
Ｚ会で共通テストを徹底攻略!

※価格はすべて2022年5月1日現在の定価（税込）です。
※書籍の内容・価格・デザイン等は、予告なく変更する場合があり

ます。

共通テスト
対策教材カタログ

20232023
年用年用

共通テストドリル
英語 リーディング／英語 リスニング
10 minutes

パワーマックスシリーズ 直前トライアル

シリーズ累計30万部
１回10分の演習で
形式に慣れる！

教科ごとの演習に！ 全教科のプレテスト

Ｚ会共通テスト対策教材
ラインナップ 1
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数学 7
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地歴・公民 11
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全教科セット 13

店頭販売書籍 13

スキャネットシート® 15

採用特典 17
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Ｚ会が共通テストを
徹底分析！
指導に役立つアドバイスもお届けします

５月発刊
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Z会 共通テスト対策教材ラインナップ

書籍情報
対応教科・掲載ページ
販売形態・付属品など
使用時期

英
語

共通テストドリル
英語リーディング／英語リスニング 10 minutes
定価 各858円

［バラシ納品］ 問題･解答とも可 ※30名以上 ※１梱包45部

●英語リーディング ・・・・・・・・・ p3
●英語リスニング ・・・・・・・・・・・ p5

学校専用  本文データ  WEB音声
Google

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

共通テスト対応模試 英語リーディング／英語リスニング
パワーマックス８／パワーマックス５
定価 ８：各990円／５：各770円

［バラシ納品］ 問題･解答とも可

●英語リーディング ・・・・・・・・・ p3
●英語リスニング ・・・・・・・・・・・ p5

学校専用  本文データ  WEB音声
Google  スキャネット

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

パワーマックス 共通テスト対応模試
英語リーディング 40×10
定価 880円

［バラシ納品］ 問題･解答とも可

●英語リーディング ・・・・・・・・・ p4
学校専用  本文データ  Google

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

数
学

共通テスト 分野別演習 数学I･A/II･B
定価 935円

●数学I・A/II・B ・・・・・・・・・・・・ p7
学校専用  Google

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

共通テスト対応模試 数学I・A／数学II・B
パワーマックス８／パワーマックス５
定価 ８：各770円／５：各495円

［バラシ納品］ 問題･解答とも可

●数学I・A/II・B ・・・・・・・・・・・・ p7
学校専用  本文データ  スキャネット

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

パワーマックス 共通テスト対応模試
数学I・A／数学II・B ハーフ＋フル
定価 各880円

［バラシ納品］ 問題･解答とも可

●数学I・A/II・B ・・・・・・・・・・・・ p8
学校専用  本文データ

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

国
語

共通テスト 分野別対策 ベーシックマスター
国語 現代文 ／国語 古文･漢文
定価 各935円

［バラシ納品］ 解答のみ可 ※30名以上 ※１梱包45部

●国語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p9
学校専用  本文データ  Google

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

共通テスト対応模試 国語
パワーマックス８／パワーマックス５
定価 ８：各990円／５：各770円

［バラシ納品］ 問題･解答とも可

●国語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p9
学校専用  本文データ  Google  

スキャネット

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

書籍情報
対応教科・掲載ページ
販売形態・付属品など
使用時期

国
語

パワーマックス 共通テスト対応模試
現代文８／古文・漢文８
定価 各660円

［バラシ納品］ 問題･解答とも可

●国語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ p10
学校専用  本文データ  Google  
高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

地
歴

共通テスト 分野別対策 ベーシックマスター
日本史B／世界史B
定価 日本史Ｂ：913円／世界史Ｂ：880円

［バラシ納品］ 問題･解答とも可

●地歴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ p11
学校専用  本文データ  Google

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

パワーマックス 共通テスト対応模試
日本史B／世界史B／地理B
定価 各770円

［バラシ納品］ 問題･解答とも可

●地歴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ p12
学校専用  Google  スキャネット

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

理
科

パワーマックス 共通テスト対応模試
化学基礎／生物基礎／物理／化学／生物
定価 理科基礎：各660円／理科：各770円

［バラシ納品］ 問題･解答とも可

●理科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ p12
学校専用  本文データ  スキャネット

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

全
教
科

共通テスト 直前トライアル 全教科セット
定価 1,078円

［バラシ納品］ 問題のみ可

●全教科セット ・・・・・・・・・・・ p13
学校専用  WEB音声  スキャネット

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

店
頭
販
売

ハイスコア！ 共通テスト攻略
定価 各1,210円

●全15冊 ・・・・・・・・・・・・・・・ p14
店頭販売  WEB音声

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

共通テスト 過去問英数国
定価 1,650円

●英語（リーディング・リスニング）
●数学I・A・II・B
●国語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ p14

店頭販売  WEB音声

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

共通テスト 実戦模試
定価 英語リーディング・国語　　　　　　 ：各1,430円
　　 英語リスニング・数学I・A・数学II・B    ：各1,320円
　　 化学基礎・生物基礎　　　　　　 　 ：各1,045円
　　 その他　　　　　　 　　　　　　　：各1,375円

●全14冊 ・・・・・・・・・・・・・・・ p14
店頭販売  WEB音声

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

共通テスト 予想問題パック
定価 各1,375円（予価）

●全教科セット ・・・・・・・・・・・ p13
店頭販売  WEB音声

高２ 高３
後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

５月発刊

６月発刊

５月発刊

７月発刊

10月発刊

８月発刊

８月発刊

８月発刊

６月発刊

６月発刊

６月発刊

６月発刊

7月発刊

学校専用  学校専用書籍 本文データ  CD-ROM にて本文データ提供対象書籍（くわしくは p17）

店頭販売  店頭販売書籍 Google  Googleドライブ経由データ提供対象書籍（くわしくは p17）

スキャネット  スキャネットシート使用可能書籍（くわしくは p15） WEB音声  英語リスニング音声ダウンロード・ストリーミング
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見本請求はこちら

共通テストドリル 
英語 リーディング
10 minutes 改訂第２版

▲

Z会編集部 編  

▲

B5判  

▲

定価 858円（税込）  

▲

問題編136ページ、別冊解答・解説編104ページ

２色刷りで復習しやすい解答・解説で、
自学自習にも最適です。

解答・解説編

▼

解答・解説編

▼

問題編
Ｚ会オリジナルの共通
テスト予想問題です。

1回10分×32回

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

書
店
で
販
売
し
ま
せ
ん

学
校
専
用

英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

問題構成
回 共通テスト対応番号 問題内容 回 共通テスト対応番号 問題内容

第１～４回 第１問A・B メモや告知の読み取り 第１７～２０回 第４問 レポートや資料の読み取り
第５～８回 第２問A 身近な資料の読み取り 第２１～２４回 第５問 伝記や起源の読み取り
第９～１２回 第2問B 意見文の読み取り 第２５～２８回 第６問A 説明文の読み取りA
第１３～１６回 第３問A・B 日常の出来事の読み取り 第２９～３２回 第６問B 説明文の読み取りB

※本番１回分の問題を８回（各10分）に分けて演習します。（全部で本番４回分の演習ができます）

５月発刊

詳しく丁寧な解説
前半のCEFR A1レベルの問題から後半のB1レベルの問題まで順に取り組みます。後半の問題では「構文解説」で本文中の
重要な構文を取り上げ、解説しています。「語句」や「全訳」とともに、英文理解をしっかりサポートします。

1回10分の共通テスト 英語リーディング対策！

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF ●Word

Googleドライブ経由データ提供
●書籍本文データ（Word/Googleドキュメント）
●生徒解答用フォーム

バラシ 30名以上
バラシ可

改訂のポイント 
2022年度本試験の傾向に合わせて「全体の約1/3」差し替え 

・「写真と箇条書きの説明」から読み取る形式の問題（第1問A）
・記事を読み取り、意見の要約文やタイトルを選ぶ問題（第2問B）
・ストーリー展開や感情の変化を時系列順に並び替える問題（第3問B）など

2022年度の本試験に出題された
主要な出題形式を網羅

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期共通テスト 英語リーディング対応模試

2023年用  パワーマックス８／パワーマックス５
共通テスト対応模試 英語 リーディング

6月発刊

▲

Ｚ会編集部 編  

▲

B5判  
パワーマックス８：

▲

定価 990円（税込）  

▲

問題編288ページ、別冊解答・解説編192ページ
パワーマックス５：

▲

定価 770円（税込）  

▲

問題編180ページ、別冊解答・解説編120ページ

5回または8回の模擬テストで共通テスト対策は万全
本試験や試行調査の徹底的な分析に基づいたオリジナル模試を収録しています。“共通テスト
独特の設問形式や大問構成に慣れる”、“時間配分を意識する”といった実戦力を養成できます。

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF ●Word

Googleドライブ経由データ提供
●生徒解答用フォーム

バラシ バラシ可

出題難易度
一覧

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第８回

パワーマックス８
標準 標準 標準 標準 標準

標準 標準 標準
パワーマックス５ ー ー ー

■ 部分は、『パワーマックス８ 共通テスト対応模試』と『パワーマックス5 共通テスト対応模試』とで共通の問題です。

改訂のポイント 
第1回〜第２回で最新傾向を収録 
・第３問B、第５問は最新形式を取り入れて全回改題。
・出題の一部でイギリス英語を使用した本文、推論発問＊も引き続き出題

2023年用  パワーマックス共通テスト対応模試 
英語 リーディング40×10

▲
Z会編集部 編  

▲

B5判  

▲

定価 880円（税込）
▲

問題編192ページ、別冊解答・解説編120ページ
※『パワーマックス５ 共通テスト対応模試 英語リーディング』と共通の問題です。

授業時間内で解ける40分のテスト10回分
共通テスト英語リーディングの予想問題を、授業時間内で解けるように２つに分割し、それぞれ40分で解答可能な試験
10回分（本番５回分）にまとめた問題集です。共通テスト対策導入期から実力養成期まで通してお使いいただけます。

＊英文上に書かれていないことを文脈から読み取って判断・推論させる問題

6月発刊

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF ●Word

Googleドライブ経由データ提供
●生徒解答用フォーム

バラシ バラシ可

改訂のポイント 
第1回〜第２回・第6回〜第７回に最新傾向を収録 
・第３問B型、第５問型は最新形式を取り入れて全回改題
・イギリス英語を使用した本文、推論発問＊も引き続き出題

演習量を増やし、共通テ
スト形式の問題にさらに
慣れるための「プラス１
問題」を各回１問出題。

プラス１問題
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見本請求はこちら

共通テストドリル 
英語 リスニング 
10 minutes 改訂第２版

▲

Z会編集部 編  

▲

B5判  

▲

定価 858円（税込）

▲

問題編112ページ、別冊解答・解説編104ページ

詳しく丁寧な解説
正解の選択肢や、解説中にポイントとなる部分を色文字で表しています。「スクリプト」と「和訳」は左右で対照させて、内容理
解がしやすくなるようレイアウトを工夫しました。大問ごとに「解き方のPoint」コーナーを設け、注目して聞き取る点についての
アドバイスを挙げています。「語句」や「全訳」とともに、英文理解をしっかりサポートします。

回 共通テスト対応番号 問題内容 回 共通テスト対応番号 問題内容

第1～5回
第１問A 短い発話の聞き取り

第11～15回
第２問 短い対話の聞き取り（イラスト）

第４問A 指示・説明の聞き取り 第６問A 対話の聞き取り

第6～10回
第１問B 短い発話の聞き取り（イラスト）

第16～20回
第３問 短い対話の聞き取り

第６問B 議論の聞き取り 第４問B 複数の説明の聞き取り
第21～25回 第５問 講義の聞き取り

※本番１回分の問題を５回（各10分）に分けて演習します。
（全部で本番５回分の演習ができます）

▲問題編 ▲解答・解説編

共通テストの出題形式から２種類を組み
合わせてオリジナル問題を出題。難易度と
聞き取る英文の量が均等になるよう工夫
しました。

1回10分×25回

見やすい2色刷りと丁寧な
解説で理解しやすいです。

解答・解説編

パワーアップドリル

音声をもう一度聞いて、別問題やディクテーションで復習できる「パ
ワーアップドリル」を毎回出題。発音や聞き取りのポイントや本文中の
語句の復習もついています。ハイスピード読みにもチャレンジします。

5回または8回の模擬テストで共通テスト対策は万全
様々な資質・能力が問われる共通テストに柔軟に対応できる力を養うため、本試験や試行調査の徹底的な分析に基づいたオ
リジナル模試を収録しています。“共通テスト独特の設問形式や大問構成に慣れる”、“時間配分を意識する”といった実戦力を
養成できます。

2023年用  パワーマックス８／パワーマックス５
共通テスト対応模試 
英語 リスニング

問題構成

▲

Ｚ会編集部 編  

▲

B5判 
パワーマックス８：

▲

定価 990円（税込）  

▲

問題編224ページ、別冊解答・解説編160ページ
パワーマックス５：

▲

定価 770円（税込）  

▲

問題編140ページ、別冊解答・解説編100ページ

改訂のポイント 
第4問A／第6問Bを本試験に合わせて差し替え（全25回分の8回分程度）
・イラスト並べ替え問題の追加や設問文の表記を本試験と同様の形式に変更することも行いました。
・新作問題については、話者のバリエーションを増やしました。
・全回分、ハイスピード音声をダウンロードにてご提供します。
・ハイスピード版も含め、本書籍全体で12人の話者を収録し、多様な音声を聞き取る力を育成します（米6人、英3人、豪1

人、非母語話者2人）。

改訂のポイント 
全体を通して、ほぼ2022年度型に対応
・第1・2回の出題内容は2022年度本試験に完全対応。
・第3回～第7回までの5回分に第6問Bの新作問題を掲載。音声はアメリカ英語以外にもイギリス英語や非母語話者のナ

レーターを追加しました。書籍全体で10人以上が吹き込みに参加することで、多様性を確保しています。
・本試験第4問Aで出題されたイラスト並べ替え問題を５回分掲載（第1,2,5,7,8回）、昨年度までのグラフ型問題も新作

を含む3回分掲載しています（第3,4,6回）。

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期1回10分の共通テスト 英語リスニング対策！

共通テスト 英語リスニング対応模試

５月発刊

6月発刊

書
店
で
販
売
し
ま
せ
ん

学
校
専
用

英
語
リ
ス
ニ
ン
グ

WEBWEB
音声音声

ダウンロード・ストリーミング
ご採用時、授業用に献本と同数の音声CDを進呈
※原則として、生徒様にはダウンロード・ストリーミングで音声を聞いていただきます。ただし、生徒様への

音声CDの配布が不可欠な場合、必要数をお知らせください。無償でご提供いたします。

WEBWEB
音声音声

ダウンロード・ストリーミング
ご採用時、授業用に献本と同数の音声CDを進呈
※原則として、生徒様にはダウンロード・ストリーミングで音声を聞いていただきます。ただし、生徒様への

音声CDの配布が不可欠な場合、必要数をお知らせください。無償でご提供いたします。

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF ●Word

Googleドライブ経由データ提供
●生徒解答用フォーム

バラシ バラシ可

出題難易度一覧
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第８回

パワーマックス８ 標準 標準 標準 標準 標準 やや難 やや難 やや難
パワーマックス５ ー ー ー

■ 部分は、『パワーマックス８ 共通テスト対応模試』と『パワーマックス5 共通テスト対応模試』とで共通の問題です。

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF ●Word

Googleドライブ経由データ提供
●書籍本文データ（Word/Googleドキュメント）
●生徒解答用フォーム

バラシ 30名以上
バラシ可
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2通りの考え方を読み取り、
それらについて批判的に考
察することを通して、関数の
最小値を求める問題の解決
過程における誤りを見抜く力
が求められています。

(1)での考察を踏まえて、関
数の最小値を求める問題を
正しく解決するための見通し
を立てる力（構想力）が求め
られています。

書
店
で
販
売
し
ま
せ
ん

学
校
専
用

数
学

共通テスト 分野別演習  
数学I･A/II･B 改訂第２版

▲

Z会編集部 編  

▲

B5判  

▲

定価 935円（税込）

▲

問題編232ページ、別冊解答・解説編136ページ

「実力アップテスト」を試験1回分収録
問題編の巻末には、「数学I」、「数学A」、「数学II」、「数学B」に分けた1回30分程度の「実力アップ
テスト」を収録しています。時間配分を意識した演習と解説を授業時間内で行えます。

全15章の分野別の構成 
授業と並行して取り組みやすい分野別の構成です。基本事項や定理・公式などをまとめた「要点整理」、これらの理解・定着を目的
とした「練習問題」、本番で想定される出題形式に合わせた「実戦問題」に取り組み、知識・技能と思考力・判断力を伸ばします。

共通テスト数学対策 最初の１冊！

共通テスト 数学対応模試

▲

Ｚ会編集部 編  

▲

B5判 
パワーマックス８ ：

▲

定価 770円（税込）

　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  ▲
 I・A 問題編２32ページ、別冊解答・解説編88ページ（予定）

　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  ▲

II・B 問題編192ページ、別冊解答・解説編80ページ（予定）
パワーマックス5 ：

▲

定価 495円（税込）

　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  ▲
  I・A 問題編136ページ、別冊解答・解説編52ページ（予定）

　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  ▲
 II・B 問題編120ページ、別冊解答・解説編48ページ（予定）

5回または８回の模擬テストで共通テスト対策は万全
本試験や試行調査の徹底的な分析に基づいたオリジナル模試を収録しています。「処理力を問う設問」「解決過程を振り返る力
を問う設問」「事象から問題を見いだす力を問う設問」をバランスよく出題。出題形式、出題パターンに慣れるのに最適です！

2023年用  パワーマックス８／パワーマックス５
共通テスト対応模試 数学I･A 
共通テスト対応模試 数学II･B

出題難易度一覧
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第８回

パワーマックス８ 標準 標準 標準 標準 標準 やや難 やや難 やや難
パワーマックス５ ー ー ー

■ 部分は、『パワーマックス８ 共通テスト対応模試』と『パワーマックス5 共通テスト対応模試』とで共通の問題です。

６月発刊

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF

バラシ バラシ可

▼問題編

▼解答・解説編

x、y の2つの変数をもつ関数の最小値の
求め方について考察していく問題です。

問題の概要

「実戦問題」

▲問題編 p.37  実戦問題 10

要点整理
各分野の知識・技能（定理・公式
など）の確認ができます。

解答・解説
解く過程も詳しく記述。参照先の

「要点」の番号を示し、知識・技能
と思考力・判断力を関連づけて学習
できるようになっています。

例
簡 単 な 例 題で
知識・技能を身
につけられます。

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

▲

Ｚ会編集部 編  
▲

B5判  

▲

定価 各880円（税込） 
数I・A ：

▲

問題編２24ページ、別冊解答・解説編112ページ（予定）
数II・B：

▲

問題編192ページ、別冊解答・解説編104ページ（予定）

授業時間中に演習〜解説まで完結できるハーフサイズ
共通テスト対応模試6回分をそれぞれ「数学I」「数学A」／「数学II」「数学B」に分けて作成しまし
た。1回分の解答時間の目安が30～40分となるため、授業時間を使った演習がしやすくなって
います。

2回のフルサイズで総仕上げ
ハーフサイズ12回に加え、フルサイズの模試も2回分収録しています。直前期の総仕上げとして、
本番と同様の形式・時間での演習ができます。

※個々の問題は『パワーマックス8（下表ではPM8と表記） 共通テスト対応模試』と共通です。

2023年用  パワーマックス共通テスト対応模試
数学I･A ハーフ＋フル
数学II･B ハーフ＋フル

７月発刊

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF

バラシ バラシ可

改訂のポイント 
・さまざまな難易度、構成のセットを収録
  →本試験でどのような出題がされても動じない実戦力を養成します！
・数学II・Bには、数学Bの『確率分布と統計的な推測』の問題を追加
  →より本番に即した形で演習していただけます！

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF

Googleドライブ経由データ提供
●書籍本文データ（PDF）

※数学Bについては、「数列」「ベクトル」のみを扱います。

ハーフ
数学Ⅰ 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

PM8 第2回 PM8 第3回 PM8 第4回 PM8 第6回 PM8 第7回 PM8 第8回

数学Ａ 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
PM8 第2回 PM8 第3回 PM8 第4回 PM8 第6回 PM8 第7回 PM8 第8回

数学Ⅱ 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
PM8 第1回 PM8 第2回 PM8 第3回 PM8 第5回 PM8 第6回 PM8 第8回

数学Ｂ 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
PM8 第1回 PM8 第2回 PM8 第3回 PM8 第5回 PM8 第6回 PM8 第8回

フル

数学Ⅰ・数学Ａ
第1回 第2回

PM8 第1回 PM8 第5回

数学Ⅱ・数学Ｂ
第1回 第2回

PM8 第4回 PM8 第7回
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共通テスト国語対策 最初の1冊！

共通テスト 分野別対策
ベーシックマスター 国語
現代文 改訂第２版／古文･漢文

▲

Z会編集部 編  

▲

B5判  

▲

定価 各935円（税込） 
現代文　 　：

▲

問題編240ページ、別冊解答・解説編160ページ
古文・漢文   ：

▲

問題編168ページ、別冊解答・解説編160ページ

弱点克服・補強に最適な分野別の構成
夏休み前から取り組めるよう、選択肢問題に取り組むためのベースを身につけた上で、共通テスト
特有の形式で実戦問題の演習を行う二段階の構成をとっています。

大問ごとの演習で、弱点克服・補強の対策ができる
巻末「実力チェックシート」で設問分野別の得意・不得意を見える化し、採用特典冊子「読解へのアプローチ」で、共通テストの
読解法を解説します。

詳しい解答・解説
問題文を再掲し、全体の展開や着眼箇所など、文章の流れを把握できるようにしました。また、選択肢も再掲し、正答・誤答のポイ
ントが視覚的にわかるように説明しています。古文では、文法的理解と読解の一助とするため、問題文の品詞分解を掲載しました。

2023年用  パワーマックス８／パワーマックス５
共通テスト対応模試 国語

2023年用  パワーマックス共通テスト対応模試
現代文８／古文・漢文８

▲

Ｚ会編集部 編  

▲

B5判 
パワーマックス８：

▲

定価 990円（税込）  

▲

問題編360ページ、別冊解答・解説編216ページ
パワーマックス５：

▲

定価 770円（税込）  

▲

問題編224ページ、別冊解答・解説編136ページ

▲
Ｚ会編集部 編  

▲

B5判   

▲

定価  各660円（税込）
現代文　  ：

▲

問題編232ページ、別冊解答・解説編120ページ
古文・漢文：

▲

問題編160ページ、別冊解答・解説編128ページ

5回または8回の模擬テストで共通テスト対策は万全
様々な資質・能力が問われる共通テストに柔軟に対応できる力を養うため、本試験や
試行調査の徹底的な分析に基づいたオリジナル模試を収録しています。“共通テスト
独特の設問形式や大問構成に慣れる”、“時間配分を意識する”といった実戦力を養成
できます。

「現代文」「古文・漢文」それぞれの対策に最適
共通テスト国語の対策問題を、「現代文（論理的文章・文学的文章）」「古文・漢文」に
分割した問題集です。それぞれの分野に特化した学習を可能にしましたので、とくに
対策が必要な分野に合わせてお使いいただけます。
※『パワーマックス８ 共通テスト対応模試 国語』の内容を「現代文（論理的文章・文学的文章）」「古文・漢

文」に分けた書籍です。
※『パワーマックス８ 共通テスト対応模試 国語』と共通の問題を収録しています。

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

6月発刊 6月発刊

共通テスト 国語対応模試

書
店
で
販
売
し
ま
せ
ん

学
校
専
用

国
語

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF ●Word

Googleドライブ経由データ提供
●書籍本文データ（PDF・Word）
●生徒解答用フォーム

バラシ 30名以上
解答のみ
バラシ可

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF ●Word

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF ●Word

Googleドライブ経由データ提供
●生徒解答用フォーム

Googleドライブ経由データ提供
●生徒解答用フォーム

バラシ バラシ可 バラシ バラシ可

出題難易度
一覧

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第８回
パワーマックス８

標準 標準 標準 標準 標準
標準 標準 標準

パワーマックス５ ー ー ー
現代文８／古文・漢文８ 標準 標準 標準

■ 部分は、『パワーマックス８ 共通テスト対応模試』と『パワーマックス5 共通テスト対応模試』とで共通の問題です。

※Wordデータは問題編のみ※Wordデータは問題編のみ

改訂のポイント 
・第1・２・４・５・６・７回の論理的文章で「文章＋資料（ノート）」型の問題を出題
・第１～４回の文学的文章で「文章＋批評」型の問題を出題
・形式面（出題形式・設問文）でも、本試験を踏まえて一部調整

実力チェックシート
レーダーチャートで得意・
不得意を見える化。

採用特典冊子
読解へのアプローチ
2022年の共通テストを踏まえた
読解の着眼点がわかる。

解答・解説
文章と設問の関係はもちろん、
複数の文章の関係も視覚的に
理解できる。

問題
ノートや生徒の会話な
ど学習活動を絡めた問
題をバランスよく収録。
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学習の流れ

2023年用  パワーマックス 共通テスト対応模試
日本史B／世界史B／地理B

▲

Ｚ会編集部 編  

▲

B5判  

▲

問題編、解答・解説編 ２分冊  

▲

定価 各77０円（税込）

臨場感ある共通テスト本番形式５回分
共通テスト本番を想定して作成したZ会オリジナル問題（マークシート付）と、わかりやす
い解答解説を各５回分収録。各回の問題を、マークシートとあわせて独立した冊子にし
て使用し、本番の予行演習をすることも可能です。

共通テストの時間感覚に慣れつつ総復習
共通テストの制限時間に合わせた演習の積み重ねによって、本番の時間感覚に慣れる
ことができます。同時に演習を通して科目全体の復習も行えるよう、出題分野を網羅した
バランスのよい出題構成にしてあります。また、自習する場合を想定して、解答には詳細
な解説を設けてあります。

※『パワーマックス』の理科・地歴に関する改訂のポイントは、別冊子「出題方針」をご参照ください。

共通テスト 分野別対策 ベーシックマスター
日本史B／世界史B

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期
高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期 共通テスト 対応模試分野別の学習で定着度を確認！

８月発刊

書
店
で
販
売
し
ま
せ
ん

学
校
専
用

地
歴
／
理
科

2023年用  パワーマックス 共通テスト対応模試
化学基礎／生物基礎／
物理／化学／生物

▲

Ｚ会編集部 編  

▲

B5判  

▲

問題編、解答・解説編 ２分冊  

▲

定価 理科基礎：各６6０円（税込）、理科：各770円（税込）

臨場感ある共通テスト本番形式５回分
共通テスト本番を想定して作成したZ会オリジナル問題（マークシート付）と、わかりやす
い解答解説を各５回分収録。各回の問題を、マークシートとあわせて独立した冊子にし
て使用し、本番の予行演習をすることも可能です。

共通テストの時間感覚に慣れつつ総復習
共通テストの制限時間に合わせた演習の積み重ねによって、本番の時間感覚に慣れるこ
とができます。同時に演習を通して科目全体の復習も行えるよう、幅広い題材から出題し
ています。また、自習する場合を想定して、解答には詳細な解説を設けてあります。

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期共通テスト 対応模試

８月発刊

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF

Googleドライブ経由データ提供
●生徒解答用フォーム

▲

Z会編集部 編  

▲

B5判
日本史B  ：

▲

定価 913円（税込）  

▲

問題編192ページ、別冊解答・解説編72ページ
世界史B  ：

▲

定価 880円（税込）  

▲

問題編160ページ、別冊解答・解説編64ページ

弱点克服・補強→実力養成に最適な分野別構成
共通テスト対策の第一歩として早い段階からご活用いただける分野別の構成です。
各分野は、重要事項を確認する要点整理から始まり、基礎固めのための小問形式の
演習、中問・大問形式の応用的な演習へとステップアップしていきます。

１回分の模試で実戦力をつける
本書の最後にはオリジナル模試がついており、定着度の確認、実戦演習の第１弾として
ご利用いただけます。

共通テスト対策として豊富かつ適切な問題
センター試験の頃からの頻出問題や、オリジナルの予想問題に加え、2021年１月実施
の共通テスト本試験の問題も各章に掲載。収録している総小問数は、共通テスト約８
回分に相当します。
※『パワーマックス』など他の書籍とオリジナル問題の重複はありません。

▲要点整理 ▲基礎演習
▲応用演習

１．要点整理
各時代やテーマの重要事項
を整理

２．基礎演習と応用演習
小問形式の基礎演習で知識を確認し、
中問・大問形式の応用演習で出題形
式に慣れる

３．オリジナル模試
1回分

Googleドライブ経由データ提供
●生徒解答用フォーム

バラシ バラシ可

C DC D
ROMROM

書籍本文データ
●PDF

バラシ バラシ可
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ハイスコア！共通テスト攻略 新装版
英語 リーディング  英語 リスニング  数学I･A  数学II･B  

国語 現代文  国語 古文･漢文  化学基礎  生物基礎  地学基礎
日本史Ｂ  世界史Ｂ  地理Ｂ  現代社会  政治・経済  倫理

2023年用  共通テスト実戦模試
英語 リーディング  英語 リスニング  数学I･A  数学II･B  

国語  化学基礎  生物基礎  物理  化学  生物
日本史B  世界史B  地理B  倫理、政治･経済  

2023年用  共通テスト過去問 英数国

▲

A5判  

▲

定価 各1,210円（税込）  

▲

英語リスニングの音声はWeb対応

▲

Ｚ会編集部 編  

▲

B5判   

▲

英語リスニングの音声はWeb対応

▲

定価 英語リーディング、国語 各1,430円（税込）／
　　　英語リスニング、数学I・A、数学II・B、世界史B、倫理、政治・経済 各1,320円（税込）／
　　　化学基礎、生物基礎 各1,045円（税込）／その他 各1,375円（税込）

▲

Ｚ会編集部 編  

▲

A5判  

▲

定価 1,650円（税込）  

▲

英語リスニングの音声はWeb対応

▲

問題編992ページ、別冊解答・解説編496ページ

2023年用  共通テスト予想問題パック

▲

Ｚ会編集部 編  

▲

B5箱入 

▲

定価 1,375円（税込）（予価）

▲

英語リスニングの音声はWeb対応  

▲

物理基礎はWebからデータをダウンロード／地学は収録なし

本番前のプレテストに最適！

本番前のプレテストに最適！

共通テスト対策の第一歩に最適

Z会のオリジナル予想模試

過去問演習で傾向をつかむ

2023年用  共通テスト
直前トライアル 全教科セット

▲

Ｚ会編集部 編  

▲

B5判  

▲

定価 1,078円（税込） 

▲

英語リスニングの音声はWeb対応

6教科19科目がセットになったZ会オリジナルの予想問題
共通テストの出題方針や2022年度本試験を徹底分析して出題しています。1回分の模
試＋マークシート用紙で、学校で本番直前のプレテストとして利用すれば、安心して本番
の試験に臨めます。教科別の共通テスト教材を併用すれば、効果は抜群です。

ポイント解説映像つき（９月以降視聴開始予定）
英数国には無料で視聴できるポイント解説映像をご用意しています。
共通テストにおける特徴的な問題や重要性が高いと考えられる問題を
取り上げた解説映像なので、復習に最適です。

「学習診断サイト」対応に
自己採点結果を入力すると、志望大学別のランキングやアドバイスメッ
セージをみることができます。

6教科1８科目を1パックにまとめたZ会オリジナルの予想問題
１回分の模試で本番さながらの演習が可能です。「学習診断サイト」に得点を入力すると、全国
の受験生やＺ会想定平均点と比較できます。

学校専用

店頭販売

店頭販売

店頭販売

店頭販売

すべて１回分の問題･マークシート･解答解説

●英語（英語リーディング／英語リスニング）
●数学（数学Ⅰ･A／数学Ⅱ･B）
●国語
●理科（物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎／物理／化学／生物／地学）
●地歴・公民（世界史B／日本史B／地理B／現代社会／倫理／政治･経済／倫理、政治･経済＊）
＊「倫理、政治・経済」の問題は、「倫理」「政治・経済」と出題の重複があります。

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

高２ 高３

後半 4〜7月 夏休み 9〜11月 直前期

８月発刊

10月発刊

全
教
科
セ
ッ
ト

WEBWEB
音声音声

ダウンロード・ストリーミング
ご採用時、献本と同数の音声CDを進呈
※原則として、生徒様にはダウンロード・ストリーミングで音声を聞いていただきます。
　ただし、生徒様への音声CDの配布が不可欠な場合、必要数をお知らせください。
　無償でご提供いたします。

バラシ バラシ可

※表紙は2022年用のものです。

７月発刊

５月発刊

戦略を知り、じっくりと力を養成できる参考書・問題集
例題・類題と丁寧な解説、詳細な要点を通じて、共通テストでハイスコアを取るための思考力・判断力が身につきます。

英数国の６冊には仕上げとして１回分のオリジナル模試付き
一通り学習した後、模擬試験に取り組むことで時間配分の感覚を養うことができます。

本番を想定した模試タイプ
共通テストを徹底分析し、Ｚ会が予想したオリジナル模試を多数収録。共通テストの出題形式で実戦演習を数多く積む
ことができます。また、共通テストの形式に慣れるため、本番に即して難しすぎず、易しすぎない難易度の問題を揃えてい
ます。

英数国 各6回 計30回分掲載
英語リーディング、英語リスニング、数学I・A、数学II・B、国語のそれぞれについて、
2022年度本試・追試、2021年度本試 第１日程・第２日程、第２回試行調査、第１回
試行調査の計30回分を収録しています。これまでの傾向や難易度をしっかり把握し、
対策に役立てることができます。

詳しい解答解説で実戦力を養成
共通テストの出題のねらいをふまえた詳しい解答解説を掲載。共通テストの傾向をつ
かみ、本番を意識した演習を行うことができます。

収録科目
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※表紙のデザインは変更する場合があります。

スキャナまたは複合機で利用できるマークシート及びデジタル採点シートです。
専用のマークリーダー機を必要としないので低コストで導入ができます。
スキャネットでは、大学入学共通テスト対応シートのご提供を予定しております。

大学入学共通テスト対策専用ソフトの年間利用ライセンスを無償進呈！
大学入学共通テスト対応シートを100枚以上ご購入されると年間利用ライセンスを無償で進呈いたします。
※通常は２箱以上ご購入で無償提供。

１．

“大学入学共通テスト対策パック”を限定販売！
通常は1,000枚／500枚／100枚単位でしかご購入いただけないスキャネットシートを、大学入学共通テスト
対策パック（数学、国語・英語・地歴公民、理科①、理科②、自己採点）で生徒様の人数分ご購入いただけます。
※ご注文は30セットから承ります。

２．

Ｚ会対象書籍の正解と配点をプリインストール！
専用ソフトにＺ会対象書籍の正解と配点データがあらかじめ登録されているので、書籍を選択するだけで、設定
の手間なくご利用いただけます。

３．

大学入学共通テスト対応シート（予定）※一部の販売内容に変更が生じる場合がございます。

大学入学共通テスト対策パック 生徒様への配布に便利！

科目／教科

その他

その他・
自己採点

形式

No.２

数学

大問形式

No.1

国語・英語・
地歴公民

連番形式

No.３

理科①

連番形式

No.４

理科②

連番形式

● 国語・英語・地歴公民
● 数学

×５枚
×２枚

● 理科①
● 理科②
● 自己採点

×１枚
×２枚
×１枚

※１　ご注文は30パック以上から受け付けております。
※２　ご注文から納品まで時間がかかる場合がございますので、
　　  お早目にご相談ください。

スキャネットの大学入学共通テスト対応シートは、
Ｚ会対象書籍とセットでご利用いただけます！
※対応ソフトの内容や販売価格などの詳細は未定です。

スキャネットシート
採点ソフト

結果出力・分析
－集計結果を Excel・PDFで出力!！－

大学入学共通テスト
対策専用ソフト

シートご購入で
年間利用ライセンスを

無償進呈！

※ソフトの画面はイメージです。
※上記の帳票はイメージです。
※一部の出力帳票内容に変更が生じる場合がございます。

パソコン
Windows

デジタルカラー

or

カラー
     スキャナ

複合機

TEL：03-4582-3982
受付：月曜～金曜　9：00～12：00／13：00～18：00

（年末年始、休日・祝祭日を除く）

15 16
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解答

解答

問題

解答

解答

問題問題

問題

問題

問題

解答解答

解答

解答
①

問題
①

問題
英語

解答
①

問題
①

④
③

②
①

問題または解答を各回に分けて
納品する形態です。

「バラシ納品」とは納品形態についてご採用特典
下記の書籍については、納品形態をお選びいただけます。
書籍ごとに形態が異なりますので、ご注文の際は以下を
ご参照の上、ご希望の納品形態をお伝えください。
※バラシ納品は、納品まで日数がかかる場合があります。
　余裕をもってご注文ください。

本文データまたはGoogleドライブ経由データ提供サービスの記載がある書籍を
一定数以上ご採用いただいた学校様、先生にはご採用特典を用意しております。
授業やプリントの作成などにお役立てください。

問題・解答とも30名以上バラシ可
バラシ納品は45部単位

本文テキストデータ・紙面PDF 

書籍本文データ 生徒解答用Googleフォーム

紙面PDF 

解答のみ30名以上バラシ可
問題は冊子形態のみ、
解答は冊子または、バラシ納品（45部単位）

帯どめ納品 または 問題のみバラシ可 
問題は帯どめ納品またはバラシ納品、
解答は冊子形態のみ

問題・解答ともバラシ可

●共通テストドリル
　英語 リーディング／英語 リスニング

対象書籍

●ベーシックマスター
　国語 現代文／国語 古文･漢文

対象書籍 ●直前トライアル対象書籍

● パワーマックス対象書籍

または

または

または

または

冊子納品 バラシ納品

冊子納品 帯どめ納品バラシ納品 バラシ納品

冊子納品 バラシ納品

各回ごとにバラシ

各回ごとにバラシ

問題を９分冊

各回ごとにバラシ各回ごとにバラシ

冊子

冊子冊子

冊子
問題９分冊＋解答冊子

解答冊子も合わせて帯どめ

冊子

冊子

バラシ45部入り

バラシ45部入り

解答
問題

バラシ45部入りバラシ45部入り 冊子冊子

問題

バラシ45部入り

解答

冊子

冊子

冊子

冊子

Ｚ会 直前
トライアル

英語

●共通テストドリル
　英語 リーディング／英語 リスニング

●ベーシックマスター
　国語 現代文／国語 古文・漢文

●ベーシックマスター
　日本史B／世界史B

●パワーマックス
　英語 リーディング／英語 リスニング

●パワーマックス
　国語

●パワーマックス
　日本史B／世界史B／地理B

●ベーシックマスター
　日本史B／世界史B
●分野別演習 数学
●パワーマックス
　数学I・A／数学II・B
●パワーマックス
　化学基礎／生物基礎
　物理／化学／生物

●共通テストドリル
　英語 リーディング／英語 リスニング
●パワーマックス
　英語 リーディング／英語 リスニング
●ベーシックマスター
　国語 現代文／国語 古文・漢文
●パワーマックス
　国語 ※本文テキストデータは問題編のみ

対象書籍

本文テキストデータ・紙面PDF 

●ベーシックマスター
　国語 現代文／国語 古文・漢文

対象書籍

本文テキストデータ 

●共通テストドリル
　英語 リーディング／英語 リスニング

対象書籍

紙面PDF 

●分野別演習 数学

対象書籍

対象書籍

対象書籍

C DC D
ROMROM CD-ROMにてご提供

Googleドライブ経由データ提供サービス

※Google、Googleドライブ、GoogleフォームおよびGoogleドキュメントは、Google LLCの商標または登録商標です。

ご利用には別途お申し込みが必要です。
本サービスの詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.zkai.co.jp/books/school/gftest/

問題と解答は別々に梱包して
お届けいたします。

「バラシ納品45部」の梱包方法
問題編
１回分を45部ずつ帯どめし、第１回から
順番に梱包されています。

解答・解説編
１回分が同様に梱包されています。解答

問題

（書籍と一緒にお届け）

（要申込）

※紙面PDFは著作権の関係上、一部印刷不可設定を施して
いるものがあります。

※紙面PDFは著作権の関係上、一部印刷不可設定を施し
ているものがあります。



ご注文・お問い合わせ

株式会社 Z会ソリューションズ

TEL：055-976 -8311 受付時間  月曜〜金曜  
午前9：00 〜 午後5：30（年末年始・祝日を除く）

〒411- 0033  静岡県三島市文教町1-9 -11

202205

請求 CODE 発刊予定 書籍名

英語 p3-6

3001 5月下旬 共通テストドリル 英語リーディング

3002 5月下旬 共通テストドリル 英語リスニング

2967 6月上旬 パワーマックス 英語リーディング40

2968 6月上旬 パワーマックス５ 英語リーディング

2969 6月上旬 パワーマックス８ 英語リーディング

2970 6月上旬 パワーマックス５ 英語リスニング

2971 6月上旬 パワーマックス８ 英語リスニング

数学 p7-8

2952 発刊済 分野別演習 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B

2972 6月上旬 パワーマックス５ 数学Ⅰ・A

2973 6月上旬 パワーマックス８ 数学Ⅰ・A

2974 6月上旬 パワーマックス５ 数学Ⅱ・B

2975 6月上旬 パワーマックス８ 数学Ⅱ・B

3084 7月中旬 パワーマックス ハーフ＋フル 数学Ⅰ・A

3085 7月中旬 パワーマックス ハーフ＋フル 数学Ⅱ・B

国語 p9-10

2928 発刊済 ベーシックマスター 現代文

2672 発刊済 ベーシックマスター 古文・漢文

2976 6月上旬 パワーマックス５ 国語

2977 6月上旬 パワーマックス８ 国語

3082 6月下旬 パワーマックス８ 現代文

3083 6月下旬 パワーマックス８ 古文・漢文

請求 CODE 発刊予定 書籍名

地歴 p11-12

2803 発刊済 ベーシックマスター 日本史B

2804 発刊済 ベーシックマスター 世界史B

2983 8月中旬 パワーマックス 日本史B

2984 8月中旬 パワーマックス 世界史B

2985 8月中旬 パワーマックス 地理B

理科 p12

2978 8月中旬 パワーマックス 化学基礎

2979 8月中旬 パワーマックス 生物基礎

2980 8月中旬 パワーマックス 物理

2981 8月中旬 パワーマックス 化学

2982 8月中旬 パワーマックス 生物

全教科 p13

2965 8月中旬 共通テスト 直前トライアル

その他
書籍名をご記入ください

見本請求FAX用紙
見本請求はFAXでも承ります。
このページをコピーし、必要事項をご記入の上、上記の番号までFAX送信ください。

FAX：055-989-1436

▼見本を希望される書籍に「✓」を記入してください ※ご依頼時点で発刊前の書籍は、発刊後にお送りします

貴校名 都道
府県

高等学校
中等教育学校

先生名 先生 担当学年 高校
中等

学校
電話番号年

Z会ソリューションズ行


