
全国入試模試センター

リスニングの音声について

受験結果  WEB 掲載について

受験パターン 解答時間
理科1科目め 理科2科目め

Ⓐ 理科①から2科目選択 ○
60分で 2科目解答 —

Ⓑ 理科②から1科目選択 ○ —

Ⓒ 理科①から2科目選択+
理科②から1科目選択

○
理科①を 60分で 2科目解答

○
理科②を解答

Ⓓ 理科②から2科目選択 ○ ○
注）（2）地歴・公民の科目選択は「地歴 1 科目」「公民 1 科目」「地歴 2 科目」「地歴 1 科目＋公民 1 科目」のいずれかになります。

地歴・公民２科目受験の場合、本模試では公民２科目の受験はできません。地歴Ａ科目の出題はありません。

第2回 駿台atama＋共通テスト模試

試 験 科 目 公開会場・オンライン受験共通

教科・科目 出題範囲 時間（配点）
英語（リーディング）コミュニケーション英語Ⅰ ､ 80分（100点）
英語（リスニング）コミュニケーション英語Ⅱ ､ 英語表現Ⅰ 30分（100点）

数学①

「数学Ⅰ」または「数学Ⅰ・数学Ａ」
数学Ⅰ…全範囲　
数学Ａ…※場合の数と確率　※整数の性質　※図形の性質
※は選択問題として出題し、２題選択とします。

70分（100点）

数学②

「数学Ⅱ」または「数学Ⅱ・数学Ｂ」
数学Ⅱ…全範囲　
数学Ｂ…※数列　※ベクトル　※確率分布と統計的な推測
※は選択問題として出題し、２題選択とします。

60分（100点）

国  語 国語総合 80分（200点）

理
科

①

物理基礎 全範囲

1科目〜3科目
選択

注（1）参照
理科①は
2科目で

60分（各50点）
理科②は

1科目につき
60分（100点）

化学基礎 全範囲
生物基礎 全範囲
地学基礎 全範囲

②

物　理 物理基礎：全範囲
物理：力学 気体と熱 波動 電磁気（電場と電位）

化　学
化学基礎：全範囲
化学：物質の状態と平衡 物質の変化と平衡 無機物質

有機化合物（芳香族化合物を除く）

生　物
生物基礎：全範囲　
生物：生命現象と物質（細胞と分子、代謝、遺伝情報の発現）

生殖と発生（減数分裂と受精、遺伝子と染色体）

地　学 地学基礎：全範囲
地学：全範囲

地  歴
世界史 B 全範囲（現代（戦後）は除く）

1科目または
2科目選択
注（2）参照

1科目につき
60分（100点）

日本史 B 全範囲（現代（戦後）は除く）
地 理 B 全範囲

公  民 

現代社会 全範囲
倫　理 全範囲

政治・経済 全範囲（国際政治・国際経済は除く）
倫理、政経 全範囲（国際政治・国際経済は除く）

注）（1）理科の受験パターンは下記のいずれかとなります。第 1 解答科目および理科①は理科 1 科目めの時間にご受験ください。

リスニングの音声を、試験終了後の7月下旬より駿台ホームページから聴くことができます。
音声の一部またはすべてを掲載しない場合があります。

受験前登録
受験番号が確認できたら、続けて受験前登録をしましょう。
正しい成績処理、志望校判定、個人成績表の返却のために、必ず受験
前登録を行ってください。

試験前日までの登録を推奨します。
試験当日に登録が確認できない場合、試験会場でお声がけさせていた
だくことがあります。

受験生基本情報、受験科目、志望校・学部・学科等登録項目

ログイン（マイページ）＞駿台模試＞受験前登録
マイページ登録サイト

模試実施日当日まで登録期限

a) 公開会場時間割 ※会場によって異なる場合があります。時間割は受験票、
　受験番号お知らせメール等でご確認ください。

＜U1（地歴公民１科目受験者）＞
教　科 試　験　時　間

地歴公民１科目   9：40 〜10：40（ 60 分）
国　語 10：50 〜12：10（ 80 分）

英語・リスニング 12：20 〜13：00（ 40 分）
昼　食　・　休　憩

英語・リーディング 13：40 〜15：00（ 80 分）
数　学 ① 15：10 〜16：20（ 70 分）
数　学 ② 16：30 〜17：30（ 60 分）

理科
1 科目め 17：40 〜18：40（ 60 分）
2 科目め 18：45 〜19：45（ 60 分）

注）地歴公民を受験しない方はU1で申込みください。
注）各教科の試験開始５分前より入室開始します。

＜U2（地歴公民2科目受験者）＞
教　科 試　験　時　間

地歴公民１科目め   8：30 〜  9：30（ 60 分）
地歴公民2科目め   9：40 〜10：40（ 60 分）

国　語 10：50 〜12：10（ 80 分）
英語・リスニング 12：20 〜13：00（ 40 分）

昼　食　・　休　憩
英語・リーディング 13：40 〜15：00（ 80 分）

数　学 ① 15：10 〜16：20（ 70 分）
数　学 ② 16：30 〜17：30（ 60 分）

理科 1 科目め 17：40 〜18：40（ 60 分）
2 科目め 18：45 〜19：45（ 60 分）

注）地歴・公民の第１解答科目は地歴公民１科目めの
時間に受験してください。

・理科は受験パターンに従って、受験してください。
・9：30～9：40（10分）と、18：40～18：45（5分）は、続けて受験する方の待機時間となります。
※全ての教科を受験する必要はありません。志望大学の必要科目に合わせて受験してください。
※公開会場の英語・リスニングは一斉放送で実施します。

志望校の判定について
●第８志望まで判定します。
●原則として、国公立大学および私立大学の大学入学共通テスト利用型入試（方式）は、
2023年度大学入学共通テスト（2023年1月実施）の科目・配点で、また、その他の一般
入試（方式）は2023年度入試の個別学力試験の科目・配点で志望校判定を行います。

●原則として、国公立大学は前期日程より２志望以内、後期日程より２志望以内の最大
４志望とします。

　ただし、公立大学中期日程・独自日程は上記条件にとらわれず志望できます。
●地歴・公民、理科②において、第１解答科目を採用する大学を志望した場合は、本模
試では原則として第１解答科目として受験した科目を志望校判定に用います。ただし、
一部の大学で、特別な対応を行う場合もあります。

●理科②を受験して、理科①を課している大学を志望した場合の成績の利用方法は大
学の発表に準じます。

●専門職大学、短期大学の志望校判定は行いません。

8/14（月）から6か月間 掲載予定日

ログイン（マイページ）＞駿台模試＞模試結果確認
PDF 形式でダウンロードできます。

マイページ掲載サイト

マイページから退会手続を行った場合には、返却できません。
一度削除したコンテンツは再掲載できません。

返却についての注意事項

●個人成績表
　マーク答案自体は返却しませんが、マーク正答状況を表示します。
●各種成績資料
　平均点表等、大学別合格ライン

掲
載
資
料

受験完了すると、その場で採点され、得点がすぐにわかります。
オンライン受験の採点結果

高3生・高卒生対象 マーク式2023／2024

a)公開会場実施日 b)オンライン受験期間 受　付　期　間 オンライン受験の採点結果

個人成績表

●a)公開会場（紙ベース）受験、b)オンライン受験のいずれかを選べます

※インターネット申込みのみです。受付期間を過ぎますと
新規申込みやお申込み内容の変更はできません。

受験完了直後（受験サイトで即時採点）2023年 2023年

受験開始可能時間：6:00～ 22:007/16（日） 7/１５(土)～7/24(月) 5/10（水）～7/6（木）

b) オンライン受験 開始可能時間
オンライン受験の場合、受験期間中6：00 ～22：00で自由に受験いただけます。
22:00までに開始した科目は、終了するまで受験できますが、22:00以降に別の科目を
開始することはできません。

※両模試の受験科目が、入試の要件を満たしていない場合はドッキング判定を行いません。

ドッキング判定
第2回駿台atama＋共通テスト模試

第1回京大入試実戦模試
＜駿台・Z会共催＞ 

第1回東大入試実戦模試
＜駿台・Z会共催＞ 

8/14(月)からWEB掲載予定


