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入試改革とは？



DISCUSSION

今の大学受験制度の問題点・課題は何ですか？



何が変わる？どう変わる？

センター試験が変わるらしい

ポートフォリオを使うらしい

英語の検定級やスコアを使うらしい

考えたり、書くことが大切になるらしい

→ 大学入学共通テストに変わる

→ 思考力、表現力、判断力の重視

→ 英語外部試験の利用

→ 多面的評価、主体性の評価



知識

技能

思考力

判断力

表現力

主体性

多様性

協働性

学力の三要素

確かな基礎学力

主体的・対話的で深い学び

中高の教育 大学教育

大学入試



入試改革のフレームワーク

教育を変えて今後の未来、世界で活躍できる日本人を育てよう

社会のニーズ、時代と世界の変化

生徒が中心となって深く学ぼう

学びを変えよう

世界に通用する英語＆Com力

英語教育を変えよう

深い学びを多面的に評価しよう

大学入試の在り方を変えよう

4技能全てを評価しよう

英語の入試を変えよう

共通

テスト
調査書 AO入試

学力の

三要素

学びの

プロセス
4技能 世界基準

実践力 外部試験



入試改革 ４つのポイント

大学入学共通テストが始まる

英語4技能試験が増えていく

AO入試が増えていく

調査書が変わる、e-Portfolioを活用する



選抜の名称と趣旨

一般選抜

• 出題科目の見直し

• 記述式の導入・充実、作問の改善

• 英語4技能評価の導入

• 調査書、志願者本人の記載する資料などの積極的な活用

総合型選抜

• 志願者本人の記載する資料などを積極的に活用し、詳細な書類審査と丁寧な面接
による評価の充実

• 調査書等の出願書類だけでなく、各大学が実施する評価方法等、又は大学入学共
通テストのうち、少なくともいずれか1つの活用を必須化。

学校推薦型選抜

• 推薦書の中で学力の3要素の評価を必須

• 調査書等の出願書類だけでなく、各大学が実施する評価方法等、又は大学入学共
通テストのうち、少なくともいずれか1つの活用を必須化。

全ての選抜で学力検査、多面的評価の両方を充実させる



入試改革 ２つの波

～2020年度

改革準備期

2021～24年度

改革前期

2025年度～

改革後期

・2021年度
入試改革①

・2025年度
入試改革②

・2022年度
指導要領改訂



大学入学共通テスト



入試問題は受験生へのラブレター

君たちに未来から届いたメッセージ

大学入学共通テスト



大学入学共通テスト

国語

次の【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】は、まことさんが「ヒトと言
語」についての探究レポートを書くときに参考にした
ものである。

→ 生徒が探究をする
複数の資料を読む



大学入学共通テスト

国語

「ヒトの指差し」と指示語についても考えたまことさんは、次の
【資料】を見つけ、傍線部「指さされたものが、話し手が示したい
ものと同一視できないケース」があることを知った。まことさんは、
「話し手が地図上の地点を指さす」行為もこのケースに当てはま
ることに気付き、【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】に記された「指差し」の特
徴から、なぜ「同一視できないケース」でも「話し手が示したいも
の」を理解できるのかについての考えをまとめることにした。ま
ことさんは、どのようにまとめたと考えられるか。後の⑴〜⑷を
満たすように書け。

→ 生徒の学ぶ過程
複数の資料
自分の考えをまとめる筆記



大学入学共通テスト

国語

次の【資料Ⅰ】は、【資料Ⅱ】と【文章】を参考に作成
しているポスターである。【資料Ⅱ】は著作権法（二
〇一六年改正）の条文の一部であり、【文章】は名
和小太郎の『著作権2．0ウェブ時代の文化発展を
めざして』（二〇一〇年）の一部である。これらを読
んで、後の問い（問1〜6）に答えよ。

→ 複数の資料
実用的な文章



大学入学共通テスト

国語

次に掲げるのは、二重線部「かかれとてしも」に関し
て、生徒と教師が交わした授業中の会話である。

→ ディスカッション



大学入学共通テスト

数学ⅠA

関数f(x) = ・・・ について y = f(x) のグラフをコンピューターの
グラフ表示ソフトを用いて表示させる。このソフトでは・・・

→ コンピューターの使用



大学入学共通テスト

数学ⅠA

久しぶりに小学校に行くと、階段の一段一段の高さが低く感じら
れることがある。これは、小学校と高等学校とでは階段の基準
が異なるからである。学校の階段の基準は、下のように建築基
準法によって定められている。
高等学校の階段では、蹴上げが１8cm以下、踏面が26cm以
上となっており、この基準では、傾斜は最大で約35度である。

→ 実社会に関連する問題



大学入学共通テスト

数学ⅠA

ある日、太郎さんと花子さんのクラスでは、数学の授業で先生
から次の問題１が宿題として出された。
問題１は次のような構想をもとにして証明できる。
太郎さんたちは、次の日の数学の授業で問題１を証明した後、
点Xが弧BC上にないときについて先生に質問をした。その質問
に対して先生は、一般に次の定理が成り立つことや、その定理
と問題１で証明をしたことを使うと、下の問題２が解決できること
を教えてくれた。

→ 構想を立て、解いてみる



大学入学共通テスト

数学ⅠA

太郎さんと花子さんは二つの変数x、yの相関係数について考え
ている。二人の会話を読み、下の問いに答えよ。

→ 他の人と話して、答えを導く



大学入学共通テスト

英語（リーディング）

You are a member of the cooking club at school,
and you want to make something different. On a
website, you found a recipe for a dish that looks
good.

You are doing research on students’ reading habits.

→ あなたが実際に英語を使う状況
実際に目にする資料



大学入学共通テスト

英語（リーディング）

Your English teacher gave you an article to help you
prepare for the debate in the next class. A part of
this article with one of the comments is shown below.

＜問 3＞ According to the articles, reading for
pleasure has good effects on students’ ・・・ .
（You may choose more than one option.）

→ 英語を使う場面
複数の資料
答えが複数ある問題



大学入学共通テスト

100点 → リスニングがより重要に

英語（リスニング）



大学入学共通テスト

英語（リスニング）

四人の説明を聞き，問いの答えとして最も適切なものを，選択
肢のうちから選びなさい。メモを取るのに下の表を使ってもかま
いません。1回流します。

→ 聞き取った内容を条件などをもとに判断する
リスニング音声は1回のものも



大学入学共通テスト

英語（リスニング）

講義を聞き，それぞれの問いの答えとして最も適切なものを，
選択肢のうちから選びなさい。状況と問いを読む時間（約60 秒）
が与えられた後，音声が流れます。1回流します。

→ アカデミックな設定 ＝ 大学の英語授業



大学入学共通テスト

英語

特徴

・学習者が英語を使う場面を設定。

・CEFRを参考に、Ａ１～Ｂ１までの問題を組み合わせて出題

・「リーディング」と「リスニング」に特化
→ 発音、アクセント、語句整序などがない

・「リーディング」と「リスニング」が均等配点

・センター試験より総語数が1000語ほど増える



大学入学共通テスト

英語

従来の英語のセンター試験に取り組んでいると「自分は今、
英語のテスト問題を解いている」という感覚を持つことが多
かったのですが、今回の英語のプレテストではその感覚が
薄れ、あたかも自分がその場で英語を使ったコミュニケー
ション活動をしているような感覚を持ちながら取り組むこと
ができました。その理由としては、各設問の冒頭でコミュニ
ケーションの場面、目的、状況が明記され、受験者がコ
ミュニケーションの当事者として英文素材のリーディングや
リスニングに取り組むような仕掛けがされていたからだと
考えます。

高山芳樹 氏

2017年度 共通テスト試行調査 「有識者からいただいたコメント」



大学入学共通テスト

英語

CEFR A1・A2 CEFR B1レベル
リーディング 40点（第1問～第3問） 60点（第4問～第6問）
リスニング 60点（第1問～第4問A） 40点（第4問B～第6問）



大学入学共通テスト

英語

（2019年8月23日 大学入試センター発表）



大学入学共通テスト

どんな力を評価したいのか

思考力、表現力、判断力を問いたい

実社会の中で課題を解決する力を問いたい

仲間と協働し、答えを出す力を問いたい

・ 国語と数学で記述式の問題

・ マーク式でも思考力を問う問題

・ 複数の資料を読み、多角的に分析し、統合する問題

・ 実践的な英語力を問う問題

・ 実社会との関りを意識した問題



記述式問題



大学入学共通テスト 国語記述式

・全部で3問出題される
① 20～30字程度
② 40～50字程度
③ 80～120字程度

・試験時間100分（20分延長）

・全体の点数とは別に設定
（国語200点満点の中には入ら
ない）

・段階評価で採点



大学入学共通テスト 国語記述式
採点方法が変更

（2019年8月23日 大学入試センター発表）



大学入学共通テスト 国語記述式
平成30年度 試行調査 評価基準 問１



大学入学共通テスト 国語記述式
平成30年度 試行調査 評価基準 問３

＜試行調査の正答率＞
第1問 7割
第2問 5割
第3問 2割

「想定通りの結果」



大学入学共通テスト 国語記述式



大学入学共通テスト 国語記述式

・３つの記述問題の設問ごとの「段階」を表に当てはめる。
（問１、問２が縦軸、問３が横軸）
・それぞれの結果が重なった部分の大文字アルファベットが
総合段階となる

平成30年度 試行調査 総合段階評価基準

この総合段階の評価はどう使われるのか？

段階 割合

A 14.5％

B 14.6％

C 29.9％

D 30.8％

E 10.3％

試行調査の結果



大学入学共通テスト 国語記述式
＜国立大学協会の方針＞

段階別成績表示の結果を点数化して、マークシート式の得点に加点して活用することを
基本とし、加点する点数の具体的な設定については、各大学・学部等が主体的に定める。
例として、「総合評価」の段階別表示の段階ごとに加点する点数 を定めること、その際に
は加点する最高点を国語全体の満点に対して適切な比重（例えば２割程度）と する。

・ 段階評価を得点換算して加点 （A：40点、B：30点、C：20点、D：10点、E：0点）
・ マーク式200点 ＋記述40点 → 合計200点満点に圧縮

筑波大学

東京大学

・ 利用方法等については、今後、大学入試センターにおいて公表が予定されている
試行調査（プレテスト）の検証結果等を踏まえ、改めて検討を行い、方針を決定する。

・ 段階評価を点数化し、マーク式の得点に加点する。その配点は全体の１割とする。

広島大学



大学入学共通テスト 国語記述式

＜東北大発表＞

・思考力・表現力は重要ですが，本学では新共通テストの記述式問題（80 字～120字）
程度及びそれ以上の高度な問題が一般選抜の個別試験や AO 入試の筆記試験ですで
に出題されており，思考力・表現力等の評価は現状でも十分可能であると考えています。

・段階別評価を点数化すること自体が段階別評価の理念に整合しない恐れがあります。

・また点数化した場合の点数の開きが本来の成績差を合理的に反映したものとは考えら
れず，受験生の不公平な扱いとなる恐れもあります。

東北大学

・ 段階別評価を点数化して合否判定に用いることはしない。
・ 合否ラインに同点で並んだ場合、記述式の成績が高い志願者を優先的に合格とする

早稲田大学

・ 2021年度入学試験においては、別途段階別評価される記述式問題については採点の
対象としないこととします。



大学共通テスト 数学記述式

・数学Ⅰ、数学ⅠAで出題
（数学Ⅰの分野で出題）

・全部で3問程度出題される

・試験時間70分（10分延長）

・段階評価ではなく、正誤で採点

・100点満点の中に入る



大学共通テスト 数学記述式
平成29年度 試行調査 問題と正答の条件



大学共通テスト 数学記述式
平成30年度 試行調査 解答例

配点は各5点 → 100点中15点が筆記



大学入学共通テスト 数学記述式

数学は記述式も含めて100点満点のテスト

・ 数学の記述式問題は、マークシート式問題と一体で出題され配点されることから、
従来のマークシート式と同様の扱いにします。

筑波大学

・ 数学の記述式の段階別成績表示については、、正誤のみの判定であること及び
大問の中でマークシート式問題と一体で出題され記述式問題にも配点がなされる
ことから、従来のマークシート式と同様の取扱いとする。

広島大学

中央大学・文

・ 「数学Ⅰ・数学Ａ」の記述式問題は含まない。

大学でも認識の違いと混乱？？



採点と成績提示



大学共通テスト 提示される成績

① 各科目の得点
② 全科目の総合点
③ 国語の段階別評価（A～Eの5段階評価）
④ 科目ごとの9段階評価（スタナイン）



大学共通テスト 採点

試験

本番
採点

成績

提供

17日 試験終了後 ２１～２３日

現行センター試験は1週間

＜2020年＞
私大： 2月9日から
国公立： 2月11日から

自己採点・出願

入試日程が大きく変わる

＜自己採点の不一致率＞

国語 28～33％
数学 6～14％



大学共通テスト 採点



大学共通テスト 指導

１ しっかり取り組む 恐れない、逃げない

２ 基礎力の徹底 ＋ 科目を絞らず広く学ぶ

３ 読解力、理解力の育成

４ 記述式の取り組み ＋ 自己採点の練習（教員も）

５ 共通テストのメッセージを受けた新しい学習に移行

６ 情報収集

７ 出願指導体制の見直し



英語外部試験



スーパーグローバル大学

トップ型 13大学

グローバル化牽引型 24大学



大学は今、こう変わる



大学は今、こう変わる

早稲田大学
SGU構想調書 P6

（数字はH25、H35比較）

TOEFL等の入試活用

4％ → 40％

外国人留学生

8％ → 19％
留学経験者

6％→ 27％
語学力

31% → 88%

シラバスの英語化

10％ → 25％

外国人・外国学位教員

4％ → 40％
外国人・外国学位職員

8％ → 15%

外国語での授業

13％ → 25％
外国語のみで卒業

5％ → 9%

外国人留学生の寮

50％ → 84％



大学入試利用の現状



英語外部検定試験

TOEICは新入試の「成績提供システム」で参加を取り下げ（2019年7月2日発表）



英語外部検定試験の募集単位

2017 2018 2019

推薦AO 354 398 490

一般 142 209 279
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外部英語試験の活用

• 出願するためには定められた点数を超えなくてはならない

出願資格

• 外部テストのスコアを英語の点数として換算する

得点換算、満点換算

• 外部テストのスコアによって、スコアが加算される

加点、加算（ベースアップ）

• 合否判定時に利用する

書類審査

テストをどう使い、どう判断するかは大学による



出願資格
早稲田大学 文学部・文化構想学部 英語4技能テスト

文50名、文構70名： 国語と地歴だけで合否判定



出願資格
東京女子大学 現代教養学部 英語外部試験利用入試

各技能のスコア基準が設定されている場合



得点換算
学習院大学 国際 一般入試プラス方式

英語は外部試験で得点化： 国語と地歴だけで合否判定

英検準1級
160点

英検2級
100点



得点換算
明治学院大学 英語外部検定試験利用入試

得点換算と個別試験の高い方を判定に利用する



得点換算
立教大学 センター試験利用入試（英語外部試験利用制度）

大学独自の換算表を使用するケース

「大学入試センター試験の英語得点」と「英語資格・検定試験
の換算得点」のいずれか高得点の方を合否判定に利用する
制度です。英語資格・検定試験のスコアに応じて、本学の定
めた換算表に基づき1点単位での換算得点を付与します。（例
176点、195点など）



得点換算
埼玉大学 経済学部 国際プログラム枠

大学独自の換算表を使用するケース

TOEICスコアから大学入試センター試験（英語）への換算は、
経済学部1年生のデータを用いて行い、換算に当たっては偏
差値を用いる。



加点
早稲田大学 国際教養学部

英語試験100点 → 85点 ＋ 外部試験が15点分の加点に



加算
聖心女子大学 一般入試（総合小論文方式）

英語試験のレベルに合わせて 得点を1.1～1.2倍にする



外部英語試験 メリット

① 得点換算、満点換算、加点は英語できる生徒には大きなメリット

② 英語の得点を事前に確保することで、入試当日には受けなくて良い。

⇒受験勉強を他の2科目に集中できる（ただしその学校だけなら）

③ 複数回チャレンジして、スコアを伸ばすことができる

④ 志望大学受験の機会を増やすことができる

⑤ 外部テストの結果を複数の大学・学部に利用することができる

⑥ テストの勉強が英語のスキルを伸ばすことに直結する

⑦ 募集枠が少ない分、入学定員の厳格化による合格減の影響が少ない

⑧ まだまだ普通入試より、倍率、偏差値が低い傾向がある



外部英語試験 デメリット

① 出願資格は、英語での点差がつかなくなる

→ 英語を得点源にしたい生徒には不利になることがある

英語が苦手な生徒にはメリット

② 外部試験利用大学が少ない

③ 外部試験利用入試の募集人員が少ない

→ ただし、倍率は普通入試よりも低い傾向がある

④ 大学によって利用できる外部試験の種類が異なる

⑤ まだまだ定着が薄く、倍率、合格者偏差値が大きく上下することがある

→ 入試動向の予測が付きにくい



英語試験を知る



TASKに基づいたCan-Doの測定

Can-do

What you know
何を知っているのか

What you can do
何ができるのか

単語、文法を理解している
読解問題を解ける

実際に英語を使う状況で
このタスクができる

学習者の立場での測定 英語利用者の立場での測定

本当の英語利用の環境をできるだけ再現
・ 文法問題など、スキルと切り離されたものは測定しない

究極のテストは「そのテスト対策 ＝ スキルの向上」



Common European Framework of  Reference of  Language

CEFR

C2

•ほぼすべての話題を容易に理解し、その内容を論理的に再構築して、ご
く細かいニュアンスまで表現できる。

C1

•広範囲で複雑な話題を理解して、目的に会った適切な言葉を使い、論理
的な主張や議論を組み立てることができる。

B2

•社会生活での幅広い話題について自然に会話ができ、明確かつ詳細に
自分の意見を表現できる。

B1

•社会生活での身近な話題について理解し、自分の意思とその理由を簡単
に説明できる。

A2
•日常生活での身近なことがらについて、簡単なやり取りができる。

A1
•日常生活での基本的な表現を理解し、ごく簡単なやり取りができる。

ヨーロッパ全体で外国語の習得レベルを表すフレームワーク

NHKテキストより



CEFR



CEFR

日本人高校生のCEFR

Q： 日本人の高校生のCEFRレベルの割合はどのぐらいだと思いますか？

何が真実なのか？？



CBTの導入

＜CBTの導入の影響＞

① コンピューターリテラシーの必要性

② テスト時間の厳格化

③ PC録音型のスピーキング

④ CATとIRT ～ 視力検査型の測定



Computerがテストレベルを調整する

IRTとCAT

IRT（Item Response Theory）
解答パターンの分析：同じ1問でも難易度によって得点が変わってくる

CAT（Computer Adapted Test）
受験者のレベルに合わせて、問題の難易度を調整する

イメージ提供：
Benesse



ペーパーベースとIRT型CBT

従来のペーパー試験 IRTを用いたCBT

テスト問題
レベル

受験者が皆同じ問題、
同じレベルのものを解く。

受験者に合わせて、調
整されそれぞれ異なる
出題がされる

問題の再利用 なし。毎回新しい問題が
出題される。

何度も同じ問題が再利
用される。過去の受験
生の解答パターンをもと
に難易度が設定される。

過去問、正答 公表される場合もある 公表されない、持ち帰り
もできない



各試験の情報： 英検

各技能の満点 全技能の満点 合格点
1級 850 3400 2630

準1級 750 3000 2304

2級 650 2600 1980

準2級 600 2400 1728

3級 550 2200 1456

CSE 2.0

全級共通のスコアシステム
・ 自分の位置、目標の確認がより確実に
・ 各級ごとのレベルが分かる

級の合否だけではないスコア型の結果表示



各試験の確認： 英検

4技能の均等配点



各試験の確認： TEAP

新しい成績表示

高1から受験可能に



各試験の確認： TOEFL

My Best Score

問題数の削減とテスト時間の短縮



新入試 － 英語成績提供システム



入試改革における英語外部試験

受験生 大学入試センター

高3の4月～12月 2回まで
事前申請制

大学入試英語成績提供システムを使う場合

受験生 大学

試験の結果を直接送る

これまでと同様に出願書類として送る

2019年11月1日～14日 共通ID集中発行期間（現高２）



入試改革における英語外部試験



英語成績提供システム

受験期間 確認期間 成績提供
開始

提供可能な受験

期間A 4月～7月 8月 9月 総合型選抜
期間B 8月～9月 10月 11月 学校推薦型選抜
期間C 10月～12月 12月 2月 一般選抜



英語成績提供システム

＜成績提供システム活用の利点＞

①情報の適切かつ厳格な集約・管理・提供

②受験生の成績証明書取得等の負担軽減

③高校等における在学者の受検状況の把握

④大学の事務作業の効率化



英語成績提供システム

ケンブリッジ英語検定
TOEFL iBT

IELTS（アカデミックモジュール）
GTEC

GTEC CBT

英検CBT

英検S-CBT

英検S-Interview

TEAP

TEAP CBT

このシステムの参加が認められた試験



英検を巡って

英検が「落選」



英検を巡って

英検CBT S-CBT S-Interview

RLW CBT ペーパー ペーパー

S CBT CBT インタビュー

英検新方式の登場

・ S-Interview方式は障害を持った受験生限定
・ CBT、S-CBTは準1級まで、S-Interviewのみ1級まで
・ S-CBTの予約申込が9月からスタート

2019年6月26日、7月2日発表



各大学の動向



大学の動向 － 国公立

活用方法 大学数

出願資格として
活用

CEFR A2以上 25

CEFR A1以上 13

CEFR基準の定めなし 3

CEFR基準は未定 3

点数化して加点（大学入学共通テストの成績に加点） 33

出願資格及び点数化して加点 7

一定水準以上の成績で大学入学共通テストの「英語」を
満点とみなす

3

高校が作成する証明書等の併用 8

高得点利用（大学入学共通テストの「英語」の得点と比
較）

1

活用するが、現時点で活用方法を明示していない 8

活用しない 4



入試改革における英語外部試験

新テストの枠組みにおいて、センターが認定した民間の資格・
検定試験（以下、「認定試験」）を活用することが有効であるが、
十分な検証を行いつつ、その実施・定着を図っていくことが必
要であることから、国立大学としては、 新テストの枠組みにお
ける５教科７科目の位置づけとして認定試験を「一般選抜」 の
全受験生に課すとともに、2023年度までは、センターの新テス
トにおいて実施される英語試験を併せて課すこととし、それら
の結果を入学者選抜に活用する。

「２０２０年度以降の国立大学の入学者選抜制度
－国立大学協会の基本方針－」 （2017年11月10日）



入試改革における英語外部試験



大学の動向 － 国公立

次の（１）～（３）のうちいずれか１つの「英語力に関する証明書」及び「理由書」
の書類提出を求める.

（１）英語認定試験の成績（CEFRの対照表でA２レベル以上に相当するの）

（２）日常の授業における学習状況や試験の成績等から総合的に評価した結
果、CEFRのA2レベル以上に相当する英語力があると認められること明
記されている高等学校等による証明書

（３）何らかの理由で（１）（２）のいずれも提
出できない者は、その事情を明記した
理由書

東京大学



大学の動向 － 国公立

横浜国立大

＜教育学部＞
CEFR A1以上を出願資格とする。
更にA1に該当する場合は英語の配点全体に対して１０％、A2以上に該当す
る場合は一律２０％に相当する点数を共通テストの英語の得点に加点する。

＜経済学部、経営学部、理工学部＞
経済学部：CEFR A2以上
経営学部：CEFR A1以上
理工学部：CEFR A1以上

＜都市科学部＞
CEFR A1以上を出願資格とする。
更に都市社会共生学科においては、CEFR対照表に応じて以下の通り共通テ
ストの英語に加点する。（英語の配点全体に対する割合）

A2：４％、 B1：８％、 B2：１２％、 C1：１６％、 C2：２０％



大学の動向 － 国公立

・ 「CEFRにおけるA2レベル以上の能力を備えていることが望ましい」ことを
出願基準とする。ただし、英語認定試験の受験とCEFRのA2レベルの成績
を志願者全員に求める「出願要件」とはしない。また英語認定試験成績を
CEFR対照表に基づいて点数化し、これを合否判定に用いることもしない。

東北大学

＜東北大発表＞

・2020年度に予定されている英語認定試験については，公平公正な受検体制
の整備や成績評価などに関しこれまでに様々な問題が指摘されております。
2021年度入試に利用するためには，現時点ではこれらの問題が解決する見通
しが立っていないと認識しています。

・このような状況において，2021年度入試で本学志願者に対し出願要件として
英語認定試験の受検を一律に課すことや成績を合否判定に用いることには無
理があり，逆に受験生の公平公正な扱いを損ねる恐れがあると判断しました。



大学の動向 － 私立

① これまでの英語外部検定試験利用入試が継続、拡大される。

② 早稲田政経、上智、立教は全面的な英語外部試験の導入

③ CEFRのB1、B2以上を水準としたスコア利用が多くみられる。

④ 成績提供システムを必須としておらず、過去2年以内のスコ
アが利用可能な場合が主。
（ただし従来英検が利用可能かどうかは「大学入試センター
が認定したもの」という指定があるかどうかを要確認）



大学の動向 － 私立

早稲田大学 － 政治経済学部

・大学入試英語成績提供システムに参加する全ての英語外
部検定試験のスコアを利用できることとします。なお、当学一
般入試の出願開始月から遡って2年以内に受験した当該検
定試験であれば、同システム経由でなくてとも、各試験実施
機関から受験生を介さず直接当学に提供される成績データに
限り利用できることとする予定ですが、詳細については決定
次第、改めてお知らせします。

・英語外部検定試験および学部独自試験（100点）
※英語外部検定試験の配点割合は上記100点の3割程度
（全体の15％程度）とする予定です。



大学の動向 － 私立

上智大学

・外国語外部検定試験結果は、CEFRレベルごとに得点化し、大学入学共通
テストや本学独自試験の合計点に加点する形で合否判定に用います。

・英語外部検定試験結果は、2020年4月～12月に大学入試センターが発行
する共通IDを記入して受験したもので、大学入試英語成績提供システム経由
での提出分のみ有効とします。



大学の動向 － 私立

立教大学

・英語外部試験のスコアを得点化し、本学で受験する他の2科目の得点と合計
した3科目の総点で合否を判定します。本学独自の英語試験は実施しません。

・本学一般選抜の各試験実施月から遡って2年以内に受験し取得したスコアを
有効とします。大学入試英語成績提供システムを経由して提供されるスコアも
利用可能とする予定です。



大学の動向 － 私立

日本赤十字看護大学

・（出願資格として）大学入試センターが認定した資格・検定試験 CEFR A２以
上または 「外国語（英語）の学習成績の状況」3.0 以上

・4種類ある実用英語技能検定（英検）のうち、「従来型」は大学入試センターの
認定試験から外れていますが、本学の入学者選抜では利用可能とします。



大学の動向 － 私立

早稲田大学 商学部

「英語4技能テスト利用型」の新設（30名）

１）出願要件英検準1級以上またはTOEFL-iBT72点以上の基準を満たす者と
します。

２）試験内容英語4技能テストの試験結果を一定の換算を行った上、「外国語」、
「国語」、「地歴・公民または数学」の合計点に加点します。加点方法等の詳細
については、決定次第公表する予定です。



大学の動向 － 私立

日本大学



大学の動向 － 私立

早稲田大学 － 国際教養



大学の動向 － 私立

・ 英語外部 4 技能試験の活用について 2021 年度入試では活用しません。
将来的な活用については引き続き検討を行います。

早稲田・法

・ 英語外部検定試験は利用しません。従来のとおり，英語外部検定試験の
受検およびスコア等の提出は課しません。将来的な英語外部検定試験の利
用については，引き続き検討を行います。

慶應義塾



どの試験を受けるべきか



DISCUSSION

学校として受ける試験を定めるべきでしょうか？

どのような基準でアドバイスを与えますか？

それぞれのテスト、どのような生徒に勧めますか？



どの試験を受けるべきか

ｹﾝﾌﾞ
ﾘｯｼﾞ
英検

英検 GTEC

CBT

IELTS TEAP TEAP

CBT

TOE

FL

早稲田 政治経済 〇 新型 〇 〇 〇 〇 〇
早稲田 国際教養 〇 〇 〇
早稲田 文・文化構想 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
早稲田 商 〇 〇
ICU B方式 〇 〇 〇 〇
上智 TEAP利用型 〇
上智 一般方式 〇 新型 〇 〇 〇 〇 〇
上智 国際教養（書類） 〇 〇
上智 国際教養（推薦） 〇 〇 〇 〇

当たり前だが、志望大学が指定している試験を受ける



どの試験を受けるべきか

ｹﾝﾌﾞ
ﾘｯｼﾞ
英検

英検 GTEC

CBT

IELTS TEAP TEAP

CBT

TOE

FL

目的 海外進学で使える 〇 〇

日本の高校生のた
めに作成

〇 〇 〇 〇

形式 ペーパーベースの
RLW

〇 〇 〇 〇

コンピューターベー
ス

〇 〇 〇 〇

結果 級の合否 〇 〇

スコア △ 〇 〇 〇 〇 〇

機会 1年に何回も受験
できる

△ 〇 〇

受験機会が年に2

～3回

〇 〇 〇 〇

その試験の特徴を考える



どの試験を受けるべきか

海外進学を目指したい
英語最難関校を目指したい
帰国生の英語力で勝負したい

幅広いレベル、学校で利用したい

英検以外のテストを使いたい
CBTに問題がない

上智のTEAP利用型を受けたい



いつ受けるべきか

高2で受験をする必要性

高3のいつ受けるべきか



指導のケーススタディ

＜ケース１＞

志望校の中に成績提供システム利用を求める大学が
ない。それでも共通IDで受験しなくてはならないのか。



指導のケーススタディ

＜ケース２＞

英検2級を高2・1学期の時点で取得した。志望校の中
には最高でB1の出願資格が設定されている大学があ

る。その他の大学では英語検定試験を利用しない予定。
もう1度英検2級を受けるべきか。



指導のケーススタディ

＜ケース３＞

英検2級未取得で高2の2学期以降に受験する。合格す
る見込みは半々。



指導のケーススタディ

＜ケース４＞

上智大学外国語学部（その他の学部も可） or/and ICU

（B方式もしくは総合選抜型）or/and 早稲田国際教養学
部 or/and上智国際教養学部の受験を検討している。



指導のケーススタディ

＜ケース５＞

英語外部試験利用入試を使うかどうかわからない（迷っ
ている）。現状、外部試験の対策に時間を割くことはで
きないがどうしたらよいか。



総合選抜・推薦型の増加



推薦、AO入試の拡大

4割 → 6割へ
（2032年までに）

2016年12月 鎌田総長 記者会見

早稲田大学

学びを評価する入試が増える

国立大学協会

1.5割 → 3割
（2020年までに）

国立大学協会 アクションプラン



変
更

入試年度～ 大学 入試方式名

2016年度入試～
東京大・推薦入試

京都大・特色入試

2017年度入試～
お茶の水女子大 ・ ＡＯ（新フンボルト）入試

大阪大 ・ 世界適塾入試

2018年度入試～

一橋大 ・ 推薦入試 拡大

早稲田大 ・ 新思考入試

京都大 ・ 特色入試 全学部で実施

2019年度入試～ 神戸大学・「志」特別入試

難関大学を中心に推薦・ＡＯ入試が拡大している

推薦・AO入試の拡大



国公立大のAO・推薦入試

157 159 160 162 165

433 448 450 467 479

2015 2016 2017 2018 2019

推薦入試を実施する国公立大学・学部

大学 学部

71 75 79 85 88

172 190 213
240 260

2015 2016 2017 2018 2019

AO入試を実施する国公立大学・学部

大学 学部

文科省「国公立大学の入学者選抜」より集計



指定校推薦・内部進学等が増加する大学も一部で見られる
年度内入試で多く集まった場合、一般の合格者数減につながる

首都圏私立某大学における入試方式別入学者数
割合の推移(大学公表データより作成)

指定校推薦などの影響

出典： ベネッセ 「出願指導研究会」 2019年6月



推薦・AO入試の課題

「のびしろ」のある学生の選抜

お茶の水女子大学 新フンボルト入試

プレゼミナール 2日間

講義を受講、レポートを作成、提出

第1次選抜

プレゼミナールの参加、英語資格など

第2次選抜

図書館入試（文系）、実験室入試（理系）

合格発表後： 成果公表 ・ 入学前教育



推薦・AO入試の課題

学校の枠を超えて活動する行動力と主体性

早稲田大学 新思考入試（地域連携型）

課題レポート 志願者評価書

A4・4枚 家族以外の第三者からの評価



主体性の評価



主体性の評価

最終報告を受け、大学入学者選抜において「主体性を持って多様な人々と協
働して学ぶ態度」を含む「学力の３要素」を多面的・総合的に評価するため、高
等学校段階における多面的な評価への改善の取組を踏まえ、一人一人が積
み上げてきた大学入学前の学習や多様な活動等に関する評価の充実を図る。
あわせて、これらの評価がその後の大学教育に十分生かされるようにする必
要がある。
「平成３３年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告」（ 平成 29 年 7 月 13 日公表）

調査書の見直し （主体性や多様な学習の記載を充実）

推薦書における「学力の3要素」についての記載

活動報告書など、志願者本人の提出書類

調査書の電子化



調査書の見直し

主体性や多様な学習の記載を充実



学内での活動
総合学習・部活・生徒会
を通じた課題研究

学外での活動
ボランティア・各種大会・留学等

課題研究の背景
テーマ設定時の記録の必要性

＊文部科学省「高大接続改革の実施方針等の策定について（平成29年7月13日）

多面的総合的評価 活動報告書の例

志願者本人が主体性や活動実績をアピール



ポートフォリオ

これまでの評価

どう成長してきたのか

どのような活動をしてきたのか

目標設定

テストや成績の振り返り

課題研究の取り組み方、考え方

様々な活動へのチャレンジ

などなど

行事、部活動、委員会

留学

課外活動、ボランティア

課題研究

などなど

これからの評価

eポートフォリオ



本校のポートフォリオ活用方針



ポートフォリオ



入試改革における主体性評価

調査書をもとに「主体性等」の評価を行い、点数化（50点）して合否判定に利
用する。

＜調査書の評価項目＞
①学習等
②部活動
③特別活動
④その他の活動等
⑤賞・資格等（英語認定試験は対象外）

配点については①と②で総計の３分の２以上の得点とすると同時に、⑤の割
合を低く設定することで、日頃の学習の様子や活動が記載されていても十分
高得点が得られるようにする。評価については、肯定的な内容や具体的な活
動といった事実の気合いの有無を主たる判断基準とする。

筑波大学



入試改革における主体性評価

学力３要素における「主体性を持って多様な人々と共同して学ぶ態度」の評
価（主体性評価）については、志願者に調査書と対応した５項目程度の
チェックリスト項目を設け、志願者がこれをチェックする自己申告方式をとる。

その活用については、合否ラインで志願者が同点で並んだ場合、チェックリ
ストによる主体性評価が高い志願者を優先的に合格とする。チェックリストに
おけるチェックの根拠を調査書により確認する。

東北大学

富山大学

調査書は５段階評価を行い合否判定の参考とする。



入試改革における主体性評価

出願時に調査書と自己推薦書の提出を求める。調査書は記述量の多寡は
問わない。自己推薦書は志望学部・学科等のアドミッション・ポリシーを踏ま
えた大学入学後の目標と、その目標を達成するために努力したいことなど、
学びに対する姿勢と学習意欲を確認する（４００字以内）

横浜国立大学

・ 入学者選抜の種別を問わず、出願システムを通して「主体性・多様性・協
働性に関する経験」等を入力することを出願時に求めるが、得点化はしない。

青山学院大学

・国公立は調査書を入試活用する傾向がみられる。
（得点化、総合評価、合否ラインの判断）

・私大は出願時に提出書類として指定するが、一般入試では合
否判断に使わない傾向が強い。

一般的な傾向のまとめ



さらなる改革の風

すでに現⾏の⼀般⼊試問題でも、単なる「知識」だけではなく、
「思考⼒・判断⼒」および 「表現⼒」を必要とする問題を出題して
います。こうした出題についてさらに⼯夫を加えて、 ⾼校までの学
習をより適切に評価できるように努めてまいります。 それに加え、
Web出願時に、 「主体性」 「多様性」 「協働性」に関する経験を記
入（注）して もらうこととします。

（注） ・学校が作成する調査書に記載するのではなく、受験生本人
が自分自身の経験を振り返り、 文章化してもらいます。記入は出
願要件としますが、得点化はしません

全学部共通

早稲田大学
2021年度入試 一般選抜



さらなる改革の風

1 大学入学共通テスト（100点）
外国語、国語、数学ⅠA、選択科目

２ 英語外部検定試験および学部独自試験（100点）
・英語外部検定試験の配点割合は2の3割程度
（全体の15％程度）とする予定。
・学部独自試験は1科目のみを90分間で実施する。
なお、⽇英両⾔語による⻑⽂ を読み解いたうえで解答
する形式とし、記述解答を含む。

政治経済学部

早稲田大学
2021年度入試 一般選抜



さらなる改革の風

1 大学入学共通テスト
国語、選択科目

２ 英語外部検定試験 加点

３ 学部独自試験（英語）

国際教養学部

早稲田大学
2021年度入試 一般選抜

大学入試センター試験利用入試（センターのみ方式） 廃止

文学部・文化構想学部国際教養学部



DISCUSSION

入試改革は問題点・課題を解決できそうでしょうか。



MORE INFO
www.maxclassroom.net


