英語リーディング

時間が足りなくなるおそれがあり、読解力

や情報処理能力も求められた。試行調査の

段階より共通テストの特徴となっているの

つの資料は難解ではないものの、隅から隅

▶︎配点の変更に合わせて
問題量が12ページ増

的・実用的なシチュエーションの中に設問

を設定するような問題が多かった。それゆ

え状況を説明する問題文の量がかなり増え
ることになっていた。

英語
る問題でした。客観的事実

メント、メール文を読み取

が必要になります。試験

と意見を区別したり、書き

のため、解答には約 分

多読の習慣をつけて
求められる情報を的確に
掴むトレーニングを！

1分間に
140語を読めるか？
分ですから、英

時間は

で、語数は少なく英語も

手の考えを読み取る内容

文章として読み進め、互

いますが、これを一つの

文を読む時間は残りの

いの内容がつながってい

分 。５５００語以上を

る部分を見つけながら、

第一日程の平均点は、

平易ですが、内容をよく理

私たちの予想を上回る

分で読むためには、毎分

解したうえでの思考力・判

点でした。試験時

１４０語の速度で読む力

・

間は、センター試験と同

持続的集中力の
強化は不可欠！
準備すべきことは?

計算したり、時系列に

情報をもとに所要時間を

トと通信文の読み取り。

第３問は、ウェブサイ

るので、それを探す感覚

かが、図で明示されてい

報が必要とされているの

る力が必要です。何の情

ら、本文の概要を理解す

せん。問題数も１・５倍

６問は１回しか読まれま

通テストでは第３問～第

れていたのに対して、共

ての問題が２回ずつ読ま

げられる英文を状況、条

取る問題でした。読み上

発話や複数の発話を聞き

第４問は、やや長めの

情報を埋めていきます。

沿って選択肢を並び替え

第６問は説明的文章の

で読んでいきましょう。

件に基づいて比較して判

的事実と意見は、文章構

パズルのピースのように

ます。センター試験の 語

質問に対する答えを選ぶ

問題でした。対話の場面

第１問はショートメー

るような設問もありまし

断する力が問われていま

第５問はレポート文の

ルやウェブサイトの読み

た。設問の情報と本文を

ですから、集中力は必須

す。第５問は社会的話題

読み取りです。文中の出

使われていたのは標準的

取り。英文のレベルは易

です。語彙数、マーク数

成の中で重要な要素です

断力が求められます。客観

ンター試験が約４２００

いることがわかります。

に比べると、大幅に増えて

があらかじめ日本語で書

な英語でしたが、共通テ

しめですが、時制や強調

読み取りでした。英文を

ともにセンター試験より

かれていたので、状況を

ストではアメリカ英語が

照らし合わせる作業をい

理解するだけでなく、文

り、要約できたりしなく

だけでなくイギリス英語、 題でした。内容的にも高

についてもアメリカ英語

も増えていますし、音声

問に対する答えを選ぶ問

に関する講義を聞いて質

した。

第４問では、複数情報

てはいけません。長文を

所。またセンター試験で

しているのかを理解し、与

読みながら情報整理をし

度で、答えを導くには、概

と図表の総合的な読み取

要や要点をとらえてまと

推測する力が必要でした。 りが出題されました。２

１問を１分で解答する

非ネイティブによる英語

使って総合的に判断する

ていくトレーニングが効

力が必要です。第６問で

通のメールが掲載されて

ば問題ないと思われます。 えられた情報から解答を
第２問は、データやコ

今後の対策は、集中力

でした。第一日程の平均

は、会話や議論を聞いて、

める力や、図表の情報を

の強化と、多読の習慣化

・ 点でした。

概要や要点を理解して情

を正しく把握し、会話の

ます。話者の立場や意見

質問に対する答えを選び

点は予想よりもかなり高

時制や否定などの
細かな情報も
聞き逃さない

報を整理することが求め

の強化です。音声が流れ

第１問は、発話の内容

ていない時には、設問や

を先に読んで大切な情報

めには演習を繰り返して、 対話の内容に合う絵など

選択肢に目を通して、こ

対策は何よりも集中力

られます。

を選ぶ問題。第３問は、

に合う英文や絵などを選

短い対話の内容について

を掴む能力を向上させる

模試も積極的に受けま

ぶ問題。第２問は、短い

しょう。

ことも、重要です。そのた

つけること、設問や選択肢

にあわせた読み方を身に

しょう。また、文章の形式

いく練習を積むとよいで

い

と、さまざまな英語に触

把握するトレーニング

重要だと感じました。

ングを積んでいくことが

て、こういったトレーニ

リスニング時間を導入し

く。日常学習から長めの

り入れてメモを取ってい

聞きながら記号なども取

いる時は、必要な情報を

を把握し、音声が流れて

れから聞き取るべき情報

▲ ▲

2に関する情報を聴き取りながら
メモを取るトレーニング
（記号化など）

自分で情報をくみ上げて

れる必要性を感じる内容

・選択肢から
3 設問
読み取るべき情報を

3

です。文章を読みながら

果的だと思います。

文章の形式に合わせた
2 読み方の強化

をしっかり学習していれ

類推しやすくなっていま

基本で、一部イギリス英

表現を正しくとらえ、プ

章の論理展開を把握した

所（読解）に対して カ

語も使用されました。た

かに効率よく行うかがポ

のでしっかり教えていき

が必要ということになり

語であったのに対し、共

1回読みが4問
語彙数・マーク数も
増加！

試験中に行う作業を明確にして
リズム良く解答を
イントです。

センター試験ではすべ

リスニング対策のPOINT

イメージのどちらの話を

来事を一つずつ追いなが

英語科講師

大岩 秀樹 先生

ラスイメージ、マイナス

たいと思います。

じ 分。総語彙数では、セ

通テストでは約５５００
語と大きく増えています。

先生の情熱あふれる授業は、英語アレルギーの生徒でさ
え英語好きに変え、英語を得意科目にしてくれる。ま
た、
『英文をカタマリで読み解く』
『本物の基礎力にこだ
わった明るく楽しい』授業は、幅広いレベルの受験生か
ら大好評！「知らず知らずのうちにどんな問題にも通用
する本物の力が身につく！」と評判の気鋭の講師。著書
は40冊以上。

だこの点については、今

マーク数も、昨年の カ

Profile

までどおりアメリカ英語

必要な情報を探し出し
総合的に判断
対策は、
多読と
演習の繰り返し

き

ひで

いわ

おお

１６

とした場合、小問数が

▲

ポスター・プレゼンテーション用
スライドのように情報を
整理しながら読む

設問・選択肢から聞き取るべき情報を
把握するトレーニング

Ｂ１レベル（高難度）の配点が減り、
Ａ１・Ａ２
（低難度）の配点が増えていたため

８０

リスニング

５６

３８

多読の習慣を身につけて
情報を的確に
掴む力を養おう

2

試行調査と配点が変わっていた

８０

リーディング対策のPOINT

音声が流れていないときに何をすべきか
音声が流れているときに何をすべきか

予想平均点より高くなった理由

４７ ２８

listening

４０

４０ ４０

リーディング
５８
８０

Reading

2021年1月16日～1月17日で、初となる「大学入学共通テスト」
（第一日程）
が全国で実施された。東進では受験生と同じ日に共通テストと同じ問題に挑戦
する「共通テスト同日体験受験」を実施。チャレンジした高２生の試験結果を
もとに、科目別の得点状況や、今後の学習方針・出題傾向等を東進の実力講師
陣が分析し、オンライン配信した。ここでは、その内容の一部をお届けする。

が、問題設定である。身近な題材を扱った
▶解答時間が増えたこともあり
問題は選択問題によって
7〜8 ページ増

1

数は昨年より47ページ分増えた。一つひと

持続的集中力の強化＝作業の明確化

可能性

多くの「資料・表・グラフ・地図・写真・文

1

大岩先生の予想

Point

出題された。思考力や判断力を測るために

共通テスト
同日体験受験
講評会レポート

まで目を通していると、問題を読むだけで

数学Ⅰ・数学A

目
第 回

章」が用いられたことで、全６教科のページ

英語リスニング

のとおり、多くの問題でセンター試

試

行調査や事前に発表されていた概要

険性も
時間切れの危

８０

持続的集中力の強化＝
多読の習慣化

1

共通テスト、増えた情報量
時間との戦いに
じっくり読んでいると…

徹底分析
出題が多く、会話文をはじめとする日常

世界史 B ▶６ページ増
現代社会▶５ページ増

実力講師陣が
共通テストを
験よりも多段階の思考を必要とする問題が
▶︎問題量が 5 ページ増
（約1,100 語）

東進の

移行！
センターから共通テストに
センターからどう変化した？

12
TOSHIN TIMES. THE“GO FOR IT！”ISSUE

数学
共通テスト高得点への道は
純粋な数学力向上にあり
選択問題では、図形の性
質の得点率が低くなって
おり、難しかったことが
わかります。２次関数は、 問題です。とても易しい

センター試験から
大きな変更は少ない
全体の印象として、試

日常生活に関する問題で、 問題なのですが、得点率
％を切っています。

難しくはなかったはずな
これはこの問題を選択し

が

行調査に多く出題されて

のですが、得点率が ～

いた日常生活に関する問
題が少なく、意外に感じま

ンター試験に大きく変更

結果を検討したうえで、セ

三角関数と指数対数は例

の問題別平均得点率では、

い数字です。数学Ⅱ・Ｂ

５年間の中で２番目に悪
ます。

が影響していると思われ

た生徒が少なかったこと

を加えることをせずに、若

年より少し難しめでした。

％の間で、これは過去

干共通テストのカラーを

微分積分と数列が例年よ

した。おそらく試行調査の

出した内容になったので

数学Ｉ・Ａの第２問

ボリュームのある
問題に慣れる

はないでしょうか。

数学Ｉ・Ａの平均点は

たが、これは本試験として
は１９９８年以来で、こ
の時よりも少し難しく

現代文
現代文の
“ 根幹”
は
変化しない。
形式に惑わされず
本質をとらえた学習を

意識になんとなく読む」

という状態から、品詞の

役割や機能を認識し、

法を身につける。そのう

「意識的に正しく読む」方

えで、最終的に「無意識

に正しい読み方ができ

る」段階に引き上げてい

くことが大切です。三つ

目は、
「解く力」
。最も強

調しておきたいのは、
「選

択肢に頼らない」ことで

す。いきなり解き始める

れていることはそれほど

少し面倒と感じる生徒

のではなく、まず自分で
形式だったといえます。

変わっていません。しか

もいるかもしれませんが、

を比較すると、問１（評

をもとに正しい式を選ぶ

を切っています。また会話

それは根幹的な力を鍛

テクニックで対応可能な

ある意味、ノウハウや

目は、「知識力」
。これは、 大切です。選択肢に頼ら

です。

択肢を選ぶというやり方

解答を作ったうえで、選
ただ、来年もそうとは限

し問われ方が違う。その

“根幹”を鍛える学習法

箇条書きでもいいので、

きちんと勉強すれば
差がつくのが現代文

りません。では、形式が

問われ方の違いが、「空欄

とは、現代文に必要な三

急がば回れ
選択肢に頼らない
解き方を習慣に！
変わっても対応できる力

の穴埋め」
「会話形式」と

つの力を、地道に積み上

自分で作ってみることが

高３生と高２生の得点

を身につけるためには、

いった形式として現れま

げていくことです。一つ

問２（小説）が

えることでしょう。例え

なっており、正解率は ％

論）が ・１％と ・６％、 どのような準備が必要な

す。
ら言えることは、
「現代文

と ・５％でした。ここか

主に「語彙力」です。い

えられるのは、問題が４

がる可能性があります。

で、来年度は難易度が上

は全体 的に易しかったの

かりと数学力を向上させ

いかもしれません。しっ

かんで処理するのは難し

その中で正しく題意をつ

来どおり数学力をつける

を特別視することなく、従

なっています。共通テスト

る人が得点できる内容に

限り、純粋に数学力のあ

う。本試験の問題を見る

試行調査よりもむしろ従

の時代であっても、問わ

あっても、センター試験

力」。共通テスト移行後で

とが大切です。

幹”を徹底的に鍛えるこ

二つ目は、
「読む力」
。
「無

ことをおススメします。

今年の共通テストは、
来のセンター試験に近い

のでしょうか？

設問がありましたが、会話

部分ですが、これはあく

そうでしたが、テストの

・９％

文の中に問題を解くため

ば第一問の問５であれば

までも“枝葉”であり、変 つ で も 見 返 せ る よ う な
化するもの。まずは、
“根 「マイ単語帳」を活用する

２次方程式の問題です。

ページにわたっていて、

たうえで、模試などでこ

イレクトに得点の差と
まず、読解力の土台と

なったことがわかります。

生活に関する問題は、今

です。僕としては、日常

けば、かなり慣れるはず

戦してください。これら

リュームのある問 題に挑

活やデータ分析などボ

しょう。そのうえで日常生

勉強を積み上げていきま

と差が大きく、９点の差。 解く訓練が大切です。

すると７点。漢文はもっ

した。古文は得点に換算

２生で大きな差がつきま

文・漢文は、高３生と高

現代文と比べて、古

ける問 題 をスピーディに

そして、それらの知識で解

を早期に身につけること。 法のポイントです。

漢文の句法、重要語の力

共通テストに変わりま

古文・漢文は高３生と
高２生の差が歴然

後も数学Ｉ・Ａもしくは

の問題では、限られた時

そして、新しく見える

したので、
「過去問が少な

なる古典文法、古文単語、

数学Ⅱ・Ｂに少なくとも

形式の「見た目」に惑わ

あるか」を探すことが解

一つは出題されるのでは

特に、漢文の問題で最も

されず、これまで同様「知

分

分をどのよ

見せるなど、形式は違っ

話だったり、資料を複数

ださい。教師と生徒の対

さかのぼって学習してく

センター試験の過去問を

１問 分、第２問

うケースもあります。
「第

か配分できなかったとい

取られて漢文には

しょう。現代文に時間を

うに使うかを検討しま

分し

て見えますが、問われて

ではなく、

を４問平等に 分ずつ」

過 去 問 を 解 く 際 、「

感じる生徒が多いです。

「時間が足りなかった」と

日体験受験では、例年

重要です。共通テスト同

いても時間配分は非常に

また、共通テストにお

る力につながります。

必ず共通テストに対応す

問をしっかり解くことは、

す。センター試験の過去

対応できます。

ように変化したとしても

いていれば、形式がどの

ず、自力で解ける力がつ
も勉強すれば伸びる」科

「文章の構造を把握する

のヒントがあります。

目だということです。

来年度は難易度が
上がる可能性も！

難易度は高くないのです

難 易 度 は一年 目 よ り二年

センター試験のときも

の平均点を上げる要因に
が、あとの方の設問にな

るようです。特に今年度

目の方が上がる傾向があ

りも易しく、これが全体 〔１〕は日常生活に関する

点となっています。 なっていることが読み取
ると正答率が下がってい

・
れます。気になるのが確
ます。その原因として考

分量が多いこと。この問

試行調査に関しては基本

時間は 分程度ですから、 的には忘れて良いでしょ

のタイプの問題を 問解

知識なくして
思考力・判断力なし！

古典

均得点率を見ると（資料）、 率分布と統計的な推測の

数学Ｉ・Ａの問題別の平

じゅん いち

みず

分、

いる力は同じだからです。 古文 分、漢文 分」で

す。つまり、知識の差がダ

れは、漢字の読みの問題で

か」
「解答の根拠はどこに

識で解ける問題はない

思います。過去問演習は、 ているものも増えていま

い」という不安もあると

考えておくのが理想的で
試験を活用するとよいで

むしろ、新形式となった
三角関数と指数対数の問

しょう。

す。

題でした。この中でコサ

がゆえに解きやすくなっ
イン合成の問題が出まし

センター試験の
過去問演習が
共通テスト対策に
ないかと予想しています。 間の中で素早く情報処理

差 がついたのは、問１の

８０

10

２０

点、数学Ⅱ・Ｂは

Profile

（ア）と（イ）でした。こ

８０

題を解くのに与えられた

「読む」とは「文章を眺めること」ではなく「文章
の意味をつかむこと」であるという考えから生み
出された「脱・字面読み」メソッドを伝授。読め
ると分かる、分かると解けるという真っ当なプロ
セスで生徒の成績を引き上げる。時に深く、時に
楽しく展開される講義は生徒の心を鷲掴みにする。

縦横無尽な知識を駆使し、ゆったりと悠久の世界に
誘う独特のストーリー授業が、根強い支持を集め
る、受験古典界の重鎮。正攻法でありながら歴史的
背景を交えた奥深い授業内容に、
「古典食わず嫌い」
の受験生もグングン引き込まれ、短期間で確実に合
格レベルの実力が身につく。

・

あきら
だ
し

解く力
読む力
知識力

知識で絞れる設問をすばやく解く！
文脈の中に解答の根拠を探して、根拠と正答選択肢を合致させる！
設問の見かけに惑わされない！

輿水 淳一 先生 国語科講師（現代文）

国語科講師（古文・漢文）

1 知識力 定着ツール、興味の喚起
2 読む力 無意識→意識→無意識
3 解く力 選択肢に頼らない解き方、ゲーム性の導入

読解力の土台になる、
古典文法、
古文単語、漢文の句法、
重要語の力を早期に身につける！

７０ ６０

志田 晶 先生 数学科講師

東大、京大をはじめとする難関大合格へ受講者を導い
た数学科実力講師は、わかりやすさを徹底的に追求す
る。
「数学的な考え方」を身につける授業で、今まで何
気なく使っていた公式や解法の一つ一つが、意味を
伴った強力な武器となる。基礎～東大レベルまで貫か
れる本格派の講義は絶大な人気を誇る。全国模試、テ
キストの作成チーフとして活躍した経歴を持ち、参考
書も数多く執筆する実力派講師。

５０

こし

三羽 邦美 先生

Point

７３

６５

Profile

み

くに

１０

トレーニングとして模擬

２０ ２５

１０

わ

み

９３ ６８

図形の性質と２次関数の得点率が例年より低い

６４

７０

３０
数学Ⅱ・Ｂの第１問は、 をする必要があり、その

２０

１５

古文に必要な力

Point

Profile

５９ ５７
資料［数学Ⅰ
・Ａ問題別平均得点率］

現代文に必要な力

1
2
3
4

TOSHIN TIMES. THE“GO FOR IT！”ISSUE
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