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3 年生はいよいよ明後日が大学入学共通テスト(以後、「共通テスト」)になりました。そして、共通

テストが終わると私立大学の一般前期選抜、国公立大学の出願が始まります。これからは学習面の対策

に加え試験本番に向けての「心構え」も大切になってくる時期です。以下のポイントを押さえて、共通

テストに臨みましょう。 
 

【その 1】学習面：共通テストまでにもう一度確認しておきましょう 

□ 模試や過去問で間違った問題、あいまいだった問題を確認しておきましょう 

□ 共通テストの出題形式に慣れましょう（模試や問題集を活用） 

□ 時間配分の感覚を身につけておきましょう（時間内に解き終える練習をしておくこと） 

□ 地歴公民、理科を複数科目の受験する場合は、受験する順番をあらかじめ決めておきましょう（「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すること） 

□ 自己採点が正確にできるように練習しておきましょう 
 
【その 2】生活面：今すぐ生活リズムを整えよう 

□ 共通テストの試験開始は 9:30 から。夜型の人は今日から朝型へ生活習慣の切り替えを･･･ 

□ 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ましょう 

□ 本番までは携帯電話・スマホを控え、本番に向けて集中力を高めましょう 
 
【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

きましょう。（特に女子の会場は駅から少し遠いので注意！） 

□ 受験票・写真票に写真を貼っているか最終確認。前日の夜では間に合わないので、今日必ず。 

□ 共通テストの休憩時間は意外と長い。休み時間に最終チェックができるノートやカードを準備しよう。 
 

 試験会場での過ごし方も考えておきましょう 
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、どのように過ごせば自分の実力が最も発揮できるの

かを、演習などを利用して確認しておきましょう。また、昼食時の気持ちの切り替えも重要です。 

 優先順位をつけて問題を解くこと 
 試験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ましょう。 

 1点も無駄にしないために･･･ 
 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。ボーダーゾーンでは 1 点の

違いが合否を左右します。1 点をもぎ取る気持ちで受験すること。 

試験日  試験教科・科目  試験時間  

 

1/16 

（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 科目選択  9：30～11：40 

1 科目選択 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）】17：10～18：10  

1/17 

（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 科目選択 15:40～17:50 

1 科目選択 16:50～17:50 

［試験会場］男子生徒･･･大阪府立大学、女子生徒･･･帝塚山学院大学狭山キャンパス 
 

 

前日 当日 持ち物 前日 当日 持ち物 

□ □ 受験票・写真票(写真貼付) □ □ 試験会場までの地図 

□ □ 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） □ □ マスク（予備も含む） 

□ □ 鉛筆削り（電動式を除く） □ □ 雨具・防寒具 

□ □ 生徒証 □ □ 時計（計時機能だけのもの） 

□ □ お金・交通費・PITAPA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・常備薬 

□ □ 受験票に「上履き持参」と表示してある場合は「上履き」と「下履きを入れる袋」 

 

★今年はコロナ対策で特別なルールがあります★ 

1.最低1週間分の健康チェックを「受験上の注意」の最終頁に記入しておく。 

2.換気のために窓の開放を行う時間帯があるので、寒さ対策の上着（英字・地図柄は不可）を 

準備すること。 

3.濃厚接触者になった場合、15日（金）10時までに受験票にある「問い合わせ大学」に電話す 

る。（詳しくは「受験上の注意」P.3～4） 条件を満たせば別室受験ができる。 

4.試験当日体調不良になった場合は、追試験の申請をしてください。「問い合わせ大学」に電話 

連絡をしたうえで、その日の夕方までに「受験票」と「医師の診断書」を大学に持参して申 

請する。 

（詳しくは、「受験上の注意」P.17を確認してください。）  
  

正確な自己採点のために ～共通テスト本番での解答の掟～ 
□ 筆記具はシャープペンでなく鉛筆で。マークが薄すぎたり、細すぎたりすると、マークミ

スにつながります。（シャープペンの芯は、鉛筆と組成が違うので、読み取りがしづらい）
「自己採点では合格圏内に入っていたのに、成績開示をすると思ったより点数が低かった」
ということのないように。 

□ 試験開始前に、見直しの時間も計算に入れて時間配分をすること。 
□ 受験番号や名前・科目などの記入に誤りがないかどうか確認すること。 
 □ マークの「ダブリ」(1箇所に2個マーク）や記入欄の「ズレ」がないか確認すること。 
□ 受験中に自分の解答を問題冊子に必ず控えること。 
□ マークシート上で訂正した場合、問題冊子の控えにも訂正を反映させること。 
□ 訂正の際は完全に消しゴムで消すこと。 
□ 問題冊子の控えとマークシートの解答とが一致しているかを最後に見直すこと。    

2021年（令和 3年）1月 14日 

大阪府立登美丘高等学校 進路指導部 

 

大阪府立登美丘高等学校 進路指導部 

 

持ち物チェックリスト  ～前日と当日の朝の 2回は必ずチェックしよう！～ 

2021年度 大学入学共通テスト時間割  



 

 

 

 

 

 

受験中の注意点    問題冊子に解答を控える。自己採点は受験中に始まっている！ 

 時間との戦いになる共通テスト。しかし正確にマークするためには、焦りは禁物。解き始める前

に見直し時間も含めた時間配分をすることが必要。そのうえでマークミスをしないよう解答するこ

と。まず、問題冊子に解答をチェックし、大問ごとにまとめてマークすることで、記入欄のズレな

どのマークミスを防ぐことができます。これは、正確な自己採点をするためにも重要。記憶だけに

頼った自己採点にならないよう、きちんと解答を控えること。見直しによって発見した間違いを訂

正する際には、マークシートだけでなく問題冊子の控えも修正することを忘れないように。 

自己採点の仕方①    「正解・配点一覧」を使って自己採点。計算間違いに注意！ 

 国公立志望、私立理系志望など、共通テストを 2日にわたって受験する者は、絶対に 1日目終了

時点で自己採点してはいけない。自己採点の結果が良くても悪くても、緊張が切れ、翌日に響く。

自分の受験する試験がすべて終了したら、新聞や各予備校サイトに載っている「正解・配点一覧」

を使って自己採点する。受験中に問題冊子に控えておいた解答番号と見比べながら、正誤をチェッ

クしていくこと。あとは正誤に従って、配点に注意しながら得点を合計していく。計算ミスを防ぐ

ため、小計・総得点の計算は時間をかけて慎重に何度も行うこと。 

 自己採点の仕方②    集計カードに自己採点結果を転記。最後まで正確に！ 

 転記ミスに気をつけて自己採点結果を集計カードに書き写す。出願時の資料となる合格可能性判

定はこの提出用の集計カードがもとになる。転記の際にミスをしてしまうと、せっかく正しい自己

採点結果が出ていても、実際とは異なる判定が出てしまうことがあるので、注意深く転記すること。

また、名前や志望校などについてもしっかりと確認すること。 

↓（共通テスト後は･･･） 
 

1/18（月）自己採点集会 自己採点集計カードを提出（朝:生物講義室、SHR後:視聴覚教室） 

1/22（金）共通テスト説明会、面談開始 国公立大、私大共通テスト利用出願について 

1/25（月）～2/5（金）国公立大出願 出願期間が短いので注意！事前に出願書類を取り寄せる！ 

  出願締め切りが必着か当日消印有効かを確認。インターネット出願は何時までかを確認。 
 
 
 

入試に関する Q&A 

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「問い合わせ大学」に連絡し、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、「受験上の注意」に明記されている。な 
お、2021年度大学入学共通テストの追試験は 1月 30日（土）・31日（日）に大阪大学で実 
施予定。 

 
Q2･･･共通テスト後の得点調整とは？ 
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、2021年度大学入学共通テストの得点調整実施の有無の発表は 1月 22日（金） 
の予定。 

 
 
 

 
 
Q3･･･「志願倍率」、「実質倍率」の違いとは？ 
A3･･･ひと口に倍率といっても「志願倍率」と「実質倍率」の２種類がある。「志願倍率」とは、 

「志願者数÷募集人員」のことで、志願者とは実際に大学に出願した人のこと。「志願倍率」 
ではその大学の人気度がわかる。一方「実質倍率」は、「受験者数÷合格者数」のことで、 
実際の試験での競争率がわかります。出願はしたものの、試験当日までに第 1志望校の合格 
が決まった受験生などは受験しない場合があり、「志願者数と受験者数が違う」といったこ 
とが起こる。また、入学辞退者を見込む大学は、募集人員よりも多めに合格者を発表するた 
め「募集人員と合格者数が違う」ということも起こる。このように「志願倍率」と「実質倍 
率」では数値も意味も異なるので、単に「倍率」といった場合には、どちらの倍率を意味す 
るのか注意が必要。 

 
Q4･･･大学は何校まで出願できる？  
A4･･･国公立大一般選抜の場合は、前期・中期・後期の各日程から 1つずつ、最大 3つの大学・学 

部への出願が可能。私立大などは、試験日程が重ならなければ出願に制限はない。第 1志望 
校を中心に、うまくスケジュールを立てて出願校を考えよう。 

 
Q5･･･「二段階選抜」とは？  
A5･･･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。 

 
 
2年の 3学期は、3年 0学期と言われています。この冬休み、「受験」に向けて

動けましたか？ここで始められなかった人は、少しでも遅れを取り戻していける
ように取り組んでいきましょう。1月 21日の HRでは、来年 1年間の大まかなスケ
ジュール・学習計画の立て方を説明します。この時期は大学入学共通テストまで
ちょうど 1年の時期です。もちろん１～2月の一般入試まで粘らないといけません

が、まずは 1年後の 1月に向けて年間計画を立てていきましょう。計画を立て受験勉強を進めていく
際は、本日の進路別対策説明会で学んだことを活用してください。自分で計画を立てられるようにな
ると、学力はグッと伸びます。希望の進路に向かって一緒に頑張っていきましょう。 

 
2021年が始まり、みなさんは早くも 2年生になりますね。学習内容もどんど

ん難しくなり、意識も行動も 1年生のままでよいというわけにはいきません。3
学期は 2年生をスムーズに始めるための準備期間と考え、必ずこれまでの学習内
容を復習しておきましょう。 
また、1月 21日の進路 HRでは学年末試験に向けての目標設定。28日に行われ

る進路講演会では、予備校の先生に来ていただき大学進学や 2年生に向けての心構えなどとても大
切な話をしていただきます。今後の自分のために、しっかり吸収してくださいね！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★「進路だより」は保護者の方にも見せてください★ 

 1年生 

2年生 


