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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。

 今後意識しておきたいこと

 手ごたえを感じた指導 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



2 事例.１ 近畿地区 O高等学校
授業（不易）と自宅学習（新傾向）を連動させた指導

指導の流れ

指導方針

～確信を持って解答を選択する力を身につける～
国語は他教科とは異なり、理解していなくても正解してしまうことがあり、わかっていないことが
わかりにくい。根拠のない選択で、単なる「抽選の練習」にならないように、確信を持って解答を
選択する力を身につけられるように指導を行う。

■共通テスト対策への導入期
２年生１月に実際の共通テスト問題に挑むことで、現状とのギャップを体感させ、その後身
につけるべき力を意識させる。

■２年生３学期 共通テスト対応を自宅学習中心で開始
自宅学習にて共通テスト『重要問題演習 現代文／古典』を用いた学習を行う。定期的な提
出義務はないが、生徒には、「自分で解答解説を読む力をつけること」が大切だと伝え、目的
意識を高める。
定期考査の範囲として指定。考査には問題集から素材文や設問を使用するが、解答方法を
変更し、「解答根拠を答えさせる」「穴埋め形式」など単純なマーク選択にならないようにする。

■３年生４月～ 授業で過去問題を使った演習
新傾向への対応を含む自宅学習での共通テスト対応と並行し、模試やセンター試験過去問
題を使った授業で、引き続き出題される語彙・文法・読解の力の育成を行う。

共通テストへの
対応

～他教科にも影響する読解力～
共通テストになったことで、国語以外の教科でもより読解力が求められることになった。国語の
力をつけることで他教科への効果が出ることを伝え、より強く意識させている。
一方で読解力は従来から求められていたものなので、新傾向の問題とのバランスを取りながら、
指導を行っていく。
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指導のポイント

～授業で土台となる力を養成し、自宅学習・定期考査で新傾向を押さえる～
POINT① 共通テストを体験させる
２年生１月に、本番の共通テストを体験させ、そこから１年でやるべきことを意識させる。

POINT② 「解答解説を読む力」を身につける
出版社の対策問題集を使った自宅学習を通じて、「解答解説を読んで理解する力」を養う。
過去問題とは異なり、出題者が解説を作っているので、内容に齟齬がない。

POINT③ 定期考査で「問い方」を変えて出題
テクニック的なマーク対策にならないように、根拠を問うような解答形式に変更して出題すること
で、確信を持って解答を選択する力を身につける

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
共通テストを体験させる
●実際の問題と時間割

POINT②
「解答解説を読む力」を身につける
●授業での過去問題演習と並行
●自宅学習で新傾向に対応

POINT③
定期考査で「問い方」を変えて出題
●素材文と設問は同じ
●「根拠を問う」「穴埋め」などに変更

事例.１ 近畿地区 O高等学校
授業（不易）と自宅学習（新傾向）を連動させた指導

重要問題演習
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過去問題演習
（授業）
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4 事例.２ 中国地区 A高等学校
共通テスト対策を機に「国語で求められる力」を明確化

指導の流れ

指導方針

～記述対策とマーク対策を並行し、総合力を育成～
マーク演習ばかりでは肝心なことが定着しない一方で、記述問題が苦手な生徒には共通テス
トが足掛かりにもなる。マーク・記述を並行して演習することで、問われ方の違いでスイッチを変
えやすくなると考える。

■初めてのマーク模試で方向性を意識させる
２年生２月のマーク模試を機会点とし、「求められる力」を意識した学習を促し、模試で手応
えを感じさせることで、その後の方向性を意識させる。

■３年生４月～ 記述と並行してマーク演習
共通テスト対策演習は、「細くとも長い」ことが重要。
５～６時間のうち１時間を共通テスト対策に使う感じで早い段階から継続的に取り組ませる。

■マーク模試をきっかけに対策を充実させる
生徒は「役に立つ」と手応えが感じられるものには向かっていけるので、共通テストはわかりやす
い目標になる。マーク模試などもきっかけに共通テスト対策を充実させる。

共通テストへの
対応

～求められる力に向けた学習でモチベーションを高める～
初年度の共通テストは、題材は難しくはなかったが、いろいろなものを見て総合的に判断することが求
められ、センター試験とは異なり、様々な力（総合力）が問われる出題になっていた。それまで、
現代文は生徒にとって何を勉強したらよいかわからず、学習モチベーションを上げることが難し
かったが、共通テストを機会に求められる力を明確化して示すことで、学習の方向性を定めた。



5

指導のポイント

～模試を機会点とし、方向性と手応えを感じさせる～
POINT① 最初のマーク模試までの演習
模試受験までに「求められる力」を意識した指導を行う。生徒は模試を受験することで、それま
での学習が成果につながることを実感し、次の学習へのモチベーションが高まる。

POINT② 記述と並行してのマーク演習
解答テクニックに走らないように注意しつつ、記述問題ばかりでは行き詰まる生徒もいるため、
並行して指導することで、相乗効果を得る。

POINT③ 模試をマイルストーンにする
学習の方向性を明確にして臨むことで、共通テスト対策の取り組みの延長上にあることを体感
させる。

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
最初のマーク模試までの演習
●複数テクストや図表など
共通テスト独自の問題

POINT②
記述と並行してのマーク演習
●記述：マーク＝５：１

POINT③
模試をマイルストーンにする
●求められる力を意識したうえで受験

記述問題

事例.２ 中国地区 A高等学校
共通テスト対策を機に「国語で求められる力」を明確化
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6 事例.３ 九州地区 M高等学校
限られた時間で、週末課題の「学習の質」を高める

指導の流れ

指導方針

～理系の生徒を中心に共通テスト対応力をつける～
理系の生徒が多い学校のため、国語は共通テスト対策が重要となる。高２、高３では現代
文、古典それぞれ２コマという時間的な制限の中で、授業と自宅学習を連動させることで、効果
的な学習を促す。本格的な共通テスト対策として、得点源となり、読めれば取り組みやすい古
典から着手することで、「丁寧に本文を読む意識」を高め、その後、現代文に取り組ませる。

■2年生3学期より古典の共通テスト教材を週末課題に
週末課題で『重要問題演習 古典』を使用。週に１度、古文、漢文から１題ずつ順に進める。
解答解説は自分で読み込めるように事前に渡しておき、回収時に正解率の低かったものは授
業で解説。
また、定期考査では、授業での学習と重なる部分をピックアップし、別角度から問うよう出題する。

■3年生夏休みから現代文の共通テスト教材を週末課題に
古典終了後は『重要問題演習 現代文』を使用。課題として出す前には、授業との関連性や
扱われるテーマを「予告」したうえで、論理的な文章、文学的な文章を１題ずつ週末課題とする。
共通テストの出題形式への対応を意識しつつ、記述にも対応できるように、必須ではないが要
約の提出も推奨している。

■３年生11月～ 直前期の共通テスト対策
『直前演習 国語』を使用し、授業内で時間に対応する演習を行う。

共通テストへの
対応

～新傾向問題のバリエーションへの対応～
早稲田や上智などの文系入試に見られていたような問題や、図の読み取りと本文が連動して
いる問題など、センター過去問では対応できない新傾向に着目している。また、これまではセン
ター過去問演習は数年分まとめて演習を行っていたが、現在は、生徒のモチベーションも考慮し、
過去問題とは伝えずに、テーマや時代で選んで部分的に演習するのみとしている。
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指導のポイント

～「身につけたい力」を意識して、自宅学習の質を高める～
POINT① 国語科全員で教材検討
ポイントは、前年の先生の評価、 使い勝手、選択肢のつくられ方（問うべきところで問われて
いる、現代文は訊きたいなと思うところで問いを設けている、複数資料などのかたちだけでなく、問
いたい力を意識した出題になっていること等、選択肢がよく練られている）。

POINT② 授業と週末課題を連動
授業で行ったことを関連づけながら（指示語に注意して等）週末課題に取り組ませ、次の授
業で週末課題の状況を振り返る。定期考査では、マーク式問題を記述式にして別の角度から問う。

POINT③ 週末課題の学習の質を高める
生徒には答え合わせしたものを提出させるだけではなく、質問がある場合は問題集の該当の箇
所に付箋を貼らせる。基本は個別対応だが、質問が重複する場合は授業で扱い解説を行う。

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

記述指導

POINT①
国語科全員で教材検討
●自宅学習の位置づけが大
きいため、使用教材を重視

POINT②
授業と週末課題を連動
●古典から始める
●授業との関連性を「予告」

POINT③
週末課題の学習の質を高める
●現代文では要約を推奨する
●質問がある場合は付箋を貼らせる

授業

『直前演習』

事例.３ 九州地区 M高等学校
限られた時間で、週末課題の「学習の質」を高める

『重要問題演習 古典』 『重要問題演習 現代文』


