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高３の夏休み～２学期にかけての
共通テスト対策指導のご提案

株式会社 ラーンズ
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（リーディング）
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2021大学入学共通テストの出題からみた
2022共通テストへの備え

〈三位一体の教育改革〉の実現に向かって進んでいます

初等中等教育の改革／高大接続改革（共通テストもその一環）／高等教育の改革

２０２０年度

2021共通テスト
（現行課程で先行実施）

新学習指導要領の実施
高１

２０２１年度 ２０２２年度

年次進行で実施
高２

２０２３年度

三つの柱

○ 生きてはたらく「知識・技能」の習得
○ 未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力」の育成
○ 学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性など」の涵養

年次進行で実施
高３

2024年度

2025共通テスト
（新課程初年度）

2022共通テスト
（先行実施２年目）

2023共通テスト
（先行実施３年目）

2024共通テスト
（先行実施４年目）

～２０19年度

２回の
試行調査 ※

※ ２回の試行調査の位置づけ…１回目の試行調査では、共通テストの「問題作成の方向性」を最大限重視して出題した場合の正答率や解答の傾向などを分析。
2回目の試行調査では、平均得点率を５割と設定して、問いたい知識や思考力などを重視した作問の在り方と、選抜試験としてふさわしい難易度や識別力の設定
とを両立させる観点から、共通テスト問題作成方針の決定に必要な分析・検証を行った。

「『大学入学共通テスト』における問題作成の方向性等と本年１１月に実施する試行調査（プレテスト）の趣旨について」（2018.6.18 大学入試センター）

共通テストでは「問題作成方針」に反映 → シート18・19参照
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2021大学入学共通テストの出題からみた
2022共通テストへの備え

○ 取り組みやすい題材
○ 読み取りやすい資料
○ 正誤を判断しやすい選択肢

↓
２０２０センター試験より易化

2021共通テスト
（実施初年度）

2022共通テスト
「２年目の難化」への備えをご提案

教科・科目の基礎知識の本質的な理解、
情報処理速度（スピード）に加えて、

 骨のある題材でも対応できる力
 どのような資料でも対応できる力
 紛らわしい選択肢でも吟味できる力

を養成するために、共通テストの問題作成
方針を踏まえた「対策問題集」をご活用い
ただき、早めに対策指導を開始されることを
ご提案いたします。

＜知識の理解の質を問う出題＞
従来からの事実的な知識

→ 概念的な知識の理解

＜思考力・判断力・表現力を問う出題＞
様々な資料や題材が示され、
多くの科目で問題ページ数増

←2021年1月16日・17日実施の共通テスト（以下、「第１日程」と呼びます）と前年度センター試験とのページ数比較
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2021大学入学共通テスト
出題の概況

出題内容は、従従来来ののセセンンタターー試試験験ににくくららべべてて、、思思考考力力・・判判断断力力・・表表現現力力ががよよりり重重視視さされれたたももののでした。

また、全体として、事事実実的的なな知知識識よよりりもも、、概概念念的的なな知知識識のの理理解解をを問問うう傾傾向向がみられました。

出題形式は、複数の資料や題材、初見の資料、社会や日常生活に関連した題材、学習の過程の場面

設定など、多多くくのの資資料料・・題題材材がが用用いいらられれ、思考力・判断力・表現力を発揮して取り組むかたちとなって

いました。そのため、問題分量も増えて、国語や日本史Bなどを除いて、多多くくのの科科目目でで問問題題ののペペーージジ数数

がが昨昨年年ののセセンンタターー試試験験よよりりもも増増加加していました。

以上のことから、これまでのセンター試験にくらべて難化した印象を受けましたが、全体的な難易度は、

「国語＋数学I・A＋数学II・B＋英語」の平均点合計350.08点（600点満点）となっており、昨年の

センター試験より14.14点アップという結果でした。2021共通テストは、内容・形式ともボリューム感

がある出題でしたが、実実施施初初年年度度とといいううここととかからら、、受受験験生生ににととっってて、、取取りり組組みみややすすいい題題材材、、基基礎礎知知識識がが

ああれればば読読みみ取取れれるる資資料料、、判判断断ししややすすいい選選択択肢肢ででああっったたとと考考ええらられれまますす。

なお、共共通通テテスストトはは、、内内容容・・形形式式とともも深深いい理理解解ややよよりり高高度度なな思思考考力力・・判判断断力力をを問問ええるるかかたたちちににななっってておお

りり、、22002222共共通通テテスストト対対策策でではは、、「「22002211共共通通テテスストトよよりりもも難難化化」」をを見見越越ししたたごご指指導導がが望望ままれれまますす。
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2022大学入学共通テスト
高３の夏休み～２学期にかけての共通テスト対策指導のご提案

─ ─ ─ ─ ─ CONTENTS ─ ─ ─ ─ ─

シート 1 2021共通テスト 出題の概況

シート 2・3 2022共通テストへの備え

シート 4～7 高３の夏休み～２学期にかけての対策指導のご提案

１） 共通テストの出題傾向を知り、大問ごとの傾向や解き方に触れる

２） 夏休みから２学期にかけて、「教科書学習」と「共通テスト」を結ぶ

３） 様々な問題に触れさせて、問題のタイプによって解き方を切り替えられる礎をつくる

４） 【事例】共通テスト形式の問題をくり返し体感させ、生徒自身に課題に気づかせる

シート 8・9 前３年生ご担当先生の声 －2021共通テスト後の情報交換会より－

シート 10～13 「重要問題演習」を用いた対策指導のご提案

シート 14～17 2021共通テスト 特徴的な出題と「重要問題演習」での対応

シート 18・19 2022共通テスト 「問題作成⽅針」

巻 末 2022共通テスト 対策教材一覧
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2022大学入学共通テスト
高３の夏休み～２学期にかけての共通テスト対策指導のご提案

４） 【事例】 共通テスト形式の問題をくり返し体感させ、生徒自身に課題に気づかせる

３年生
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

→→  実力養成 →→→→→→→→→ → 得点力養成 → → 合格力養成 →

従来からの「英語」の受験学力に加えて、共通テストの「出題のカタチ」への対応が必要。
様々な題材で、知識の理解の質と、思考力・判断力・表現力を問われる。

┗ 様々なテクスト、生徒の身近な暮らしや社会での暮らしに関わる内容、概要や要点を把
握する、必要とする情報を読み取る、読み取った情報をもとに推測する、考えをまとめる、目
的に応じて表現する、……

▼
▼

2022年
1月15日・16日

共通テスト
▼

英語（リーディング・リスニング）

コロナ禍での受験指導で、限られた時間に効果を上げるにはどうしたらよいか？ を考えた指導事例。その取り組みは、
自学（課題）で共通テスト形式の問題にくり返し取り組ませて、生徒自身に弱点を気づかせ、自分の課題に気づいた
生徒は、その克服がモチベーションになって、自ら学ぶようになった。共通テストでも成果が出せた。

くり返し取り組み
共テ型問題を
体感

課題の把握 課題克服を
意識した演習

共
通
テ
ス
ト

本
番

実際にお聞きした
共通テスト後のお声…
模試の成績にくらべて、
本番で生徒が力が出せ
ていないように感じた。

この時期のおもな指導課題
英語を苦手としている生徒への対策
（センター試験でも変わらないが）。
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2022大学入学共通テスト
高３の夏休み～２学期にかけての共通テスト対策指導のご提案

３） 様々な問題に触れさせて、問題のタイプによって解き方を切り替えられる礎をつくる

３年生
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

→→  実力養成 →→→→→→→→→ → 得点力養成 → → 合格力養成 →

従来からの「英語」の受験学力に加えて、共通テストの「出題のカタチ」への対応が必要。
様々な題材で、知識の理解の質と、思考力・判断力・表現力を問われる。

┗ 様々なテクスト、生徒の身近な暮らしや社会での暮らしに関わる内容、概要や要点を把
握する、必要とする情報を読み取る、読み取った情報をもとに推測する、考えをまとめる、目
的に応じて表現する、……

▼
▼

2022年
1月15日・16日

共通テスト
▼

英語（リーディング・リスニング）

この時期のおもな指導課題
模試の初見問題に対応できず、不安に感じる。
入試問題演習が続き、共通テストに不安を感じる。

夏季休暇課題および２学期の週末課題で、共通テスト形式
の問題集を活用。センター過去問にはない共通テスト独特
の形式については、補習などでその対策を指導する。

最近の大学入試では、個別試験の多様化に加え、共通テストと個別試験とのギャップが大きくなった。記述対策の指導
を軸としながら、併せて、共通テスト形式の問題にも早めに触れさせ、問題のタイプによって、解き方を切り替えられる礎
をつくる。

この時期のおもな指導課題
12月から共通テスト対策を始めたので
は、対応しきれないおそれがある。

授業や課外で共通テスト本番形
式の問題演習を行う。時間配分
を意識させるなど、より実戦的な
演習を行う。

実際にお聞きした
共通テスト後のお声…
模試の成績にくらべて、
本番で生徒が力が出せ
ていないように感じた。
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2022大学入学共通テスト
高３の夏休み～２学期にかけての共通テスト対策指導のご提案

２） 夏休みから２学期にかけて、「教科書学習」と「共通テスト」を結ぶ

３年生
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

→→  実力養成 →→→→→→→→→ → 得点力養成 → → 合格力養成 →

従来からの「英語」の受験学力に加えて、共通テストの「出題のカタチ」への対応が必要。
様々な題材で、知識の理解の質と、思考力・判断力・表現力を問われる。

┗ 様々なテクスト、生徒の身近な暮らしや社会での暮らしに関わる内容、概要や要点を把
握する、必要とする情報を読み取る、読み取った情報をもとに推測する、考えをまとめる、目
的に応じて表現する、……

▼
▼

2022年
1月15日・16日

共通テスト
▼

英語（リーディング・リスニング）

センター試験とくらべて、共通テストは教科書学習とのギャップが大きく、従来のような３年生２学期後半の演習だけでは
対応が難しい。そこで、「教科書学習」と「共通テスト」を結ぶための演習期間を設定し、自学を中心としながら出題形式
別に共通テストタイプの問題集を１冊仕上げる。

共通テスト形式の基本問題を中心に、
夏季補習および休暇課題で多くの問題
にあたらせる。パラフレーズ、複数資料
の比較といった視点を意識しながら多く
の問題に取り組ませる。

共通テスト形式の問題を
中心に、センター過去問
も織り交ぜながら、定着
のよくない事項を補強し
ていく（授業・週末課題）。

授業や課外で共通テスト本番形
式の問題演習を行う。時間配分
を意識させるなど、より実戦的な
演習を行う。

実際にお聞きした
共通テスト後のお声…
模試の成績にくらべて、
本番で生徒が力が出せ
ていないように感じた。

この時期のおもな指導課題
教科書学習で文法語法を理解していても、文章の中で
しっかりと理解できていない生徒は得点できない。
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2022大学入学共通テスト
高３の夏休み～２学期にかけての共通テスト対策指導のご提案

１） 共通テストの出題傾向を知り、大問ごとの傾向や解き方に触れる

３年生
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

→→  実力養成 →→→→→→→→→ → 得点力養成 → → 合格力養成 →

３年生２学期からの実戦演習に備えて、１学期には文法などの基礎事項を完成させておく必要がある。３年生の２学期
前半までに、その時期に応じたレベルの共通テスト形式の問題集を用いて、共通テストの大問ごとの傾向や解き方を
知り、２学期後半からは実戦形式の演習へ移る。

３年生の夏を「基礎完成期」と位置づけて、共通
テスト形式の問題演習を通じて、基礎の本質的な
理解を目指す（設問形式別に完成）。

【【先先生生】】「解いただけで終わり」にならないように、
授業、課外や補習で解説指導を行う。

【【生生徒徒】】多くの問題演習を通じて、自身の得点傾
向（得意・不得意）を把握する。

弱点部分を中心に、２回
目の問題演習に取り組む
（授業で扱えない場合は
自学で取り組ませる）。

授業や課外で共通テスト本番形
式の問題演習を行う。時間配分
を意識させるなど、より実戦的な
演習を行う。

従来からの「英語」の受験学力に加えて、共通テストの「出題のカタチ」への対応が必要。
様々な題材で、知識の理解の質と、思考力・判断力・表現力を問われる。

┗ 様々なテクスト、生徒の身近な暮らしや社会での暮らしに関わる内容、概要や要点を把
握する、必要とする情報を読み取る、読み取った情報をもとに推測する、考えをまとめる、目
的に応じて表現する、……

▼
▼

2022年
1月15日・16日

共通テスト
▼

英語（リーディング・リスニング）

実際にお聞きした
共通テスト後のお声…
模試の成績にくらべて、
本番で生徒が力が出せ
ていないように感じた。

この時期のおもな指導課題
文法や語彙の定着が不十分で、
ついてこれない生徒が出てくる。
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2022大学入学共通テスト
「重要問題演習」を用いた対策指導のご提案

「重要問題演習」では、共通テスト本番の問題よりも易しいものから、本番よりも
負荷をかけた難設定の問題まで、幅広いレベルの問題を収録しており、時期に
応じたレベルの問題に取り組むことができます。
また、解解答答・・解解説説や「Navigator＆Check」（付録）に教科書レベルの基基礎礎事事項項
も掲載しておりますので、先生方が目指される「教科書学習」と「共通テスト」を
結ぶご指導が実現できます。

２） 夏休みから２学期にかけて、「教科書学習」と「共通テスト」を結ぶ

英語（リーディング・リスニング）

３年生
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

→→  実力養成 →→→→→→→→→ → 得点力養成 → → 合格力養成 →

スマートフォン用学習
アプリ Learn-S Plusで
音声ご提供（リスニング）

共通テスト形式の基本問題を中心に、
夏季補習および休暇課題で多くの問題
にあたらせる。パラフレーズ、複数資料
の比較といった視点を意識しながら多く
の問題に取り組ませる。

共通テスト形式の問題を
中心に、センター過去問
も織り交ぜながら、定着
のよくない事項を補強し
ていく（授業・週末課題）。
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2022大学入学共通テスト
「重要問題演習」を用いた対策指導のご提案

「重要問題演習」では、共通テストの出題形式別に、体系的に演習ができます。
加えて、「Navigator＆Check」（付録）では、大問別の攻略法や重要ポイント
がわかります。また、解解答答・・解解説説にはすべての問題と設問を再掲しており、解答の
根拠を視覚的に捉えることができます。共通テスト対策の第一歩としてお役立て
ください。

１） 共通テストの出題傾向を知り、大問ごとの傾向や解き方に触れる

３年生
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

→→  実力養成 →→→→→→→→→ → 得点力養成 → → 合格力養成 →

英語（リーディング・リスニング）

スマートフォン用学習
アプリ Learn-S Plusで
音声ご提供（リスニング）

３年生の夏を「基礎完成期」と位置づけて、共通
テスト形式の問題演習を通じて、基礎の本質的な
理解を目指す（設問形式別に完成）。

【【先先生生】】「解いただけで終わり」にならないように、
授業、課外や補習で解説指導を行う。

【【生生徒徒】】多くの問題演習を通じて、自身の得点傾
向（得意・不得意）を把握する。

弱点部分を中心に、２回
目の問題演習に取り組む
（授業で扱えない場合は
自学で取り組ませる）。

9 前３年生ご担当先生の声
２０２１共通テスト後の情報交換会より

【【中四国地区Ｏ高校Ｔ先生】】

第１日程の英語リーディングは、第4問が
難しく、第5・６問は易しかったが、来来年年はは難難
化化ししててももおおかかししくくなないい。。今今年年のの問問題題をを解解いいてて
もも、、来来年年のの本本試試験験がが解解けけるるととはは限限ららなないい。。
「共通テストの出題方針」や「どういう力が
必要か」を伝えた上で、様々な問題にあた
らせる必要がある。

【【九州地区Ｓ高校Ｍ先生】】

共通テストでは、単語・文レベルを入れ替
えたような形式をなぞった演習では高得点
は望めない。今年は日常的題材が中心だっ
たが、アカデミックな内容になると難化する。
様様々々なな問問題題演演習習をを盛盛りり込込んんででいいくく事事がが重重要要。。
今今回回ああっったた推推論論的的発発問問はは作作問問ししににくくいいののでで、、
問問題題集集選選びびののポポイインントトににななるる。。

【【九州地区Ｏ高校Ｓ先生】】

共通テストは個別試験とは完全に傾向が
違うものになった。センター試験ではロジック
を問う問題が個別試験対策にもなっていた
が、共通テストになって脈絡がなくなった。両
方を追うには、早めに取りかかり、そそれれぞぞれれ
でで必必要要なな力力をを場場面面にによよっってて使使いい分分けけらられれるる
ように指導していく必要がある。

【【中四国地区Ｏ高校Ｔ先生】】

低学年で、単語力、文法力、読解力など
の土台作りが大切なことは共通しているが、
２年後半以降は、それぞれに応じた指導が
必要。どんな球を投げられても打てるように、
共共通通テテスストト対対策策はは直直前前期期のの集集中中型型学学習習だだ
けけででははななくく、、細細くくとともも長長いいロロンンググススパパーートト型型
学学習習がが必必要要。。

 センター試験にくらべて、個別大入試との開きが大きくなった

 来年の共通テストは今年とはまた違った形式になる可能性が高い

8 前３年生ご担当先生の声
２０２１共通テスト後の情報交換会より

 共通テスト対策に力を入れておいてよかった

【九州地区Ｓ高校М先生】

九州大学では、リーディングとリスニング
の配点比率が１：１ということもあり、早いう
ちからリスニング指導に力を入れてきた。
本番では思った通りの得点が出ており、指
導に間違いはなかった。二巡目の指導では、
共共通通テテスストト対対策策ははささららにに早早くくかからら取取りり組組んん
ででおおくくののががよよいいと感じた。

【【九州地区Ｏ高校Ｓ先生】】

今回の共通テストの英語では、情報処理
能力が問われた。様々な形式に慣れておく
事が必要だった。また、直直前前期期にに難難ししめめのの
問問題題にに取取りり組組んんででおおいいたたののははよよかかっったた。。
それにより鍛えられたし、自己採点で泣く
生徒はいなかった。

【【九州地区Ｏ高校Ｓ先生】】

試行調査の１回目と２回目の出題で共共通通
ししてて求求めめらられれるる力力をを教教師師がが教教ええらられれたたかかどど
ううかかががポポイインントトだった。本番では形式を変え
てくることも想定し、形式対応のテクニック
ではなく、「「ここうういいうう考考ええでで解解いいてていいくくんんだだ」」
ということを指導してきたので、生徒は十分
に対応できていたようである。

【【中四国地区A高校B先生】】

試験が終わって「問題傾向が変わった」と
言っていた生徒は、思ったほど得点が出てい
なかった。来年も形式を変えてくるだろうから、
教教師師がが型型をを教教ええ込込みみ過過ぎぎずず、、パパララフフレレーーズズ、、
参参照照、、複複数数資資料料のの見見比比べべとといいっったた視視点点をを
意意識識ささせせななががらら、、演演習習にに取取りり組組まませせるるここととがが
重重要要である。

 本質的な理解を指導しておくかどうかで差がついた
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15 2021大学入学共通テスト
特徴的な出題と「重要問題演習」での対応

第2問Aは、「バンドコンテストの評価表と評価に関する英文」を読んで、必要な
情報を読み取る問題でした。 第２問Aでは、英文を読み、その概要や要点を捉える
力や、書き手の意見を把握する力が問われます。
特に、問３では審査員の個人のコメント中の「事実」、問４では審査員の個人のコ

メントと総合評価中の「意見」が問われるという、選択肢の内容が「事実」か「意
見」かを判断する問題が出題されました。

第2問A・Bでは「事実」か「意見」かを判断する問題についてしっかりと対策して
おく必要があります。これらの問題では、情報を探すことに加え、それらが事実なの
か意見なのか、情報の種類を整理する力が求められます。

●事実…客観的な記述（真偽を問えるもの）であること
●意見…主観的な価値判断を表す記述（真偽を問えないもの）であること

これらの特徴を確実に押さえることがポイントとなってきます。例文や類題を使って、
具体例を示すとよりわかりやすくなるでしょう。確確実実にに「「事事実実」」とと「「意意見見」」をを整整理理でできき
るるよよううににななるるににはは、、上上記記のの特特徴徴をを意意識識ししななががらら問問題題にに取取りり組組まませせるるここととががポポイインントトでで
すす。。ままたた、、様様々々なな英英文文やや資資料料をを読読みみ、、概概要要やや要要点点をを把把握握すするる練練習習ををささせせてておおくくここととをを
ごご提提案案いいたたししまますす。。

出 題 の 特 徴

指 導 の ご 提 案

第2問A 英語（リーディング）
概要や要点をとらえたり、情報を「事実（fact）」と「意見（opinion）」に整理したりする力を問う問題

教材のご紹介

「2022共通テスト対策【実力養成】重要問題演習 英語（リーディング）」
第２問A定価980円（税込み） 概要や要点をとらえたり、情報を「事実（fact）」と「意見（opinion）」に整理したりする力を問う問題

14 2021大学入学共通テスト
特徴的な出題と「重要問題演習」での対応

第2問A

概要や要点をとらえたり、
情報を「事実（fact）」と「意見（opinion）」に整理したりする力を問う問題

2021年度大学入学共通テスト
「英語（リーディング）」
受験者数： 476,174人
平均点： 58.80点
標準偏差： 21.44

【出典】 問題は、2021年度大学入学共通テスト（第１日程）より。データは、「令和３年度大学入学共通テスト実施結果の概要」（令和３年2月18日公表）より。

英語（リーディング）

13
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2022大学入学共通テスト
「重要問題演習」を用いた対策指導のご提案

３年生
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

→→  実力養成 →→→→→→→→→ → 得点力養成 → → 合格力養成 →

４） 【事例】 共通テスト形式の問題をくり返し体感させ、生徒自身に課題に気づかせる

英語（リーディング・リスニング）

くり返し取組み
共テ型問題を
体感

課題の把握 課題克服を
意識した演習

共
通
テ
ス
ト

本
番

「自学のしやすさ」を最優先
に教材選定

生徒が自学で問題に取り組
むことになるので、使いやすさ
を最重視して教材（問題集）
を決めた。教材選定では、各
社のアプリも見比べてみた。 自学で問題集に取り組み

「振り返りシート」を提出
集計ツールを用いて正解率を
データ化し、集計結果を配付して、
客観的な自分の位置を把握させ
た上で、「振り返りシート」を提出
させた。自分の弱点がどこなのか
を言葉にするように導いた。

リスニングの個々の課題に対する対策
指導が行えた

全体指導では行き届かなかった、「１回
読みができない」「単語が聞き取れな
い」「メモが取れない」といった、生徒
個々の課題に対して、生徒が問題集の
演習箇所・方法を自分で決め、アプリを
活用することで、「弱点潰しのための個
別学習」が行えた。「直前演習」（30分
テスト形式）と「重要問題演習」（出題
形式別）を使い分け、効率よく実力を伸
ばすことができた。

定価980円（税込み）

英語（リーディング）

定価９80円
（CD２枚組込み、税込み）

英語（リスニング） 定価1,180円
（CD4枚組込み、税込み）

定価980円（税込み）

英語（リスニング）

英語（リーディング）

スマートフォン用学習
アプリ Learn-S Plusで
音声ご提供（リスニング）

お使いいただいた先生のお声をご紹介いたします。

12
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2022大学入学共通テスト
「重要問題演習」を用いた対策指導のご提案

３年生
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

→→  実力養成 →→→→→→→→→ → 得点力養成 → → 合格力養成 →

スマートフォン用学習
アプリ Learn-S Plusで
音声ご提供（リスニング）

３） 様々な問題に触れさせて、問題のタイプによって解き方を切り替えられる礎をつくる

英語（リーディング・リスニング）

共通テストでは、情報処理のスピードが問われるなど、特徴的な出題形
式への対応が必要になります。また、共通テストの問題作成方針に従い、
新しいタイプの出題も想定されます。
「重要問題演習」では、共通テスト分析を通じて、共通テスト問題作成
方針に準じた様々なタイプの問題を出題形式別に収録していますので、
幅広い出題形式に慣れさせるとともに、本質的な理解を養成することが
可能です。

夏季休暇課題および２学期の週末課題で、共通テスト形式
の問題集を活用。センター過去問にはない共通テスト独特
の形式については、補習などでその対策を指導する。

授業や課外で共通テスト本番形
式の問題演習を行う。時間配分
を意識させるなど、より実戦的な
演習を行う。
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出題教科・科⽬の問題作成の方針
※「令和４年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト出題教科・科目の出題方法等及び大学入学共通テスト問題作成方針」（2020.6.3, 大学入試センター）

【英語】
○ ⾼等学校学習指導要領では、外国語の⾳声や語彙、表現、⽂法、⾔語の働きなどの知識を、実際のコミュニケーションにおい
て、⽬的や場⾯、状況などに応じて適切に活⽤できる技能を⾝に付けるようにすることを⽬標としていることを踏まえて、４技能の
うち「読むこと」「聞くこと」の中でこれらの知識が活⽤できるかを評価する。したがって、発⾳、アクセント、語句整序などを単独で
問う問題は作成しないこととする。
○ 「リーディング」「リスニング」ともに、ヨーロッパ⾔語共通参照枠（CEFR）を参考に、各CEFRレベルにふさわしいテクスト作成
と設問設定を⾏うことで、A1 から B1 レベルに相当する問題を作成する。また、実際のコミュニケーションを想定した明確な⽬的
や場⾯、状況の設定を重視する。
○ 「リーディング」については、様々なテクストから概要や要点を把握する⼒や必要とする情報を読み取る⼒等を問うことをねら
いとする。
○ 「リスニング」については、⽣徒の⾝近な暮らしや社会での暮らしに関わる内容について、概要や要点を把握する⼒や必要と
する情報を聞き取る⼒等を問うことをねらいとする。⾳声については、多様な話者による現代の標準的な英語を使⽤する。
読み上げ回数については、英語の試⾏調査の結果や資格・検定試験におけるリスニング試験の⼀般的な在り⽅を踏まえ、問題
の数の充実を図ることによりテストの信頼性が更に向上することを⽬的として、1 回読みを含める。⼗分な読み上げ時間を確保し、
重要な情報は形を変えて複数回⾔及するなど、⾃然なコミュニケーションに近い英語の問題を含めて検討する。全ての問題を 1
回読みにする可能性についても今後検証しつつ、当⾯は１回読みと 2 回読みの両⽅の問題を含む構成で実施することとする。
○ グローバル⼈材の育成を⽬指した英語教育改⾰の⽅向性の中で⾼等学校学習指導要領に⽰す４技能のバランスの良い育
成が求められていることを踏まえ、「リーディング」と「リスニング」の配点を均等とする。ただし、各⼤学の⼊学者選抜において、具
体的にどの技能にどの程度の⽐重を置くかについては、４技能を総合的に評価するよう努めるという「⼤学⼊学共通テスト実施
⽅針」（平成 29 年７⽉）を踏まえた各⼤学の判断となる。

令和３年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト英語におけるイギリス英語の使用について（2019.08.23、大学入試センター）

共通テストでは現在国際的に広く使用されているアメリカ英語に加えて、場面設定によってイギリス英語を使用することもある。
（補足説明）
○ 高等学校学習指導要領に示された、国際的に広く日常的なコミュニケーションの手段として通用している「現代の標準的な
英語」には語彙、綴り、発音、文法などに多様性があることに気付かせる指導を踏まえ、出題の場面や内容にふさわしい英語表
記とするため、現在国際的に広く使用されているアメリカ英語に加えて、場面設定に応じてイギリス英語を使用することがある。

2022大学入学共通テスト
「問題作成方針」
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共通テスト問題作成の基本的な考え方

大学入試センター試験における問題評価・改善の蓄積を生かしつつ、共通テストで問いたい力を明確
にした問題作成

これまで問題の評価・改善を重ねてきた大学入試センター試験における良問の蓄積を受け継ぎつつ、高等学校教育を通じ
て大学教育の入口段階までにどのような力を身に付けていることを求めるのかをより明確にしながら問題を作成する。

高等学校教育の成果として身に付けた、大学教育の基礎力となる知識・技能や思考力、判断力、表現
力を問う問題作成
平成21年告示高等学校学習指導要領（以下「高等学校学習指導要領」という。）において育成することを目指す資質・能
力を踏まえ、知識の理解の質を問う問題や、思考力、判断力、表現力を発揮して解くことが求められる問題を重視する。
また、問題作成のねらいとして問いたい力が、高等学校教育の指導のねらいとする力や大学教育の入口段階で共通に求め
られる力を踏まえたものとなるよう、出題教科・科目において問いたい思考力、判断力、表現力を明確にした上で問題を作
成する。

「どのように学ぶか」を踏まえた問題の場面設定
高等学校における「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善のメッセージ性も考慮し、授業において生徒が
学習する場面や、社会生活や日常生活の中から課題を発見し解決方法を構想する場面、資料やデータ等を基に考察する
場面など、学習の過程を意識した問題の場面設定を重視する。

※「令和４年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト出題教科・科目の出題方法等及び大学入学共通テスト問題作成方針」（2020.6.3, 大学入試センター）

問題の中では、教科書などで扱われていない初見の資料などが扱われることもあるが、問われているのはあくまで、高等学校における
通常の授業を通じて身につけた知識の理解や思考力などである。初見の資料などは、新たな場面でもそれらの力が発揮できるかどう
かを問うための題材として用いるものであり、そうした資料の内容自体が知識として問われるわけではない。

（「大学入学共通テスト」における問題作成の方向性等（2018年6月18日、大学入試センター））

2022大学入学共通テスト
「問題作成方針」

17 2021大学入学共通テスト
特徴的な出題と「重要問題演習」での対応

教材のご紹介

「2022共通テスト対策【実力養成】重要問題演習 英語（リスニング）」
第５問 講義を聞いて、ワークシートを完成させたり、講義と図の情報を組み合わせて判断したりする問題

第５問は、「幸福観」についての講義を聞いて、ワークシートを完成させたり、講義
と図の情報を組み合わせて判断したりする問題で、音声は１回読みでした。
問33では、講義の内容とグラフなどの図という複数の情報を総合して判断する

力が問われています。問33の選択肢は10～15語程度の英文ですので、瞬時に内
容を理解する読解力も必要です。

リスニング対策として聴聴解解力力をを鍛鍛ええ続続けけるることは言うまでもありません。少しずつ
でも毎日、英語の音声を聞いて、耳を鍛えることが大切ですが、 リーディングを行う
際にも、 文頭から理解し意味解釈を瞬時に行うよう意識させることが重要です。
リーディングでは、時間があれば何度でも内容を確認することができるのに対して、
リスニングでは、 話し手が話す速度で瞬時に内容を理解しなければならないから
です。
第5問では、音声が始まる前の約６０秒の使い方の練習が重要です。問27～問

32のワークシートと選択肢、問33のグラフと選択肢のキーワードを確認しておき、音
声が始まったら、必要な情報をメモに取りながら聞く演習が効果的です。
第５問の類類題題演演習習をを通通ししてて、、ワワーーククシシーートトをを埋埋めめるる、、音音声声ととググララフフをを総総合合ししてて判判断断すす
るるとといいっったた一一連連のの流流れれにに慣慣れれるる練練習習ををささせせてておおくくここととをを提提案案いいたたししまますす。

出 題 の 特 徴

指導の ご提案

英語（リスニング） 第５問
講義を聞いて、ワークシートを完成させたり、講義と図の情報を組み合わせて判断したりする問題

定価980円
（CD2枚組込み、税込み）

スマートフォン用学習
アプリ Learn-S Plusで
音声ご提供

16 2021大学入学共通テスト
特徴的な出題と「重要問題演習」での対応

第５問英語（リスニング）

講義を聞いて、ワークシートを完成させたり、
講義と図の情報を組み合わせて判断したりする問題

2021年度大学入学共通テスト
「英語（リスニング）」
受験者数： 474,484人
平均点： 56.16点
標準偏差： 16.45

【出典】 問題は、2021年度大学入学共通テスト（第１日程）より。データは、「令和３年度大学入学共通テスト実施結果の概要」（令和３年2月18日公表）より。

①① ②②
⑤⑤ ④④



〒700-0807  岡山市北区南方3-7-17

受付時間／月～金  9：00～17：00（祝日，年末・年始を除く）

お問い合わせ・見本請求は以下の窓口にお願いします。

下記URLからもご注文いただくことができます。

弊社の教材は学校採用品のため，高等学校様からのご注文及び見本請求
のみ承っております。また，書店店頭での販売もしておりません。

ラーンズお客様センター

https://www.learn-s.co.jp/

通話料無料

英語

大学入学
共通テスト
で勝つ！

高３の夏休み～２学期にかけての
共通テスト対策指導のご提案

株式会社 ラーンズ
教材のご案内

（リーディング）
（リスニング）

２０２2 大学入学共通テスト ２０２2 大学入学共通テスト 対策教材一覧対策教材一覧
教　科

教　材　名 教師用付録 定価
（税込み） 発刊日 注文受付

シリーズ アイテム ＣＤ ダウンロード その他

国語

共通テスト対策【実力養成】
重要問題演習

現代文 ◯ 活用ガイド ¥980
既　刊 書　店

古　典 ◯ 活用ガイド ¥980
共通テスト対策【実力養成】 現・古・漢  基礎問題集中演習 ◯ 活用ガイド ¥370 既　刊 書　店

読解トレーニング
現代文 ◯ ¥630

既　刊
書　店

古　典 ◯ ¥630 書　店

共通テスト対策【実力完成】
直前演習 国　語 ◯ 活用ガイド ¥980 既　刊 書　店

数学

共通テスト対策【実力養成】
重要問題演習 数　学 ◯ 活用ガイド ¥980 既　刊 書　店

共通テスト対策【実力養成】
数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ 基礎徹底演習 ◯ 活用ガイド ¥980 既　刊 書　店
数学Ⅰ・Ａ 30分演習 ◯ 活用ガイド ¥680

既　刊 書　店
数学Ⅱ・Ｂ 30分演習 ◯ 活用ガイド ¥680

共通テスト対策【実力完成】
直前演習

数学Ⅰ・Ａ ◯ 活用ガイド ¥980
既　刊 書　店

数学Ⅱ・Ｂ ◯ 活用ガイド ¥980

英語

共通テスト対策【実力養成】
重要問題演習

英語（リーディング） 下記「音声・付録一覧」を
ご参照ください

¥980
既　刊 書　店

英語（リスニング） ¥980（CD2枚組込み）

共通テスト対策【実力完成】
直前演習

英語（リーディング）80minutes×７
下記「音声・付録一覧」を

ご参照ください

¥980
2021年7月9日

書　店英語（リーディング）40minutes×14 ¥980
英語（リスニング）30minutes×７ ¥1,180（CD4枚組込み） 既　刊

地理
歴史
公民

進研WINSTEP

日本史Ｂ［三訂版］ ◯ ¥930 既　刊 ラーンズ
世界史Ｂ［三訂版］ ◯ ¥980 既　刊 ラーンズ
地理Ｂ［三訂版］ ◯ ¥930 既　刊 ラーンズ
倫理［改訂版］ ◯ ¥980 既　刊 ラーンズ
政治・経済［改訂版］ ◯ ¥980 既　刊 ラーンズ

共通テスト対策【実力完成】
直前演習

日本史Ｂ ◯ 活用ガイド ¥880

既　刊
書　店

世界史Ｂ ◯ 活用ガイド ¥880
地理Ｂ ◯ 活用ガイド ¥880
現代社会 ◯ 活用ガイド ¥880
倫　理 ◯ 活用ガイド ¥880
政治・経済 ◯ 活用ガイド ¥880
倫理，政治・経済 ◯ 活用ガイド ¥880 2021年7月1日

理科

進研WINSTEP

物理基礎［改訂版］ ◯ ¥520 既　刊 ラーンズ
化学基礎［改訂版］ ◯ ¥520 既　刊 ラーンズ
生物基礎［改訂版］ ◯ ¥630 既　刊 ラーンズ
地学基礎［改訂版］ ◯ ¥520 既　刊 ラーンズ
物理［改訂版］ ◯ ¥930 既　刊 ラーンズ
化学［改訂版］ ◯ ¥900 既　刊 ラーンズ
生物［改訂版］ ◯ ¥930 既　刊 ラーンズ

共通テスト対策【実力完成】
直前演習

物理基礎 ◯ 活用ガイド ¥880

既　刊 書　店

化学基礎 ◯ 活用ガイド ¥880
生物基礎 ◯ 活用ガイド ¥880
地学基礎 ◯ 活用ガイド ¥880
物　理 ◯ 活用ガイド ¥880
化　学 ◯ 活用ガイド ¥880
生　物 ◯ 活用ガイド ¥880

全教科 共通テスト対策【実力完成】 プレパック 下記「音声・付録一覧」をご参照ください。 ¥1,100 2021年9月1日 ラーンズ

【英語】　音声・付録一覧
教　科

教　材　名 Learn-S
Plus 対応

生徒用付録 教師用付録
シリーズ アイテム 音声CD データCD ダウンロード その他

英語

共通テスト対策【実力養成】
重要問題演習

英語（リーディング）※ 〇 活用ガイド
英語（リスニング） 〇 〇 〇 活用ガイド

共通テスト対策【実力完成】
直前演習

英語（リーディング）80minutes×７※ 〇 活用ガイド
英語（リーディング）40minutes×14※ 〇 活用ガイド
英語（リスニング）30minutes×７ 〇 〇 〇 活用ガイド

全教科 共通テスト対策【実力完成】 プレパック  英語（リスニング） 〇 〇

※ 一部の素材文の音声を，ダウンロードもしくは2次元コードからお聞きいただけます。 

掲載の教材内容，価格（税込み）は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。（2021年6月25日の情報を掲載しております。） 

動画
サイトで
公開中！

SP1161

共通テスト対策
「４分でわかる」

重要問題演習　英語
（リーディング／リスニング）




