解力、自身の考えを
表わす文章力、正確な計算力、統計か
らの分析力等が人間力の基礎になる。

所要時間

点数 評価
＜200点満点＞

AM9:00 ～9:45
9:55～10:40

A問題
B問題

180点～
160点～
140点～
120点～
120点未満

Ｓ 評価
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ評価

「不合格」とせず、得点を表
示。＊偏差値非表示
＊ 高校進学者内訳
{受検者獲得 目標｝中３対
象
全日制普通科高校進学者
(平成２９年）
進学者合計(５６，１４５人）
２５，０００人獲得目指す
（中３生 ４５％相当）
段位認定(毎回、昇格）
S合格 ４段、A合格 ３段
B合格 ２段 C合格 １段

＜公立高校全日制普通科
＞
３９，２８０人
＜私立公立高校普通科＞
１６、８６５人
＜最高位 １００段＞
毎回、段位を加算する。
最短、S合格が２５回で
１００段位を獲得する。

項目

内容

＜A 問題 基礎＞
① 情報収集
20点
② 埼玉学

20点

③ 計算

20点

④ 統計

20点

⑤ 課題作文

20点

＜B 問題
① 論理

埼玉新聞 ＆ 書籍
NEWSPAPER IN EDUCATION

応用＞
20点

② 埼玉学

埼玉県民の日 一斉実施
（2018.11. 14） 県民行事
埼玉クイズ王２月決勝
＊ 予選として位置づけ
予選会の１つ
１８歳未満の参加者不足に
テコ入れ

課題に対し、自身の意見を
表わす。
＜４月学力テスト対策＞
ＡＩが理解不能な文章を読
解する。

全国順位 ４７都道府県中

20点

③ 計算

20点

④ 統計

20点

⑤ 課題作文

20点

埼玉県公立高校
入試レベル
老若男女受験可

（例・埼玉新聞２０１８．１.7）
記事から情報をピックアッ
プ
埼玉県歴史、偉人
ＡＩが理解不能な文章を読
解する。
埼玉新聞記事より日常的
な数的思考問題を解く

備考

統計、確率から問題解決
する。

受検者募集受付 40日前
締切り、受検カード発行
10日前
結果通知 3週間以内

中学生

３４位

小学生

４１位

県南部(さいたま市）は高い
が、周辺部(秩父市、三郷
市)低い

年２回実施
４月 (学力テスト直前）
１１月(県民の日）
＊２０１８ １１月のみ実施
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埼玉学検定 A問題
＜ １．情報収集

１００点

４点×５＝２０点＞

例題 （埼玉新聞 ２０１８．１．７号）配布

新聞を読んで質問に答えなさい。

① 横瀬町「あしがくぼ氷柱」がオープンし、自然の寒さが生み出す氷の芸術が闇夜に浮かび、
来場者を魅了している。氷の柱をどのように造りだしているか？

② 熊谷鳶（とび）組合による「新春出初め祈願祭」が熊谷市役所前などで開かれた。はしごの高さ
６，５メートルから離れ業を披露したが、具体的にどのような技か、一つだけ書きなさい。
③ 昨日、最低気温を記録した地域は、どこか？(記事内の観測所）

④ ＮＡＣ５ 午後７時の番組「アルディージャ・ホットライン」のパーソナリティーは、
なぜ、人気が出て来たか？

⑤ 国道１２２号蓮田岩槻バイパスのガードレール２２枚が盗難被害にあった。
さいたま市道路建設課は、どのように持ち去ったと推定したか？
（解答例）
１． 上流から水を取り、スプリングクーラーやホースの穴から散水し、氷柱を育てる。
２． 逆立ち技（しゃちほこ）、頂上から遠方を見る（遠見）、はしごの上で両手、両足を広げる技等から１つ書ければ良い。
３． 鳩山 －３．１
４． パーソナリティーの山田 真以は、毎回自分の意見をしっかりと発言している。
５． ガードレールを固定するボルトをはずして持ち去ったと推定した。
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例題２． 埼玉学

４×５＝２０点

①．どこの市の地図か答えなさい。

（解答） 川越市

②

写真の建物は誰の生家か？

（解答）澁澤 栄一

③

１８３０年、「霞ヶ関」は「新編武蔵風土記稿」に名所として紹介された。現在は、川越市(１９５５年）に編入され、
小学校名などにその名を残している。Ｑ．「霞ヶ関村」として成立したのは、いつか？Ａ．明治１５年(１８８４年）

④

中国からの外来種セミ「プラティロミア・ピエリ」が川口市安行地域で生息、繁殖していることが確認された。
Ｑ．セミの多くは、松などの樹木を栄養源とする。このセミは、植物を栄養源としている。どのような植物か？

Ａ．竹

⑤ 宮沢賢治は、２０歳の時に長瀞地域の地質調査に参加した。宮沢賢治は、長瀞で次のような歌を詠み、親友保阪嘉内に
送っている。荒川の結晶片岩の美しい縞模様に感動、何に喩えて表現したか？（
）内に何が入るか答えなさい。
つくづくと 粋なもようの （
） 荒川ぎしの 片岩のいろ
Ａ． 博多帯
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(例題）

３． 計算

（４×５＝２０） 式、答え 完答５点

①
寄居町の小学校６校では、東京五輪のマスコット投票が行われている。各クラスごとに最終的に絞られた３候補のうち
から１つを選び、２月２２日までに投票結果を実行委員会の投票サイトに入力する。対象は、１年生、２年生以外の５２クラス、
児童合計２４５０人。１２日、寄居小では、全児童６０２人に３候補の特徴を説明し、この日に投票結果をまとめ、正午までに欠席者
３人を除き、児童全員の投票結果をサイトに入力した。
Ｑ．12日正午の時点で,寄居町の児童で投票サイトに入力していないのは、残り何人か？
Ａ．２４５０－６０２－３＝１８４５

②

答 １８４５人

秩父鉄道は、荒川急流の川下りを楽しめる「長瀞ライン下り」運航を開始した。
スタート岩畳からゴール高砂橋までの３キロを平均２０分で運行する。

Q,

秒速は、平均何メートルか？

A,

３０００÷２０÷６０＝２.５ 秒速 ２.５M

③
２０１７年の救急車出動は、前年比２．１％増の６３４万２０９６件と８年連続で過去最多を更新したことが１４日、
総務省消防庁の速報値で分かった。出動件数は、この２０年で１．８倍になった。

Q. 埼玉県の２０年前の出動件数は、何件だったか？全国の47分の１として算出する。（小数点以下４捨５入）
A.

74966件
X×１．８＝６３４２０９６ ６３４２０９６÷１．８＝３５２３３８７
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３５２３３８７÷４７＝７４９６６

④
（東武アークライン）大宮駅と春日部駅間には、急行電車と普通電車が走っている。
休日、健太君が大宮駅から普通電車に乗り、孝幸君が春日部駅から急行に乗った。
そして、２人の乗る電車は、１８分後に八木崎駅ですれ違った。急行電車は、上記の２駅間をちょうど３０分かかる。
Q. この時、普通電車は、２駅間を通常どれくらいの時間がかかるか？電車の速度は、一定とする
A. ４５分間
急行電車は、春日部駅から八木崎駅までを１８分間で走ったので、
八木崎駅から大宮駅までを１２分間で走ったことになる。
従い、八木崎駅から大宮駅までの所要時間の１．５倍が、大宮駅から春日部駅までの所要時間になる。
１８÷１２＝１．５

３０×１．５＝４５

⑤
鴻巣市「花久の里」で「ひな祭り２０１８」が開始された。ひな人形が台形のように飾られている。
最上壇には、８個，最下壇には、２４個並んでいる。
Q. 飾られているひな人形の数は、いくつか？
A. ２２５個
最上壇と最下壇を平均すると ８＋２４＝３２ ３２÷２＝１６ 平均１５個
人形が飾られている壇の数は、２４－８＋１＝１７ １７壇
平均に壇の数をかければ、合計が出る。 １５×１７＝２２５
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４．統計 １０点×２＝２０点
下の表は、E小学校の6年1組の児童40人の4月中に読んだ本の冊数をまとめたものである。
図1は、1組の生徒が読んだ本の冊数を表したグラフである。次の①～③の問いに答えなさい
表

生徒が読んだ本の冊数

本の冊数(冊)

1

2

3

4

5

6

7

8

平均

男子(人)

2

3

6

8

13

7

1

2

4冊

女子(人)

3

12

4

2

3

5

8

3

( ？）
冊

① 女子生徒が読んだ本の冊数の平均値を求めなさい
② 女子生徒が読んだ本の冊数を表すグラフを男子生徒のグラフを参考にして書き入れなさい
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B問題 例題１．論理

４点×５＝２０点

１．現在、さいたま市と言われる住所に生活していたＣ男は、１９９０年では２５歳だったが、１９９５年に２０歳になった。
どのようなことが考えられるか？
２．埼玉は、元々行田市のサキタマ地区の地名で使われていたが、現在埼玉県の県名に使われている。
今、サキタマ地区は正式には行田市大字埼玉と表記されているが、通称サイタマと言われている。
現在、埼玉県の県名に使われている埼玉発祥の地は、通称は、何と言われているか？
３．県内Ｎ中学校でアンケートを取った結果、次のようなことが分かった。
１．国語が好きな生徒は数学も好きである。２．数学が好きな生徒は理科も好きである。
３．国語が嫌いな生徒は、英語も嫌いである。
国語が好きな生徒は、理科は好きか？
４． 「埼玉党」執行部玉川代表らは、分党要請に苦慮している。執行部と安保政策が異なる松村
参議院ら５人は早期分党実現を目指している。大谷衆議院ら１１名は野党連携を模索しているところだ。
現在、分党に対し、３つの方針に分かれている。執行部玉川代表らは、どのような「分党」方針と考えられるか？
５． 紅赤は、かつて「サツマイモの女王」と言われた。別名、金時イモとも呼ばれた。大正から昭和に
かけて埼玉県内のサツマイモ栽培の９割程度を占めていた時期もあった。しかし、「紅アズマ」が開発されて
からは、「女王」の座を譲った。金時イモと紅アズマの関係を書きなさい。
A.
１．紀元前という状況が考えられる。紀元前は、紀元ゼロへ進むので、紀元後と数え方が逆になるため。
２．サキタマ地区の通称は、（サイタマ）である。
３．国語が好きな生徒は、理科も好きだ。
４．「埼玉党」執行部は、現在分党に対し、具体的な方針を決定していない。又は、決めているが方針を発表していない
５．金時イモは、紅アズマよりも１つ前の「サツマイモの女王」である。
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２ 埼 玉学

５点 ×４＝２０点

次 の文章 の① ～④ の空欄に適 切な言葉を 入れなさい。
一八五八 安(政 五 年)以来、ヨー ロッパ市場を 賑わせていた 日本 の生糸相場は、世界 不況の煽りを受け 一八八

商業 地 「
小鹿 野町」周辺から始まったこの運動は、やがて東側 の郡都 「
大宮郷 」現(秩 父市街 へと
) 波 及していった。

高 利貸談判、郡役所 ・
警察請 願 ・
会議、集会を繰り返すなか、困民党 の集 団は次第にふくれあがっていった。

高岸善吉、坂本宗作、落合寅市らが組織した 「
「
郡役所請 願」
運動 である。

初期段階 の要求行動は、 一八八 三 明(治 一六 年) 一二月頃である。蜂起 の立役者、三羽ガ ラスといわれ ている

額」
等を 要求して起ち上がった のである。

った。この窮地から脱するために困窮 民らは「
借金 返済 の据 置 ・
年賦」「
雑収税減額」「
地方税 村(費 ・
学校費 減)

資本主義的近代国家建設を急務とする新政府と重なり、幕藩体制 下で培われ てきた民衆 の ①( も)破壊してい

々が続く中、秩 父地方 では 田畑 ・
家が差し押さえられる困窮 民が続 出していった。文明開化 西(洋 化 を)旗 印に

徴収法 の変 更など、養 蚕農 民にとって負 のスパイラルとして生活を脅かしていった。借金を重ね生活を凌ぐ 日

この生糸暴落と政府による財政 見直しのデ フレ政策は、作柄による物納 年(貢 か)ら 一律 の金納 地(租 に)よる税

一明(治 一四 年)をピークに急速な暴落を遂げた。それは 一八八 三年には前年 の半額に落ち込む事態になった。
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中段階 では、 一八八 四年 明(治１７年）二月、全 国の自由 民権運動 の旗振り役 であった自由党、その幹部 であっ
た大井憲太郎が、大宮郷 での演説会を開催した。

年賦を乞う事

九 月には、同時期、以前より参加 要請していた秩 父地方 の名望家 である大宮郷在住 の ②( を)指導部 の「
総 理」
として迎え入れ、組織運動 の要求 四項目を確 認する。
一、高 利貸 のために身 代を傾け目 下生計に困る者が多い、債主に迫り、 年据 置
一、学校費を省くため 三年 間休校を県庁に迫る事
一、雑収税を減少を内務省に請 願する事
一、村費 の減少を村史に迫る事

40

再度 の談判 ・
請 願の合法運動を徹底的に展開する ことを決定した。 月

日井上伝蔵宅会議において、今ま

同席した 一同、この要求を掲げ る 以上は「
命を投げうつ」
覚悟 である ことを 互いに確 認した。

10

13

んだ。

はなく、警察本署 現(県警本部 も)、日常的に現地 入りして警戒にあたりながら複数 の ③( を)困民組織 へ送り込

日西ノ入村 で 一件 の資金 調達 の強盗作戦が行われた。この秩 父地方 の困窮 民騒擾に対し、所轄警察署だけで

での運動を 顕彰 ・
総括し「
腕力に訴える」手段、武装蜂起を決意した。第 一歩として、翌 日横瀬村 で二件、翌 々

10

月
日、最終的に困民党は 下吉 田村粟野山耕地 集(落 会)議において「 月
26

11

日をも って多
1

に蜂起準備が展開された。秩 父盆地 の東端 の（
④ ）では「 月
日椋神社集合」
に向け、 月
日

「
蜂起 日決定 以降、表 面では「
麦蒔き」
農作業に従事し平静を装いながら各村各耕地では極秘裏

数を 下吉 田村椋神社 へ集合させる」ことを決議した。

10

1

10
31

解 答

① 村 社 会

⑤ 十 一 月 一日 決起

④ 風 布 村

③ 密 偵

② 田 代 栄 助

共( 同 社 会）

秩 父事件をどう見る 倉(田 次郎） 著

地 の本隊より金崎村 の金貸会社 「
永保社」
襲撃隊が派出された。

一斉に蜂起 へ向けて各村各耕地へ「
決起」の伝令が走り、最終準備段階に突 入した。同時に、小前耕

倒的多数 の困民の前 で予定通り ⑤( を)再決議した。

最後 の幹部会議が開催された。近県 の動きを受けて「
蜂起延期」の意 見が出されたが、集まった 圧

には金 比羅神社 へ周辺の村 民を含めて結集を開始していた。困民党本体は 「
椋神社結集 」
に向け

11
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3. 計算 式、計算 １０点×２＝２０点

埼玉西武は、１２球団で１０勝に一番乗りし、開幕ダッシュに成功した。安定した投手陣の中でも３年目の多和田投手の好投が光っている。
直球(まっすぐなボール）の被打率は1年目の2016年が29.9%、２年目は31％と良くなかったが、今季は大幅に向上した。
ど真ん中のボールを投げて安打(有効打）された確率は、表のように８打数１安打の１２．５％であった。
ど真ん中以外(１～８）の被打率は、何％か？
４月１８日現在、同投手の成績は、４４打数で８本安打され、１８．２％の被打率である。被打率は安打数÷打数で計算する。
なお、下図は右打者を想定し、ストライクゾーン（有効枠）を９つに区切ったものである。（小数点以下２位４捨５入）

１

(インコース）
（インコース）

２

（真ん中）

（真ん中）

３

（アウトコース）
（アウトコース）

４

12.5%
（ど真ん中）

５

６

７

８
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４．統計

５×４＝２０点

① Yさんは、東埼玉ガンセンターによる「簡易検査」の結果、 「陽性の胃ガン」と診断された。
全く自覚症状がないことから、「ガン」なのか否か下表の検索データを 基に確率（可能性）を推定した。
Yさんは、８０％の確率で「陽性」だとする一般常識を疑う気持ちを強く持ち、真剣に考えた。
貴方ならば、どのようにガンの確率を算出するか？確率を小数点第１位まで計算しなさい。
(小数点以下第2位４捨５入）
なお、「陽性」とは、悪性である確率が高いと言う意味で使われる医学用語である。
項目
① 事前にガンにかかっている確率

確率
０．２％

② 全く健康体である確率

９９．８％

③ 陽性と診断される確率

９０％

④ 陽性と誤診される確率

１０ ％

A. ０．０８９（８．９％） ＜５点×４＝２０＞

次のような順序で計算する。
１．正確に陽性と診断された人
事前にガンにかかっている人× 陽性と診断された人
０．００１×０．９＝００００９
２. 誤診により陽性と診断された人
全く健康体×誤診
０．９９８×０．１＝０．０９９８
３．ガンである可能性
０．０００９＋０．０９９８＝０．１００７
４．事後確率
正確に陽性と診断された人÷（正確に陽性と診断された人＋ガンである可能性）
０．０００９÷（０．０００９＋０．１００７）＝０．０８８
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５．課題作文
Q. あなたは、この記事を読んで「いじめ」に関心を持ちました。
そのため、少しでも「イジメ」を無くすためにあなたはこの記事を文章にまとめ、紹介することにしました。
次の条件にしたがって書きなさい。

(条件１） 次の３つの言葉を入れる。 「いじめ」「嫌な気持ち」「共感」
（条件２） 文字数を８０字以上１２０字以内にまとめる。この制限字数内で書いていない場合は、採点の対象外とする。
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＜採点基準＞（２０項目、４０点・１項目２点ずつ加点）
1 主張（論旨）が根拠に基づいて明確に述べられ、一貫性がある。
2 課題に合わせて的確な意見(推論）が述べられている。
3 具体的で分かり易い表現である。
4 書かれている事実に好感が持てる。＊反社会的な内容が無いこと。
× （例・未成年であっても親が了解すれば飲酒しても良い）
〇 朝の挨拶をきちんとしよう
5

書き出しが適正である。

6 一方的な決めつけが無く、内容に偏りが無い。
（例・× 日本人ならば、朝は味噌汁を飲むべきだ）
7 適切に漢字を用いて、ひらがな（カタカナ）とのバランスが良い。
（ろうどうじょうけんをかんがえる→労働条件を考える）
8 基本的な知識(常識）に欠けている。京都県→京都府
9 効果的に段落が構成されている。
10 指示代名詞が的確に使われている。
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11 論理に飛躍がない。（毎日、牛乳を飲み、背を伸ばそう）
12 常体と敬体が混用されている。
13 表現の重複はない。

14 日常的な話し言葉、俗語を使わない。（マジで言ってるの？）
15 感嘆符！や疑問符？を多用しない。
16 接続詞が正しく使われている。論理に飛躍がない。 （例・～だから、成功した）
17 句読点の位置が正しく、読み易い。
18 主語と述語の関係、係り受けの原則が守られている。（例・たぶん～だろう）をはっきりさせる。
19 誤字、脱字等をしない。
20 正しい原稿用紙の使い方をする。
（段落書き出しの１字下げ、行頭の句読点不使用等 汚したり、折ったりしない。文字の大きさが一定である。
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