
1/21（金）以降 面談などで出願校を検討 

1/17（月） 自己採点 

1/15（土）～1/16（日） 正解等の発表 

広島大学総合科学部（文系）  

 直前は緊張しましたが、会場があまり

広くなく、始まれば模試みたいな感じで

受けられたかなと思います。直前は、自

分の苦手をまとめたノートなどを作って

おいて、それを確認すれば十分です。 

県立広島大学保健福祉学部 

はじめての共通テスト受験学年ということ

で、過去問もなくプレテストだけが頼りでした

が、模試の間違った所をまとめたノートを見

たり、よく間違える問題を解き直したりして、

心を落ち着かせていました。 

 

 

岡山大学工学部  

 １週間前はやりたい勉強がたくさ

んあって、焦りもあり、過ぎるのが

早かった。直前は、大失敗したらど

うしようかと不安もあり、緊張して

いた。 

京都府立医科大学看護学部  

 この大学は共通テストの配点が大きか

ったので、すごく緊張したのですが、「最

後は運だ‼」と自分にプレッシャーがか

からないようにしていました。最後ま

で、「いつも通り」過ごすことを心がけて

いました。 

山口大学医学部  

 共通テスト前は新しい問題を解くのをやめ、

今までやってきたことが頭にはいっているか

どうかを確かめるようにしました。ちゃんと覚

えていることと、勉強を始めてから点数が伸

びていることを再確認することによって落ち

着くようにしました。 

 

 

九州大学法学部 

1/９に駿台の青パックを解いて、

地学基礎が９点だったので、青ざめ

ました。1/１５には満点がとれるよ

うになったので、安心しました。（付

け焼刃の知識はもろいです。本番で

は・・・） 

 

 

Q１：もし事故や病気などで共通テストが受験できなく

なったら？ 

A１：事故や病気などのアクシデントが起きた場合は、受

験生本人または代理人が、速やかに「受験票」に記載さ

れている「問合せ大学」に行き、申請すれば追試験を受

けることができる。申請の受付時間、詳しい方法等に

ついては、受験票・写真票等と一緒に送付されている

「受験上の注意」に明記されている。なお、２０２２年度

大学入学共通テストの追試験は１月２９日（土）・３０日

（日）に実施予定。 

Q２：共通テストの得点調整とは？ 

A２：共通テスト終了後、大学入試センターでは、各教科

で選択科目ごとに平均点を算出する。その平均点に原

則として２０点以上の差が生じ、それが試験問題の難

易差に基づくものと認められた場合には、平均点が低

い科目を受験した受験生が不利にならないよう、得点

差を調整する。なお、２０２２年度共通テストの得点調

整実施の有無の発表は１月２１日（金）の予定。 

Q３：「二段階選抜」とは？ 

A3：一部の国公立大で行われる選抜方法のこと。個別学

力検査の前に共通テストの成績などにより第一段階選

抜が行われ、合格者のみが個別学力検査を受験するこ

とができる。志望校が二段階選抜を行うかどうか確認

しておこう。 
 

持てるすべての力で、掴め君の未来を！ 

1/24（月）～2/4（金）  国公立大出願 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験日 試験教科・科目 試験時間 

1/15 

（土） 

地理歴史 

公民 

「世界史 A」「世界史 B」 

「日本史 A」「日本史 B」 

「地理 A」「地理 B」  

「現代社会」「倫理」「政治・経済」 

「倫理、政治・経済」  

2科目登録者 9：30～11：40 

1科目登録者 10：40～11：40 

国語 「国語」  13：00～14：20 

外国語 
「英語」「ドイツ語」「フランス語」 

「中国語」「韓国語」  

【リーディング】 15：10～16：30 

【リスニング】 「英語」のみ 

17：10～18：10 

1/16 

（日） 

理科① 
「物理基礎」「化学基礎」 

「生物基礎」「地学基礎」  
9：30～10：30 

数学① 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・A」  11:20～12：30 

数学② 
「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・B」 

「簿記・会計」 「情報関係基礎」  
13：50～14：50 

理科② 
「物理」「化学」 

「生物」「地学」 

2科目登録者 15:40～17:50 

1科目登録者 16:50～17:50 

前日 当日 持ち物 前日 当日 持ち物 

□ □ 受験票・写真票 □ □ 地図 

□ □ 「受験上の注意」 □ □ 携帯電話 

□ □ 黒鉛筆（H・F・HBいずれか） □ □ 眼鏡・コンタクトレンズ 

□ □ 消しゴム（プラスチック製） □ □ 常備薬 

□ □ 鉛筆削り（電動式を除く） □ □ 雨具・防寒具 

□ □ 生徒手帳 □ □ 時計（計時機能だけのもの） 

□ □ お金・交通費・切符など □ □ ノート・参考書など 

□ □ お弁当・飲み物 □ □ ハンカチ・ティッシュ・マスク 

1/19（水）予定 平均点等の中間発表 

【その１】学習面：共通テストまでにもう一度確認しておこう 

□ 模試などで、あいまいだった問題を確認しておこう（「解答解説」に線を引

いておこう） 

□ 共通テストの出題形式に慣れよう（模試や問題集を活用しよう） 

□ 時間配分の感覚を身につけておこう（時間内に解き終える練習をしよう） 

□ 地歴公民、理科の受験する順番をあらかじめ決めておこう（「第一解答科

目」と「高得点科目」のどちらを合否判定に利用するかは大学によって異な

ることがあるので要注意。大学の募集要項を確認しよう） 

□ 自己採点が正確にできるように練習しておこう 

□ １科目につき、あと２問ずつは確実に解けるように勉強しよう（１問は２～

４点ある） 

□ 絶対に落とさない科目を決めよう（取れる科目・分野で確実に得点でき

るように） 

【その２】生活面：今のうちから生活リズムを整えよう 

□ 共通テスト開始は９：３０から。夜型から朝型へ生活習慣を切り替えよう 

□ 普段と違う食べ物・飲み物には注意。いつも通りの食事をしよう 

□ 受験勉強中に迎える年末・年始。生活リズムを崩さないようにしよう 

□ 本番までは、携帯電話・メール・漫画を控えよう。本番に向けて集中力を

高めていこう 

【その３】いよいよ本番：共通テスト直前・本番で困らないように 

□ 当日は雨や雪が降るかもしれない。試験会場までどうやって行くのか、交

通手段をチェックしておこう 

□ 共通テストの休憩時間は意外と長い。簡単にチェックできるノートやカー

ドを準備しよう 

□ 共通テスト直前・当日に困ったことがあれば、「受験票」に記載されている

「問合せ大学」に連絡しよう。               

 

  

●先輩の合格体験記 昨年の先輩方の「共通テスト」直前の心境を掲載しています。 

●共通テストに向けてのポイント 

１１日（火） 始業式 

１４日（金）・１５日（土） ベネッセ総合学力テスト（Ⅰ） 

１５日（土）・１６日（日） 大学入学共通テスト（Ⅲ） 

１５日（土）・１６日（日） 共通テスト同日体験受験（ⅡAS） 

１７日（月）～ 小論文模試リライト（ⅠⅡ） 

２１日（金）・２２日（土） ベネッセ総合学力テスト（Ⅱ） 

２２日（土） 実用英語技能検定一次試験 

２３日（日） 駿台全国模試（Ⅰ） 

２９日（土） 数学技能検定② 

３０日（日） 駿台全国模試（Ⅱ） 

 

慶進中学校・高等学校 
   進 学 指 導 部 
令和 3年１２月２４日発行 

●共通テスト以降のスケジュール 
（ベネッセハイスクールオンラインの記事から作成） 

  

ついに共通テスト直前になりました。今までがんばってきた自分を信じてください。受験

勉強で積み上げてきたものは確実に自らの力になっています。今までやってきたことを出

し切るのみです。みなさんの努力が実ることをお祈りしています。今号は「共通テスト直前

特集号」です。共通テスト本番に向けての確認事項や、共通テスト後の日程を掲載してい

ます。参考にしてください。１・２年生も、来年または再来年の自分自身のことです。より具 

体的に自分が受験生になった時の動きをイメージしましょう。そして、それに合わせて、今のうちか

ら取り組めることを押さえておきましょう。 

●共通テストQ＆A 
試験当日の過ごし方も考えておこう 

共通テスト当日は、試験開始までの待ち時間の過ご

し方も大切なポイント。参考書やノートなどで最終チ

ェックをする、リラックスして待つなど、どんなふう

に過ごせば自分の実力が最も発揮できるのかを、模

試や演習などを利用して確認しておこう。また、昼食

時の気持ちの切り替えも重要だ。 

 

共通テスト直前特集号

優先順位をつけて問題を解くこと 

時間を有効に使うためには、問題を解く順番も大

切。解き始める前にすべての設問に目を通し、確実

に解ける自信のある設問から解くよう心がけよう。 

 
自己採点を正確にするために 

個別学力検査の出願は、大学入学共通テストの自己

採点結果をもとに決定することになる。自己採点を

正確に行うため、受験中は解答番号を問題冊子に必

ず控えておこう。 

 

（ベネッセハイスクールオンラインの記事から作成） 

  

１点も無駄にしないマーク記入ルール 

● わからない設問があっても、 とにかくすべての

設問にマークすること 

● 訂正をする際には、跡が残らないよう、完全に

消しゴムで消すこと 

●１つの設問に２個以上のマークをしていないかを

確認すること 

●「記入欄のズレ」などはないか、 問題冊子と突き

合わせて確認すること 

 
持ち物チェックリスト ～前日と当日の朝の２回は必ず確認しよう～ 

2022年 1/15（土）～1/16（日） 

大学入学共通テスト 

2/7（月）予定  平均点等の最終発表 

正解は、それぞれの教科の

テストが終了した後、順次

発表されます。しかし、自分

にとっての全科目の受験が

終了するまでは、自己採点

するのを避けましょう。 

自己採点結果を各予備校

に提出します。その後、各

予備校から、志望校の合否

判定が送られてきます。 

予備校から送られてきた、

志望校判定や、各大学の予

想ボーダーラインなどのデ

ータを参考に、担任と面談

して、出願校を検討します。

必ず、登校して担任面談を

受けてから、出願校を決定

してください。 

前期・中期・後期の全ての

日程で出願期間は同じで

す。中・後期も忘れずに出

願しましょう。 

（ベネッセハイスクールオンラインの記事から作成） 

  

各教科の試験開始時間の

前に、「受験者入室終了」の

時間が設定されています。 


