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高校２年生3学期からの
共通テスト対策［指導事例］

共通テストに向けて、昨年度ご指導をされた先生方のお声や、各校で行われている

ご指導の事例・工夫を集めました。

これからのご指導のご参考にしていただけましたら幸いです。
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本資料の内容を、無断転載することを禁止します。
各種コンテンツに転載する場合は事前に弊社までご連絡ください。
本資料に関するお問い合わせや、
教材のご注文・見本請求などは、下記窓口までお願いいたします。

ラーンズ お客様センター

0120-548155 通話料無料
受付時間/月～金 9:00～17:00（祝日、年末・年始を除く）〒700-0807 岡山市北区南方3-7-17

事例で扱っている教材の詳細は
こちらからご覧いただけます。
https://le-s.jp/comtemea
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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H高校T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、教師が型を教え込み過ぎず、パラフ
レーズ、参照、複数資料の見比べといった
視点を意識させながら、演習に取り組ま
せることが重要である。

 差がついたポイント

【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、それぞ
れで必要な力を場面によって使い分けられ
るように指導していく必要がある。

【中四国地区H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年生後半以降は、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、共通テスト対策は直前期の集中型学
習だけではなく、細くとも長いロングスパー
ト型学習が必要。

 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

【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。
様々な問題演習を盛り込んでいくことが重
要。今回出題された推論的発問は作問し
にくいので、問題集選びのポイントになる。

今後注意しておきたいこと
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指導の流れ

指導方針

～意識が高まる時期を活かし、適切な教材で基礎力をつける～
上の学年が共通テストを受験している「2年生の冬季」を指導の節目において、共通テスト対策
指導を始める。受験で使わない生徒も含め、指標として共通テストを見すえる。
全体的には個別大指導に比重を置くため、共通テスト指導においては、タイミングと、自宅学
習（自分で理解して進められる）に適した教材選定を重視する。

■２学期末～冬休みに、自学用共通テスト対策教材に取り組ませる
冬休み明けの「本試験演習」に備えて、『重要問題演習』に取り組ませる。問題集の選定ポイン
トは、自学自習用なのでこの時期でも取り組めるような素直な問題であることと、解答解説が
わかりやすいこと。なお、わからないところがあっても、すぐに確認できるよう、解答解説は渡しておく。

■共通テストが実施された週に、「本試験演習」に取り組ませる
教科書中心の学習から共通テスト対策学習への橋渡し的な指導により、本格的な演習に向
けての土台づくりと、入試に向けた姿勢を育む。

■３年生の１学期からの対策指導
受験に意識が向いているためか、生徒たちは自学自習でもSNS等を利用して一斉に時間を
計って演習を行ったり、互いに学習アドバイスをし合うなどした。また、共通テスト対策問題集で
共通テストの特徴（出題のされ方、ポイント等）をあらかじめ把握しているので、３年生１学
期の演習では「リーディングの第６問のように…」といった具体的な対策指導がスムーズに行えた。

共通テストへの
対応

～「基礎を固める」より先に、到達点を体験させる～
英語は教科の特性上、２年生の１月までの学習で共通テストに取り組むことができる。共通
テストが実施された週に、授業で本試験と同じ問題に取り組ませる。それまで演習等を行ってい
ないので多くの生徒は３年生のような得点はできないが、共通テストのレベル感と自分の現状
のギャップを感じさせ、教科書中心の学習から、共通テストに向けた学習の意識づけを行う。

事例.１ 関東地区 T高等学校
「共通テスト本試験演習」の機会を活かした導入期指導
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指導のポイント

POINT① 共通テスト本試験演習を機会点に
２年生１月時点で、実際の共通テストがどのようなものであると、自分に何が不足しているのか
を体感させたうえで、その後自分のペースで取り組むことができる適切な対策教材を使用する。

POINT② 自宅学習で共通テストの土台づくり
生徒ごとにゴール（目標大学）は異なっても、等しく受ける共通テストを指標とし、私立大志望
の生徒も全員共通テストを視野に入れる。２年生冬期休暇からでも取り組める素直な問題で、
わかりやすい解答解説を重視して教材選定を行う。

POINT③ 弱点補強は自分で選んで取り組む
行事等で長期的に授業が行えない場合は、事前に教師が選定した自宅学習教材（英語に
限らず全教科）の中から生徒に選択させて取り組ませ、共通テスト前の本番演習期に備える。

１年生～２年生２学期 ２年生３学期 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

教科書中心の学習
英語リスニング検定受検

POINT①
共通テスト本試験演習を機会点に

● 意識が高まる時期に、その後の
１年間の使い方を考えさせる。

POINT②
自宅学習で共通テストの土台づくり

●生徒ごとの到達目標に対し、
共通テストを指標とする。

POINT③
弱点補強は自分で選んで取り組む
●適切な教材（問題の質や解説の
詳しさ）を選定し、提示する

共通テスト
『直前演習』

本試験演習
に向けた準備

夏季
補習

本番
演習

共
テ
本
試
験
演
習

『重要問題
演習』

『重要問題演習』

事例.１ 関東地区 T高等学校
「共通テスト本試験演習」の機会を活かした導入期指導

個別試験に向けた指導
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指導の流れ

指導方針

～基礎（語彙・文法）を定着させることで、自分で学ぶ土台をつくる～
２年生の４月の時点では、基礎が弱いと感じた。とくに品詞をよく理解しておらず、品詞がわから
ないから英文法が弱かった。まずは、２年生３学期までに基礎の定着に注力し、それ以降で何
を意識して取り組めばよいかといった「勉強の仕方」を理解し、自分で考えて学んでいくための土
台をつくった。

■ 「何ができればよいか」を生徒に意識させる
基礎定着のために、４月当初は文法指導に力を入れた。その際、「基本の品詞は６個」（名
詞、動詞、形容詞、副詞、前置詞、接続詞）であることを示すなど、取り組むべきテーマを明
示した。

■ 共通テスト形式の問題集を早めに活用する
２年生の1月から共通テスト形式の『重要問題演習』を使い始めて、１月はある程度時間を
割いて指導し、２月に共通テスト模試を受けさせた。

■個々の生徒の課題に気づかせるとともに、その課題克服をサポートする
模試では、単語がわからず文が読めなかったという生徒が多く、改めて語彙の重要性を認識した
ようだった。このタイミングで２年生の３月に単語を強化する課題を出したところ、生徒は熱心に
取り組んだ。まだ克服すべき課題のあることに気づくことが、ここからの学習のモチベーションに
なった。

共通テストへの
対応

～英語指導を通じて身につけさせたいことと、共通テストの出題は離れていない～
「使える英語力」という意味では、高校の学習を通じて身につけたい力（≠目先の入試対策）
とズレていないと考える。ただ、身につけたい力はそれだけではない。（その中の一側面というイ
メージ）。センター試験時代よりも早めに指導を開始することで、自分が足りないものへの気づ
き（語彙や読解スピード等）となるため、教科書と並行して指導することができる。

事例.２ 東海地区 S高等学校
共通テスト指導を通じて「本質的な英語力」を身につける



5 事例.２ 東海地区 S高等学校
共通テスト指導を通じて「本質的な英語力」を身につける

指導のポイント

POINT① 共通テスト指導の早期化
センター試験の時代は、早期に指導を行うと、アクセントなどテクニック的な部分に走ってしまいが
ちだったが、共通テストは本質的な英語力が問われるので、早期に指導することで求められる力
と、それに対応する「勉強の仕方」を知ることができる。

POINT② 模試受験からの気つき
2月のマーク模試受験や『重要問題演習』を見せることで、生徒は語彙力が足りない事に気づき、
その事がここからの学習のモチベーションになった。語彙を暗記するではなく、活用できるものとして
いく姿勢に変わった。

POINT③ 細くとも長い共通テスト指導
どんな文章でも読みこなせるスキルを使い分ける力を習得し、学びに向かえるように、雑談含む
日々のコミュニケーションで生徒のコンディションを把握し、「学び方」を気づかせていく。

１年生～２年生２学期 ２年生３学期 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

POINT①
共通テスト指導の早期化
●2月模試を機会点とする

POINT②
模試受験からの気づき
●語彙力の不足
●求められる力と勉強の仕方

POINT③
細くとも長い共通テスト指導
●生徒の状況把握
●読解スキルの使い分け

2

月
マ
ー
ク
模
試

2月模試に向けて
『重要問題演習』

教科書 教科書

共通テスト
直前期指導

『重要問題演習』



6

指導の流れ

指導方針

～限られた時間で、生徒の課題に応じた「個別最適な学び」を促す～
コロナの影響もあり、一斉指導の効率性が下がったことに対し、個々の生徒の学びを最大化させる。
アンケートを使い、生徒自身がどの段階にあるのか（課題は何なのか）を理解させたうえで、
自分にとって最適な学習を自ら選択できるようにコミュニケーションを取って促す。

■共通テスト対策はリスニング指導から始める
リスニングは生徒の段階に応じた課題が明確に見える。また、リーディングに比べ、語彙・文法も
平易なため、スクリプトを利用すれば共通テストリーディング指導への橋渡しを行うことができる。

■自宅学習⇔テスト⇔振り返りシートで課題を発見し、学習の方針を立てる
『重要問題演習リスニング』を自宅学習中心に活用。時折、テスト形式で状況を確認し、その
振り返りシートによって自分の苦手を言語化させ、学習の方針を立てる。
例）１．音素が聞き取れる／聞き取れない ⇒単語が押さえられていないならば音読

２．聞いている内容を理解できる／理解できない ⇒リーディングとの相関
３．設問を解ける／解けない ⇒演習量

■リーディング指導
共通テストは文章量がかなり多くなっているので、読解スピードを上げていく必要がある。
そのために、リスニングのスクリプトと音声を使って、「同じスピードで読む」ことを体感させる。

共通テストへの
対応

～求められる力を理解し、形式に左右されない本質的な力を身につける～
共通テストには「求められる力」があり、それが問題形式として現れている。形式だけを見ていた
のでは変化があった際に対応できない。
また、センター試験、英語外部検定、個別大試験などとも異なり、英語力だけでは解けない。
情報を検索し、操作する力が必要となるため、意識的な指導を行う。

事例.３ 中国地区 H高等学校
生徒の課題に応じた「個別最適な学び」を促す



7 事例.３ 中国地区 H高等学校
生徒の課題に応じた「個別最適な学び」を促す

指導のポイント

POINT① 共通テスト対策の導入期指導
自宅学習を中心に『重要問題演習リスニング』開始。アプリを活用し、オフラインで（どこにいて
も）繰り返し音声を聞いてトレーニングをする。

POINT② リスニングからリーディング指導へ
リスニングとの相関を活かしながら読むスピードを鍛えたのち、『重要問題演習リーディング』を使っ
て様々な読み方のスキルを身につける。
並行して、自宅学習での取り組みやすさ（アプリ、解答解説のレイアウト等）を重視し、『直前
演習リスニング』へ進める。

POINT③ 共通テストならではの問題への対応
図表や複数資料などの複雑な操作を要求する問題、音声的に聞きにくい箇所の練習など完成
度を高める。

１年生～２年生２学期 ２年生３学期 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

POINT①
共通テストへの導入期指導
●弱点把握
●段階に応じた学習法

POINT②
リスニングからリーディング指導へ
●スクリプトの活用
●リスニングのスピードで読む体感

POINT③
共通テストならではの問題への対応
●作業が複雑な問題
●処理スピードと正確性

リスニング教材（自宅学習用）
『直前演習
リスニング』

『重要問題演習
リーディング』

『直前演習
リーディング』

2

月
マ
ー
ク
模
試

『重要問題演習
リスニング』


