
① ２０２１・２２年度出題傾向から見えた共通テストの特徴 

２０２１年１月から、大学入試センター試験に代わり「大学入学共通テス

ト（共通テスト）」がスタートしました。共通テストでは、それまでの大学入

試センター試験よりも問題の量が多いだけでなく、さまざまな資料を読

み込み考えたうえで解く問題が多く出題されていました。このことから、

共通テストは、これまでのセンター試験と比べて「思考力・判断力・表現

力」を重視して出題されていることが予想されます。また、問題の導入部

分で、高校生を中心とする登場人物による「会話形式」の問題が増えたこ

とも特徴的でした。 

２０２２年度は数学の平均点が大幅に下がっており、２０２１年度よりも

計算量が増加して考察する問題もあり、会話の流れに沿って解き進める

問題も多く出題されているようです。 

② 共通テスト対策 おすすめのスケジュール例を紹介 

【高校１年生・２年生】 予習・復習や宿題、定期テストといった日々の勉強

を通し、しっかりと授業内容を理解・定着させましょう。共通テストでは

高校１・２年生で扱う内容からかなりの範囲が出題されるからです。こ

の時期にしっかりと基礎固めをしておくことで、その後の受験勉強も進

めやすくなります。 

【高校３年生の４月～】 残された時間を有効に使うため、志望大合格に近づくための戦略を考えましょう。まずは将来やりたいことや就

きたい職業などから志望大を絞っていき、どの教科・科目をどれだけ勉強すべきかを見定めます。各志望大の入試で出題される教科・

科目や、その配点と自分の実力とのギャップを調べ、どの教科・科目に力を入れていくべきなのかを明らかにします。実力のギャップ

を調べるには、模擬試験の結果を活用するとよいでしょう。 

【高校３年生の夏休み】 ４月から調べてきた「伸ばすべき教科・科目」の基礎をしっかりと固め、秋以降に本格化する実践演習に向け、学

力の土台作りに専念しましょう。 

【高校３年の秋～】 受験本番に向け、実戦演習を本格的に始めましょう。共通テストや志望校の個別試験の傾向に合わせた問題や、過去

問をくり返し解きます。「過去問で何点取れるのか」を確認するだけではなく、「どの問題が解けなかったのか」「なぜ解けなかったの

か」を明確にし、苦手を克服していくことがポイントです。 

広島大学理学部  

 共通テストは目標より数

十点下で、前期はダメでし

たが、後期でなんとか合格

できました。数学と英語は

特にがんばってください!! 

すぐにはのびないし、早い

うちからできると自信につ

ながります。 

九州大学農学部 

前期東大、後期九大を受

験しました。受験勉強は自

分なりにやるだけやった

ので、後悔はありません。

反省はありますが。後輩の

皆さんも後悔の残らない

受験生活をおくってくだ

さい。 

 

九州大学法学部  

 前期の東大は、試験の手応えも

良く、また模試でも A判定だった

にも関わらず不合格でした。たと

え自信があっても、発表までは

「落ちた」と思っておいた方が良

いです。前期の合格発表から後期

試験まで２日しかなく、ほぼ後期

対策ができませんでした。 

 

広島大学総合科学部 （文系） 

 受験が終わるまで、長い道のりか

もしれませんが、自分のやってきた

ことが必ず結果につながります。好

きなことを我慢して、自分にできる

ことを信じ、とにかく後悔のないよ

う、全力で戦ってきてください。心

から応援しています。春は必ず来ま

す・・・🌸 

 

 

【参考２】２０２２年度共通テスト教科・科目別平均点（最終集計） 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科名 科目名 受験者数 平均点 前年差 

国語 国語 460,967 110.26 -7.25 

地理歴史 
世界史 B 82,986 65.83 +2.34 

日本史 B 147,300 52.81 -11.45 

地理 B 141,375 58.99 -1.07 

公民 

現代社会 63,604 60.84 +2.44 

倫理 21,843 63.29 -8.67 

政治・経済 45,722 56.77 -0.26 

倫理、政経 43,831 69.73 +0.47 

数学 
数学Ⅰ・A 357,357 37.96 -19.72 

数学Ⅱ・B 321,691 43.06 -16.87 

理科 

物理基礎 19,395 30.40 -7.15 

化学基礎 100,461 27.73 +3.08 

生物基礎 125,498 23.90 -5.27 

地学基礎 43,943 35.47 +1.95 

物理 148,585 60.72 -1.64 

化学 184,028 47.63 -9.96 

生物 58,676 48.81 -23.83 

地学 1,350 52.72 +6.07 

英語 
リーディング 480,763 61.80 ＋3.0 

リスニング 479,040 59.45 +3.29 

大学 学部 
日
程 

学科 
募集 
人員 

欠席率 志願者 受験者 合格者 
実質倍率 

２１年度 ２０年度 19年度 

島根大 法文 後 言語文化 10 68.9% 370 115 19 6.1 2.3 2.6 
島根大 総合理工 後 物質化 10 81.8% 110 20 14 1.4 3.2 1.1 
岡山大 文 後 人文 29 71.5% 200 57 40 1.4 2.0 2.5 
岡山大 工 後 工／化学・生 10 59.2% 76 31 10 3.1 1.1 1.9 
広島大 文 後 人文 20 74.6% 134 34 26 1.3 1.1 1.6 
広島大 工 後 応用・生物系 7 81.8% 44 8 8 1.0 1.3 1.0 
山口大 人文 後 人文 33 67.5% 329 107 55 1.9 1.7 3.6 
山口大 工 後 応用化 15 63.2% 136 50 15 3.3 2.1 7.0 
山口県立大 国際文化 後 文化創造 5 76.1% 67 16 9 1.8 2.9 4.4 

３月 ２日(水)～３月１０日(木) 日課表通りの授業が行われます 

（A・Gコースの２年生は修学旅行があります） 

3月１１日(金)～3月１８日（金） 家庭学習日や３時間授業の日が続きます 

（この間、無為に過ごさないようにしましょう） 

3月１９日（土）～４月 ７日（木） 約３週間の長い春休みです（勝負の期間です！） 

国公立大学の中には、定員が埋まらなかったときに限り、追加合格を出したり、「欠

員補充第２次募集（以下、２次募集）」を実施したりする大学があることを知っています

か？ 毎年一部の大学ではありますが、２次募集が行われています。昨年度も横浜国

立大学で約８０名募集するなど、複数の大学で２次募集が行われました。大学・学部が

限られ募集日程もかなりタイトですが、チャレンジしてみる価値はあるでしょう。 

国公立大学の２次募集はかなり限られた大学・学部で人数も限ら 

れています。さらに出願方法も前期・後期と違うことがありま

すので、しっかり大学の HPで確認してください。なお、追加

合格や２次募集は、すでにいずれかの国公立大学に入学手続

きをした受験生は対象外になります。注意してください。 

●先輩の合格体験記 後期試験で合格した先輩方の「後輩へのメッセージ」を抜粋して掲載しています。 

１日（火） 卒業式 

１日（火）～１０日（木） 前期日程合格発表 

８日（火）～  国公立大中期日程試験 

１２日（土）～ 国公立大後期日程試験 

２０日（日）～２３日（水） 中期・後期日程合格発表 

１５日（火） 面接指導（ⅡA） 

１６日（水） テーマ発表会（ⅠA） 

１８日（金） 終業式 

 

●国公立大学の中・後期日程に向けて（3年生） 

令和４年３月号  
慶進中学校・高等学校 
   進 学 指 導 部 
令和４年２月２８日発行 

●共通テスト対策 合格に向けた勉強のコツ(１・２年生) （ベネッセ HPの記事から一部を抜粋） 

  

３年生の皆さん、卒業おめでとうございます。今後の皆さんの活躍を期待します。さて、国公立大学の前期試験が

終わり、長かった受験勉強も終盤を迎えています。しかし、これから中期試験や後期試験があり、まだ受験が終わっ

たわけではありません。前期試験の結果が気になり、ついつい勉強に集中できない気持ちになるかもしれません。で

も、ここでもう一度ふんばることで、今後の人生が大きく変わることもあります。実際に過去の多くの先輩が、前期試験

終了をすぐに試験対策に取り組んだことで、中・後期試験で合格を勝ち取り、満足した大学生活を送りました。皆さん

も最後まで粘って、合格を勝ち取ってください。がんばる皆さんを、最後まで応援しています。 

１・２年生は、学年末試験が終われば、４月の始業式まで１か月以上あります。この期間は自分の実力アップをじっ

くり図れる貴重な期間です。ここで、計画性をもってこれまでの復習と弱点補強をすると、大幅な成績の伸びが期待

できます。４月の始業式の後は、また忙しくなりますよ。それまでの期間を無為に過ごさないように！ 

前期試験終了後、一息ついて切り替えができたら、自習室に通うなどすぐに中・後期試験対策に取りかかりましょう。同級生が次々と

受験生モードから卒業していき、早く解放されたい気持ちがMAXになる時期です。でも、ここで気を抜いたら一生後悔することもあり

ます。前期試験の結果に自信がある人もそうでない人も、一旦は前期試験が不合格だったことを前提にして、今すぐ中・後期試験の対

策を始めましょう。後期試験まであと約１０日間の辛抱です。この努力は必ず自分に報いてくれます。 

中・後期試験の志願倍率（＝志願者数÷募集人員）は、超高倍率になりがちですが、前期試験に合格した人や、前期試験に不合格でも

受験をやめてしまった人は受験会場に来ません。下の【参考１】を見ると、欠席率が大変高く、また募集定員よりも多くの合格者を出して

いる大学が多いことが分かります。結果的に実質倍率（＝受験者数÷合格者数）は１～２倍という低倍率になる大学も多数ありますの

で、出願したからには、後期試験までがんばって、合格を掴みましょう。 

中・後期の試験問題の受験科目に小論文や面接が課される場合、対策が間に合うか不安になる人もいるでしょうが、前期終了後の約

２週間で対策すれば問題ありません。短期決戦に向けて添削指導、面接指導など、こういう時こそ学校の先生の力を借りてください。例

年、３月にも制服で登校して先生の指導を受ける３年生がたくさんいます。個別指導になりますので、早めに先生と連絡をとり、アポイ

ントメントを取ってください。慶進高校は、最後までがんばる皆さんを全力で応援します！ 

 

 

 
 

●国公立大の２次募集について 
国公立大学合格状況 2/15現在 

最後までがんばれ３年生！未来は君たちの手の中に!! 

（「大学へ行こう！」HPの記事をもとに作成） 

  

山口大学 教育学部………………１名 

山口大学 経済学部………………３名 

山口大学 医学部【医】……………１０名 

山口大学 医学部【保健】…………１名 

九州大学 文学部…………………１名 

横浜国立大学 都市科学部………１名 

山口県立大学 看護栄養学部……１名 

山口東京理科大学 薬学部………２名 

山口東京理科大学 工学部………４名 

周南公立大学 経済学部…………１名 

水産大学校 海洋機械工学科……１名 

 

（総合型選抜・学校推薦型選抜のみ） 

（『蛍雪時代２０２2年２月号』の記事をもとに作成） 

  

【参考１】 近隣大学の昨年度（２０２１年度）の後期試験の実施状況・・・文学部系統（日本文学）と工学部系統（応用化学）のみ掲載 

 

 
 

●来年度始業式までの学習計画を立てよう！(１・２年生) 

３月から４月の始業式までの期間は、午前中授業の日や学校に登校しない日が

多い期間となります。腰を据えて自分の基礎学力をじっくり伸ばす絶好のチャン

スです！ これまで学習した内容を、完璧に身につけましょう。特に２年生にとっ

ては、４月に行われる模擬試験で結果を出すことが、受験成功のために必要にな

ります！ まずは学習計画を立て、その上で効率的な学習をしましょう。始業式に

見違えるほど成長した皆さんの姿を見せてください！ 

 
 

～～始業式までのイメージ～～ 


