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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

 基礎の定着不足を解消

【中四国地区T高校F先生】

「夏休み中に完成」と生徒に明示したうえ
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。

【甲信越地区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

【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
問の理解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。

 思考力問題へのアプローチ
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指導の流れ

指導方針

～授業で記述、自宅学習で共通テスト対策～
地元国立大を目指す生徒が多く、個別試験で数学を必要とする文系生徒も多い。
授業では記述指導を中心に行うが、共通テストに向けては自宅学習が中心となるため、２年生
３学期で「学習方法」と「優先順位」を示すことで、３年生に入ってからの学習の質を高める。

■１月「共通テスト練習会」の前に共通テストの出題形式を知っておく
学校の取り組みとして、共通テスト実施日に「共通テスト練習会」（英数国、全校一斉）を行
う。センター試験の時代は、ここで生徒が初めてマーク式問題に触れていたが、共通テストに変
わった昨年は、「問題形式」を事前に知らせるために、『重要問題演習』を与えた。

■２年生の３学期に共通テスト対策指導をスタート
かつてのセンター試験対策では３年生の４月から問題集を与えて自学で取り組ませていたが、
共通テストでは、それ以前から対策が進められるように、２年生の３学期から指導を始めた。
「復習を重視」し、生徒の実態に応じて、全員で取り組む問題「Warming up」を扱い、できる
生徒は先に「セレクト60」を進めるように指示を行った。

■2022共通テストでの出題の変化を警戒して補習を追加
記述対策をしっかり行うのはこれまで通りだが、共テの演習は必要で、3年生11月から週１で補
習を追加し、共通テスト形式の問題で読み取る力等をつけさせる演習を行う。

共通テストへの
対応

～読解力の比重が高まり、これまでとは異なる対応が必要～
センター試験と比べると、独特の読解力が求められるようになり、また、今後どのような出題があ
るかわからない。そのため、従来より時期を前倒しして共通テスト指導を開始し、傾向や学習方
法を伝えたり、新たに補習を追加するなど対応を行う。

事例.１ 関東地区 K高等学校
２年生３学期に共通テストに向けた自宅学習の土台を作る



3 事例.１ 関東地区 K高等学校
２年生３学期に共通テストに向けた自宅学習の土台を作る

指導のポイント

～個別試験対策と並行して自宅学習での共通テスト対策～
POINT① 共通テスト指導の早期化
『重要問題演習』を使用。生徒の実態を考慮して「復習を重視」し、Warming Upから取り組
ませ、以降の自宅学習の土台を作る。できる生徒にはセレクト60を提示して取り組ませる。

POINT② 学習方法と優先順位を提示
文系共通テスト対策コースはセレクト60から取り組む。付録の「公式集」は共通テストに特化し
てまとまっているため、この１冊のみを携帯する生徒も多い。

POINT③ 記述演習とマーク演習の相互作用
文系個別大対策コースは、はじめにマーク演習をおいたことで、その後の記述演習でもマークを意
識した学習ができる。ただし、マーク演習に力を入れすぎると難しい問題に手が出ないので、生徒
の実態に応じたレベルのマーク演習をおくことがポイント。

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
●４月から自学でマーク演
習を進められるための布石

POINT②
学習方法と優先順位を提示
●公式集の活用

POINT③
記述演習とマーク演習の相互作用
●生徒の状況把握
●適切な難易の問題提示

共通テスト
『直前演習』

「重要問題
演習」で
マーク演習

文系（個別大対策コース）
記述演習

共
通
テ
ス
ト
練
習
会

「重要問題演習」で
共通テスト形式の

問題を知る 文系（共通テスト対策コース）
『重要問題演習』でマーク演習

『重要問題演習』
マーク演習



4 事例.２ 東海地区 I高等学校
個別試験重視のスタイルを軸に、共通テスト指導を展開

指導の流れ

指導方針

～個別試験に対応する学力重視のスタイル～
従来より個別試験（記述力）を軸にした指導を展開しており、特に理系および文系上位に対
しては今後も変わらない。
（実際に、今春入試でも個別試験で逆転合格を勝ち取った生徒が多数存在しており、共通テ
スト重視で個別試験対策を軽視してはいけないと総括している）

■マーク模試を通じた問題演習
２年生２月をスタートに、合計８回のマーク模試を実施。マーク模試の受験／復習を通じた
マーク演習を実施。初回模試前には同形式の問題を与えて共通テスト出題概要を説明。

■３年生４月～ 文系は授業内演習 理系は自学自習での共通テスト対策
共通テスト対策問題集『重要問題演習』を用いた指導のスタート。
文系は最上位クラスを除いて、授業内で分野別演習を展開（記述指導も並行実施）
理系は数学Ⅲ・数学Cの履修および記述対策指導があるため、自学自習用として『重要問
題演習』を与える。

■３年生11月、12月～ 直前期の共通テスト対策
直前期の共通テスト対策を１ケ月半程度実施。理系が満点を目指せるように骨のある問題
集を選んでいたが、結果的にはよくなかった。前年踏襲ではなく中身を吟味して問題集を選ぶ
必要性を感じている。

共通テストへの
対応

～従来よりも読解力重視、バランスの良い指導が重要～
従来のセンター試験と比べると、読解力（題意把握）の部分がより重くなった印象。そのため、
１問１問の演習が重くなった。
また、新傾向問題対策に比重を置き過ぎると、特に中位層においては、従来から求められる力
の育成がやや不足してしまうため、バランスの良い指導が必要と考えられる。



5 事例.２ 東海地区 I高等学校
個別試験重視のスタイルを軸に、共通テスト指導を展開

指導のポイント

～個別試験重視のスタイルは崩さない中で共通テストを踏まえた指導を取り入れる～
POINT① 低学年段階からの意識づけ
１年次より夏課題等で共通テスト形式／共通テストで問われる力を含んだ問題も一部で取
入れる（見せる）。

POINT② 受験移行期での共通テスト問題演習の早期化
数学Ⅱ・Bまでの履修を終えた２年生３学期は基礎問題集での演習であったが、一部に共
通テストを意識した問題集を入れていく。

POINT③ 直前期での共通テスト指導の工夫
文系の共通テスト演習は少しスタートを早めることで、読解力問題などに時間をかけられ、バラ
ンスよく共通テスト対策を展開

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

数学Ⅰ・A／Ⅱ・B
教科書履修

POINT①
低学年段階からの意識づけ
●夏課題等での共通テスト
を意識した問題の経験

『重要問題演習』
（理系は自学）

POINT②
共通テスト演習の早期化
●２年生３学期に問題演習を
一部スタート

POINT③
直前期での共通テスト指導の工夫
●文系の演習早期化
●対策問題集の精選

マーク模試受験（計８回）

共通テスト
『直前演習』



6 事例.３ 中国地区 I高等学校
共通テストで活用できる「基礎事項」の定着

指導の流れ

指導方針

～新入試・共通テストを見すえて～
学校全体での取り組みもあり、近年は、記述式問題の答案作成を見すえて、授業では生徒ど
うしの横方向のコミュニケーションを意識してきた。
また、授業では「この時間、単元で一番大切なポイントは何か」を常に意識している。生徒に
は、このことが後の演習で生きてくる。

■教科書の終了する２年生１月からマーク指導開始
教科書終了後、『基礎徹底演習』のⅡBから始める。授業や単元のポイントを押さえる際、公
式の意味のイメージがついていれば、関連づけや転用ができ、例えば、コサインの合成でさまざま
な解法・別解を導くことができるようになる。

■３年生の１学期までに抜け漏れなく基礎事項を習得することを重視
３年生夏までの完成を目指して、課題、授業、小テスト、定期テストを連動させて基礎事項
の定着を促す。

■３年生７月～ 基礎を重視しつつ本格的な共通テスト演習を行う
教材の難度が上がる『重要問題演習』に切り替え、授業、家庭学習、定期考査のサイクルを
継続。生徒の状況を把握し、基礎が固まっていない生徒は『基礎徹底演習』に戻って復習をさ
せる。

共通テストへの
対応

～思考力､情報処理力を要する問題で､訓練（演習）の充実が必要～
センター試験では計算力の勝負だったが、共通テストでは情報を読み取り処理する力も必要で、
時間内に対応するには日頃の演習で、思考力・判断力の養成がより重要になると感じた。
作問が難しい分野もあるので、教材（問題集）選びも大事にしている。
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指導のポイント

～基礎を重視しつつ、新傾向に対応～
POINT① 基礎の完成
『基礎徹底演習』を使用して教科書内容の復習を行う。I・Aからではなく、履修が終わったばか
りで記憶が新しく難度の高いⅡ・Bからスタートする。

POINT② 課題・授業・小テスト・定期考査の連動
『基礎徹底演習』の「例題」を週末課題、「問題」を授業、「基本問題」を小テストで扱う。
定期考査においては、マーク問題を記述式に改題して問い方を変えて定着を確認する。

POINT③ つまずいたら基礎に立ち戻る
『基礎徹底演習』と連動性があり、難度の高い『重要問題演習』を使用し、つまずいた場合は再
び『基礎徹底演習』に立ち戻って復習を行う。

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

数学Ⅰ・A／Ⅱ・B
教科書履修

POINT①
基礎の完成
●基礎事項の抜け漏れを
なくす

POINT②
課題・授業・小テスト・定期考査の連動
●誌面のパート（例題等）別に使用場
面を分ける

POINT③
つまずいたら基礎に立ち戻る
●基本的な学習のサイクルは継続

共通テスト
『直前演習』

事例.３ 中国地区 I高等学校
共通テストで活用できる「基礎事項」の定着

『基礎徹底演習』 『重要問題演習』


