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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16・17参照
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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
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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
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１） 共通テスト対策を通じて、知識の理解の質を高める

２） 共通テストの特徴的な出題形式に時間をかけて慣れさせる

シート 6・7 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 8・9 「重要問題演習」を用いた対策指導のご提案

シート 10～15 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 16・17 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



4 5

7 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

【【関東地区S高校M先生】】
思考力問題は、計算力でどうにかなる問
題とは異なり、最初のうちは生徒が得点で
きないことは予測できていたので、「自分だ
けが難しく感じているのではない」とわかる
ように、得点を集計して全体の平均点を見
せながら、諦めさせないように指導した。

【【九州地区K高校N先生】】

共通テストでは、定理・公式の暗記ではな
く、本質的な理解が必要になると考え、これ
までは多くこなす演習だったが、１問１問を
深める指導に変えた。例えば、誤答を切り
捨てるのではなく、それをもとに検討したり、
わざと間違えて違和感をもたせる、などの
工夫をした。

【【中四国地区T高校F先生】】

教え方の質（生徒に考えさせる問いかけ）
を充実させたい。そのためには、素材選びと
生徒の理解度の把握が大事になる。そして、
高３の夏休みから思考力問題のロングス
パート型演習を行っていきたい。

【【中中部部地地区区OO高高校校OO先先生生】】
共通テスト初年度ということもあり、身構え
て難しい問題を扱ってきたが、正解だった。
次年度以降も難化に備えて、ある程度の難
易度のものを取り組ませたいと思う。

 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…

 思考力問題へのアプローチ

6 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

 コロナ禍の影響による基礎の定着不足を解消

【中部地区O高校O先生】

休校があってトレーニングが足りなかった
ので、文系は従来よりも早めに対策を始め
た。夏休み中に基礎のおさらいを終わらせ、
そこからは共通テスト形式の問題で、出題
の意図を読み取る指導を行った。

【【中四国地区T高校F先生】】
「夏休み中に完成」と生徒に明示した上
で、基礎問題に絞って自主学習課題とした。
ここでは定理・公式の定着を目的とし、つま
ずいても自力で進められるように分野別
の要点のまとめ資料を与えた。

【【関東地区S高校M先生】】
休校期間中に思い切って、自宅学習と授
業でやることを精選したことで、授業進度
が上がった。１学期の自宅学習は、文系は
マーク演習、理系は数Ⅲの予復習だった。
早めに本格的なマーク演習に一通り取り
組めたことで、終盤に個別試験対策に力
を割けた。

【【甲甲信信越越地区N高校T先生】】

本校は、難関大志望の生徒が多く、記述
対策中心で指導をする学校なので、授業で
マーク演習はあまり行わない。一方で、理系
も含め、自主的に取り組むためのマーク問
題集は早めに与えており、解答については
生徒どうしで考えさせるようにしている。

 個別試験対策とのバランス
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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） 共通テストの特徴的な出題形式に時間をかけて慣れさせる

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 →

数 学

共通テストは、日常生活や社会と関連した出題、どのように学ぶかを踏まえた問題の場面設定など、特徴的な出題形式
への対応が必要になる。そのため、３年生の夏休み～２学期前半に共通テスト対策をスタートして、週末課題などを通
じて新傾向問題に慣れさせておき、 ２学期後半からの本格的な実戦演習に備える。

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。

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、問題の場面設定を的確に捉え
たり、解くために必要な情報を整理
できることを重視して指導する。

従来からの「数学」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。

┗ 社会や日常生活と関連した題材、会話文、ICT活用場面、課題の解決方法を構想する
場面、資料なデータなどをもとに考察する場面、基本的な知識や概念を活用する力、課題
解決に向けて構想する力、解決過程を振り返り得られた結果を考察する力、……

▼
▼

2022年
1月15日・16日

共通テスト
▼

この時期のおもな指導課題
初見の問題への対応力を養成すること。新傾向
問題に対する演習と指導をどう行うか。

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

１） 共通テスト対策を通じて、知識の理解の質を高める

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 →

数 学

３年生２学期後半からの実戦演習に備えて、２学期前半には教科書レベルの基礎事項を完成させておく必要があるが、
基礎定着には生徒間で大きな差があり、また個別試験に向けた記述力の養成や、理系の教科書履修も併行して進めな
ければならない。そこで、 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対策問題集を用い
て、知識の理解の質向上（基礎事項の完成）を目指す。

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（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、
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（得意分野・不得意分野）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、
解いて終わりではなく、「数学がきちん
とわかる」（定理（公式）の証明をはじ
め、方針の根拠に至るまで説明できる
レベルまで理解している）ことを重視。

従来からの「数学」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。

┗ 社会や日常生活と関連した題材、会話文、ICT活用場面、課題の解決方法を構想する
場面、資料なデータなどをもとに考察する場面、基本的な知識や概念を活用する力、課題
解決に向けて構想する力、解決過程を振り返り得られた結果を考察する力、……

▼
▼

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
記述（模試）の成績は良いが、マーク（共通テスト
模試）の結果が出ていない。ここをどうするか。

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れない生徒が出てくる。
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11 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

指導 の ご 提 案

出 題 の 特 徴

第１問〔２〕（２）～（４）数学I・A

面積の変化や外接円の半径の変化を調べるときの構想力を問う設問

第１問〔２〕 は、△ABCの各辺を共有する三つの正方形と、その正方形に挟まれた
部分で作られる三つの三角形が設定された問題でした。
（2）～（4）を通して、具体的な辺の長さや角の大きさを求める設問ではなく、
△ABCの角の大きさが変化することで、正方形や三角形の面積、また三角形の外
接円の半径の変化を考察するという、選択肢から正負の関係や大小関係を選ぶ
設問でした。答答ええにに至至るるままででのの丁丁寧寧なな誘誘導導がが問問題題文文ににななくくててもも、、自自らら解解答答方方針針をを
見見いいだだすすここととががポポイインントトににななっってていいまますす。

共通テストでは、本問のように、図形のどこに着目すればよいかといった見方・考え
方を問われる問題が今後も出題されると予想されます。
このような問題を確実に解く構想力を身につけるには、「「どどののよよううなな方方針針でで解解けけばば
答答ええがが導導けけるるかか」」、、「「既既習習のの知知識識ををどどののよよううにに活活用用ででききるるかか」」とといいうう見見通通ししをを立立ててるる
練練習習をを積積むむここととがが大大切切でですす。日頃の問題演習の際に、これらを常に意識することで、
見見慣慣れれなないい初初見見のの題題材材ででもも、、見見通通ししをを立立ててらられれるる構構想想・・洞洞察察力力のの養養成成ににつつななががりり
まますす。

教材のご紹介

時計の針の動きに応じて変化する三角形を捉える問題大問23

「2022共通テスト対策【実力養成】重要問題演習 数学」

定価980円（税込み）

10 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〔２〕（２）～（４）数学I・A

面積の変化や外接円の半径の変化を調べるときの構想力を問う設問

2021年度大学入学共通テスト
「数学I・A」
受験者数： 356,４９３人
平均点： 57.68点
標準偏差： 19.49ト：2 ナ：0 ニ：1 ヌ：3 ネ：2 ノ：2 ハ：0 ヒ：3

【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。
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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

共通テストでは、日常生活や社会と関連した出題、どのように学
ぶかを踏まえた問題の場面設定など、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、本質的な理解を養
成することが可能です。

定価980円（税込み）

２） 共通テストの特徴的な出題形式に時間をかけて慣れさせる

数 学

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 →

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。

8

© 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

「重要問題演習」では、共通テスト対策を通じて基礎事項を完成
させるための、いくつかの工夫をしています。
解答・解説では、教科書レベルの基礎事項に戻れるように工夫し
ています。加えて、「公式解法集」（付録）では、基本的な解法を
131項目にまとめています。共通テスト対策教材を通じた基礎事
項の完成（本質的な理解）にお役立てください。

１） 共通テスト対策を通じて、知識の理解の質を高める

数 学

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 →

定価980円（税込み）

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（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、
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（得意分野・不得意分野）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）。
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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

教材のご紹介

三角関数の周期性の理解の質を問う問題大問７８

「2022共通テスト対策【実力養成】重要問題演習 数学」

指導 の ご 提 案

出 題 の 特 徴

第１問〔１〕（２）数学Ⅱ・Ｂ

三角関数の合成公式の理解の質を問う設問

第１問〔１〕は、三角関数の最大値について余弦の合成を用いて考察する問題で
した。加法定理を用いることがヒントとして与えられていますが、合成公式が加法
定理の逆演算であることを理解しているかどうかで差がつく内容でした。
また、この問題は文字係数のため、合成する際に特定の有名角を利用することが
できません。一一般般的的にに合合成成のの意意味味をを考考ええてて式式変変形形ででききるる「「合合成成公公式式のの深深いい理理解解」」
がが求求めめらられれままししたた。。

三角関数に限らず、公式には導き方や他の公式との関係などを理解しておくと活
用の幅が広がるものがあります。共通テストでは、公式を覚えて利用できるかどう
かだけでなく、どれだけ活用できる知識として身についているかという理理解解のの質質がが
問問わわれれまますす。。
演習で公式を活用する場面や、別解などを考察する場面などを通して、導導きき方方をを
振振りり返返っったたりり、、他他のの公公式式ととのの関関係係性性ななどどをを押押ささええるるなどにより、理解の質を高めて
いく指導が大切です。

定価980円（税込み）

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〔１〕（２）数学Ⅱ・Ｂ

三角関数の合成公式の理解の質を問う設問

キ：9 、シ：２ ス：１

2021年度大学入学共通テスト
「数学Ⅱ・Ｂ」
受験者数： 3１９,697人
平均点： 59.93点
標準偏差： ２３.６２

【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。

13 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

与えられた情報を整理し、数式で表現する力を問う設問

指導 の ご 提 案

出 題 の 特 徴

第２問〔１〕（２）イ～オ数学I・A

第2問〔１〕は、陸上競技の短距離走を題材とし、100m走のタイムが最もよくなる条
件を問題文の流れに従って考える問題でした。また、問題文が4ページもあり、「ストラ
イド」や「ピッチ」など聞きなれない用語やタイムとの関係など、情報の整理に時間が
かかる内容でした。
（2）イ～オでは、ピッチ をストライド の1次式で表す設問でした。文文章章量量のの多多ささにに惑惑
わわさされれずず、、そそのの中中かからら必必要要なな情情報報をを取取りり出出ししてて数数式式にに落落ととしし込込めめるるかかどどううかかががポポイインン
トトににななっってていいまますす。

共通テストでは、本問のように、日常の事象を題材とした問題が今後も出題されると
予想されます。日常の事象を題材とした問題では、事象の特徴を捉えて数式化する
力が求められます。問問題題文文中中のの用用語語とと文文字字のの対対応応関関係係をを理理解解しし、、情情報報をを素素早早くく整整理理
すするる練練習習をを積積むむここととがが大大切切ににななりりまますす。
また、立式した後は２次関数の最大を考える問題となるため、２２次次関関数数のの基基本本的的なな知知
識識・・技技能能をを定定着着ささせせてておおくくこことともも大大切切ににななりりまますす。

教材のご紹介

問題文で与えられた情報を数学化して考える問題大問3

「2022共通テスト対策【実力養成】重要問題演習 数学」

定価980円（税込み）

12 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〔１〕（２）イ～オ数学I・A

与えられた情報を整理し、数式で表現する力を問う設問

イウ：-2 エオ：44

2021年度大学入学共通テスト
「数学I・A」
受験者数： 356,４９３人
平均点： 57.68点
標準偏差： 19.49

【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。
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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

18

© 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

MEMO

17

© 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）

【数学】
数学的な問題解決の過程を重視する。事象の数量等に着⽬して数学的な問題を⾒いだすこと、
構想・⾒通しを⽴てること、⽬的に応じて数・式、図、表、グラフなどを活⽤し、⼀定の⼿順に従っ
て数学的に処理すること、及び解決過程を振り返り、得られた結果を意味付けたり、活⽤したり
することなどを求める。また、問題の作成に当たっては、⽇常の事象や、数学のよさを実感できる
題材、教科書等では扱われていない数学の定理等を既知の知識等を活⽤しながら導くことの
できるような題材等を含めて検討する。

2022大学入学共通テスト
「問題作成方針」

16

© 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」



〒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

数学

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

大学入学
共通テスト
で勝つ！

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！

SP1160

共通テスト対策

「４分でわかる」
重要問題演習　数学




