
〒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

国語
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共通テスト対策指導のご提案

大学入学
共通テスト
で勝つ！
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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。

0

© Learn-S

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 4～6 高３の夏休み～２学期にかけての対策指導のご提案

１） 時期に応じた共通テスト形式の問題を通じて、基本的な力を完成させる

２） 夏休みから２学期にかけて、「授業」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

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 10～12 「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

MEMO
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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 →

国語（現代文）

共通テストでは、複数テクストを用いた出題、学習過程を意識した出題など、独特の出題形式への対応が必要になる。
センター試験とそれほど変わらないという見方もあるが、２年目の変化に備えて、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対策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。

夏季休暇課題および２学期の週末課題で、共通
テスト形式の対策問題集を活用。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
などで扱い、指導する。また、読解問題は先生から
の発問に生徒が答えることで力がつくので、自学
だけでなく、補習や授業でも扱う。

従来からの「国語」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。

┗ 論理的な文章、実用的な文章、会話文、多様な資料、必要な情報を抽出する、整理する、
関係性を見いだす、比較・分析する、考えをまとめる、目的に応じて表現する、短い文章で
端的に表す、……

▼
▼

2022年
1月15日・16日

共通テスト
▼

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。

共通テスト本番形式の問題演習
を行う。現代文では、演習だけで
はなく、復習も必ず取り入れて、
一方を授業、他方を自学で行い、
生徒への定着を促す。

この時期のおもな指導課題
「現代文の得点が安定しない」
という生徒が出てくる。
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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、「授業」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 →

国語（古典）

共通テストには早めに慣れさせておきたいので、「授業」と「共通テスト」を結ぶための演習期間を高３の夏休み～２学期
前半に設定し、自学を中心としながらテーマ別に共通テストタイプの対策問題集を１冊仕上げる。

従来からの「国語」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。

┗ 論理的な文章、実用的な文章、会話文、多様な資料、必要な情報を抽出する、整理する、
関係性を見いだす、比較・分析する、考えをまとめる、目的に応じて表現する、短い文章で
端的に表す、……

▼
▼

2022年
1月15日・16日

共通テスト
▼

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。古典では、文法事項の確
認を意識しながら選択肢を吟味させて
いく。

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
教科書学習では文法・句法などを理解していても、
文章の中で問われると、できない生徒がいる。
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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） 時期に応じた共通テスト形式の問題を通じて、基本的な力を完成させる

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 →

国 語

３年生２学期後半からの実戦演習に備えて、２学期前半には基本的な力を完成させておく必要があるが、基本の定着に
は生徒間で差がある。そこで、３年生の夏休み～２学期前半は、この時期に応じたレベルの共通テスト形式の対策問題
集を用いて、基本的な力の完成を目指す。

３年生の夏を「基礎完成期」と位置づけ、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（分野別に完成）。

【【先先生生】】「解いただけで終わり」にならないよう
に、生徒に考えさせる機会を設ける。

【【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。

弱点分野を中心に、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。 また、4000字
超の素材文に取り組める「粘り
強さ」を身につけさせる。

従来からの「国語」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。

┗ 論理的な文章、実用的な文章、会話文、多様な資料、必要な情報を抽出する、整理する、
関係性を見いだす、比較・分析する、考えをまとめる、目的に応じて表現する、短い文章で
端的に表す、……

▼
▼

2022年
1月15日・16日

共通テスト
▼

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
共通テスト範囲における基礎事項の抜け漏れがあり、
秋からの演習でついてこら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、共通テスト対策導入期に無理なく取り組
めるよう、解答・解説にも工夫をこらしています。例えば、解き方の
方針と、それに沿った手順を示し、最後に選択肢を確認する流れ
で解説しているので、読み方・解き方を確実に身につけることが
できます。

現代文／古 典

定価各980円（税込み）

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 →

国語（古典）

２） 夏休みから２学期にかけて、「授業」と「共通テスト」を結ぶ

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。古典では、文法事項の確
認を意識しながら選択肢を吟味させて
いく。

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

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 →

国 語

「重要問題演習」では、基礎的な力が完成できるように、いくつか
の工夫をしています。
問題は、共通テスト本番よりも易しい問題から徐々に難しくなるよ
うに配置されており、時期に応じたレベルの問題に取り組むことが
できます。共通テスト対策教材を通じた基礎事項の完成にお役立
てください。

古 典／現代文

定価各980円（税込み）

１） 時期に応じた共通テスト形式の問題を通じて、基本的な力を完成させる

３年生の夏を「基礎完成期」と位置づけ、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（分野別に完成）。

【【先先生生】】「解いただけで終わり」にならないよう
に、生徒に考えさせる機会を設ける。

【【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。

弱点分野を中心に、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】】

夏休みの補習から共通テスト形式の対策
問題集に取り組ませ、マーク演習でも記述
で解かせる工夫をした。例えば、選択肢を
吟味する際に、「なぜそれを選んだか？」の
根拠を記述させ、生徒どうしで議論させて
吟味力を鍛えるとともに、多角的な視点をも
てるように指導した。

【中四国地区S高校H先生】
「演習して終わり」ではなく、生徒の解答
（マークシート）を集計して、正答・誤答状
況などを確認し、つまずきの多い設問では
より詳しく解説するなど、生徒の実状に応
じて指導した。新傾向問題で、どのようなと
ころに生徒がつまずくのかがわかり、12月
以降の対策を練ることができた。

【【中四国地区S高校H先生】】

共通テストを理解するには、新課程の内
容を理解することが有効だと思った。どちら
も教育改革に位置づくものなので。2021
年の共通テストは比較的控えめな出題だっ
たが、2022年以降はチャレンジングな出題
も考えられる。基本的な知識と、客観的な読
解が必要なのは変わらない。

【【九州地区F高校O先生】】

共通テスト対策は、高３の直前期だけで
は追いつけないことがあるので、対策指導
は早めのスタートが大事であると思った。
例えば、複数テクストへの対応では、背景と
関連性がある複数の素材を、低学年から定
期考査などで扱う必要がある。

 来年度からの学年で再び共通テスト対策を行うとしたら…

 手ごたえを感じた指導

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

 共通テスト対策で意識しておいてよかったこと

【中四国地区Y高校Y先生】

従来のセンター試験も少しずつ変化して
いたので警戒はしていたが、試行調査の問
題を見て危機感をもち、変化にも対応でき
るように早めに共通テスト形式の対策問題
に取り組ませたのは正解だった。センター
試験では、2013年の小林秀雄あたりから
変化しているように感じていた。

【【九州地区F高校O先生】】
共通テストでは記述式問題はなくなったが、
出題を工夫して表現力を問われると思った
ので、マーク式問題でも解答を説明できる
ように指導した。説明できないのはアウト
プット不足で、対話を通じて鍛えられる。そこ
で、演習中に引っ掛かった箇所では議論の
場を設けて、時間をかけて指導した。

【【中四国地区S高校H先生】】

定期考査の問題を複数テクストにしたこと
で、短い文章の組合せなど、これまで扱えな
かったような、様々なバリエーションの出題
が可能になった。２０２１年の共通テストの
問題にあったような書評の形式を用いれば、
様々な視点で客観的に問うことができる。

【【九州地区F高校O先生】】

共通テストで必要なのは、読解力×情報
処理スピード。複数テクストを用いた問題
では、メインテクストの読みよりも、サブテク
スト側の読みが甘くなる傾向がある。12月
になってからでは間に合わないので、早め
に指導しておくことが大事。

 複数テクストへの対応
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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

「2022共通テスト対策【実力養成】重要問題演習 現代文」

解答・解説

定価980円（税込み）

サブテクストを用いた出題 大問９ 論理的な文章

解き方の方針と手順を明示。
読み方・解き方を確実に身に
つけることができます。

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１問 問５国 語

サブテクストを用いた出題

2021年度大学入学共通テスト
「国語」
受験者数： 457,305人
平均点： 117.51点
標準偏差： 34.67

出 題 の 特 徴
第１問の問５は、生徒が本文をよく理解するために
まとめたノートをもとにした設問。（ⅲ）では本文と
は別の箇所にある文章が提示され、生徒の「考察」
中の空欄に入る内容が問われました。本文の内容
と【ノート３】で用いられた文章の内容をおさえて、
解答することが求められました。

指導の ご提案
複数のテクストを用いた出題は今後も続くことが
見込まれます。出題内容としてはそれぞれの文章
の内容把握や共通点の把握など、様々な出題が
考えられますが、限られた時間で解くには設問で
問われていることは何か、論点をつかんでから本
文を捉えにいくことが大切です。

【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。

教材のご紹介
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© Learn-S

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

MEMO

12

© Learn-S

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

共通テストは、複数テクストを用いた出題、学習の過程を意識した
出題など、 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予想さ
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分野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、本質的な力を養成
することが可能です。

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 →

国語（現代文）

古 典／現代文

定価各980円（税込み）

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

夏季休暇課題および２学期の週末課題で、共通
テスト形式の対策問題集を活用。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
などで扱い、指導する。また、読解問題は先生から
の発問に生徒が答えることで力がつくので、自学
だけでなく、補習や授業でも扱う。
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© Learn-S

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）

【国語】
⾔語を⼿掛かりとしながら、⽂章から得られた情報を多⾯的・多⾓的な視点から解釈したり、
⽬的や場⾯等に応じて⽂章を書いたりする⼒などを求める。近代以降の⽂章（論理的な⽂章、
⽂学的な⽂章、実⽤的な⽂章）、古典（古⽂、漢⽂）といった題材を対象とし、⾔語活動の過程
を重視する。問題の作成に当たっては、⼤問ごとに⼀つの題材で問題を作成するだけでなく、
異なる種類や分野の⽂章などを組み合わせた、複数の題材による問題を含めて検討する。

2022大学入学共通テスト
「問題作成方針」

18

© Learn-S

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

解答・解説

定価980円（税込み）

異なる種類や分野の文章など複数の題材による設問 大問４ 古文

解き方の方針と手順を明示。
読み方・解き方を確実に身に
つけることができます。

「2022共通テスト対策【実力養成】重要問題演習 古典」

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３問 問５国 語

異なる種類や分野の文章など複数の題材による設問

出 題 の 特 徴
第３問の問５は、Ｘ・Ｙ・Zの三首の和歌（本文中の和歌Ｘ・
Ｙと【文章】中の和歌Ｚ）についての説明として適当なもの
を２つ選ぶ設問。和歌Ｙと和歌Ｚはいずれも和歌Ｘに対する
返歌であり、本文の内容をおさえたうえで、和歌Ｘ-Ｙと和
歌Ｘ-Ｚのやりとりの違いをとらえて解答することが求めら
れました。

指導の ご提案
複数のテクストを用いた出題は今後も続くことが見込まれ
ます。限られた時間で解くには、設問で問われていることは
何か、論点をつかんでから本文をとらえにいくことが大切
です。また、和歌を含む文章も引き続き出題されると考えら
れます。和歌の解釈では、和歌に詠みこまれた心情語や、
和歌が詠まれた状況などをおさえて大意をつかむことが
求められます。

【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。

2021年度大学入学共通テスト
「国語」
受験者数： 457,305人
平均点： 117.51点
標準偏差： 34.67

教材のご紹介



〒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

国語

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

大学入学
共通テスト
で勝つ！

株式会社 ラーンズ
教材のご案内

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！

SP1159

共通テスト対策

「４分でわかる」
重要問題演習  現代文・古典




