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2021 入試

ベストセレクション 大学入学共通テスト

地理Ｂ

重要問題集

効率的な入試対策に！センター試験と共通テストの問題を徹底分析！

実教出版編修部
１．大学入学共通テスト出題形式について
巻頭には，大学入学共通テスト試行調査の出題
形式分析を掲載している。過去２回の試行調査の
出題形式は，基本的にはこれまでのセンター試験
と大きく変わることはなく，これまでのセンター
試験対策を行っていれば，十分に対応が可能であ
る。一方で，新傾向の問題も出題されている。仮
説にいたる過程や前提条件を考えるような問題，
複数の資料を同時に判読する力を図るような問題
などが出題されている。このような傾向について，
実際の問題を例にあげて解説しているので，本誌
の問題に取り組む前に，必ず目を通しておきたい
部分である。
２．問題構成
過去 10 数年分のセンター試験問題（追試も含
はじめに

む）を分野ごとに分類し，その代表的な問題を掲

「ベストセレクション」シリーズに新たに地理

載している。章立てと内容は，下記の通りである。

Ｂが加わることになった。これまでの他科目のシ

第１章

リーズと同様，本誌１冊で令和３年（2021 年）

１

地図

度からスタートする大学入学共通テスト対策が出

２

調査・地形図

来る構成となっている。地理Ｂの出題分野を全て

第２章

網羅し，各分野とも基礎問題と標準問題を掲載し

３

地形

ている。また，巻末には第１回共通テスト試行調

４

気候

査（平成 29 年度実施）と第２回共通テスト試行

５

防災

調査（平成 30 年度実施）を全問収録している。

６

地球的課題

さらに，受験生が苦手とする統計問題のポイント

第３章

となる主要統計とその着目点も掲載している。別

７

農林水産業

冊解答は，ほぼ全ての選択肢ごとに丁寧な解説を

８

資源・エネルギー

掲載している。次に，本誌の特徴について細かく

９

工業

紹介したい。

10

交通・通信・貿易・商業・観光
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地図と地理的技能

自然環境と防災

資源と産業

第４章

人口・村落・都市

11

人口

12

村落・都市

質問を受けることはないだろうか。その質問には
「統計は“覚える”のではなく“読み解く”こと
がポイント」と答えることを提案したい。どのよ

第５章

生活文化・民族・宗教

うな国や地域が上位にランクインしているか？

第６章

地誌

その割合からどのような特徴を読み取ることが出

このように，これまでのセンター地理の出題分
野を全て網羅した構成である。そして，各章とも
基礎問題と標準問題を掲載している。基礎問題は，

来るか？

上位ダントツなのか分散なのか？国や

地域に共通項があるか？

……などである。

とはいえ，そのような傾向を読み取るには訓練

基礎的な知識や技能をはかる問題で，いわゆる教

が必要である。本誌に掲載している各統計の近く

科書レベルの問題である。この基礎問題は，全問

には，その「読み解く」ためのヒントを掲載して

正解したい問題である。標準問題は，基礎的な知

いるので，それをもとに統計を眺めてみると“読

識や技能を前提とした問題で，いわゆるセンター

み解く”という意味が分かるだろう。

試験の標準的な問題である。そして，一部の分野
には，共通テストを意識した発展的な創作問題も

５．別冊解答について

あり，共通テストで高得点をねらう受験生には是

別冊解答に詳しい解説を掲載している。これだ

非ともチャレンジしてもらいたい。まずは基礎問

け多くの問題を掲載し，さらに，ほぼ全ての問

題を解いて確認をし，標準問題で定着度を測ると

題・選択肢に対し，詳細な解説を掲載している問

いった順に取り組んでいきたい。

題集は，他に類がないと思われる。全ての選択肢

各問題とも側注には，解法のヒントを掲載して

に解説を掲載しているので，何が誤っているのか，

いるので，これをヒントにしながら解いていきた

正しいのか，さらに，何がどう誤っているのか，

い。もしくは，解いた後の確認に使いたい。

正しいのかが理解できるようになっている。

３．巻末演習について

ように，正答の解説，続いて他の選択肢の解説と

解説の順は，まずは正答の解説から確認できる
過去２回分の試行調査問題を全問収録している。 いう順で掲載している。
総仕上げの力試しに使うことが出来る。取り組む
際は，本番同様，60 分しっかり計って，解答ペー
スをつかみたい。第１回試行調査の解答数は 30 問，

おわりに
最後に，本誌の利用法について想定してみる。

第２回は 32 問なので，１問につき最大約２分で

別冊解答に詳細な解説があるので，家庭学習用の

解答することになる。しかし，約２分かけてしま

教材として用いるのはもちろんのこと，学校の授

うと，見直しをすることが出来ない。また，統

業における共通テスト対策にも用いることが出来

計・資料解析問題や地形図問題などは，時間がか

る。例えば，授業進度に合わせ，毎時の授業終了

かる。よって，その辺りも計算に入れて解いてい

時の 10 分前に，その日学習した分野の問題を解

きたい。ちなみに，例年センター試験の解答数は

いて，復習に使うといった方法が想定される。

35 問である。

いずれの場合も，間違えた問題には印を付けて

参考までに，大学入試センターが公表した第２
回の平均点は，60.02 点であった。

おき，全問解き終わった後に，今度は印を付けた
問題をもう一度解いてみる。そのようにすること
で，定着を図ることが出来る。

４．巻末資料について

是非一度手に取っていただき，眺めていただき

主要な統計とその着目点を掲載している。生徒

たい。

から「統計は何位まで覚えたらよいか？」という
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＊見本本ございます（営業部直通 TEL 03-3238-7777）

Best Selection
2021年入試！
大学入学共通テスト

ベストセレクションシリーズ
完全
新刊

地理 B 重要問題集
Wordデータ用意

B5判／168p（別冊解答 56p）／定価（本体 800円＋税）
「大学入学共通テスト

地理Ｂ」の設問の種類は「センター試験

地理Ｂ」と大きくは変わりません。本書は過去のセンター試験を
分析し、良問を精選。大学入学共通テストに対応できる充分な演習
が可能です。大学入学共通テストの二回分の試行調査も収録し、
本番を想定した演習もおこなえます。

センター試験の問題を

基本問題（教科書レベルの知

識や技能で正答を導ける問題）
と

応用問題
（複数の知

識や技能が求められる問題）に分類して掲載。
レベル別

ヒント

の段階的な演習で基礎力と実践力を養えます。

基本
問題

Best
Selection

設問とセットで解法のヒントを
掲載。問題に応じた解法テク
ニックや問題を解く際の着眼点
を確認できます。

応用
問題
ヒント

ヒント

巻末に主要統計とその着眼点を掲載。
着眼点を掲載 １つ１つの統計問題からは見えてこない「全体の傾向」を演習後
に確認することで、さまざまな統計問題に対応可能な素地を養えます。
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Best Selection
2021年入試！

ベストセレクションシリーズ

センター試験対策の定番「ベストセレクション」の後継版

大学入学共通テスト対策はこれで万全！

大学入学共通テスト重要問題集
Wordデータ用意

世界史 Ｂ
B5判／200p（別冊解答 80p）／定価（本体 800円＋税）

日本史 Ｂ

B5判／192p（別冊解答 80p）／定価（本体 800円＋税）

現代社会

B5判／192p（別冊解答 72p）／定価（本体 780円＋税）

倫理

B5判／192p（別冊解答 72p）／定価（本体 780円＋税）

政治・経済

B5判／192p（別冊解答 72p）／定価（本体 780円＋税）

ヒント

設問とセットで解法のヒントを掲載。問題に応じた解法

別冊解答には丁寧な解法の

テクニックや問題を解く際の着眼点を確認できます。

ヒントと解説を掲載しました。
ヒント

ヒント

ヒント

Check
& Answer

問題（類題）
演習

単元毎に
必須事項を確認

分野・パターン別に
実力養成

試行調査
（プレテスト）
実戦演習
※紙面は政治・経済のものです

実教出版株式会社

http://www.jikkyo.co.jp/

■本
社 〒102-8377 東京都千代田区五番町5番地
■ 大阪支社 〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル
■ 九州支社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル
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TEL：03-3238-7777 FAX：03-3238-7755
TEL：06-6397-2400 FAX：06-6397-2402
TEL：092-473-1841 FAX：092-471-7529

