
　現在の大学入試では，推薦入試，AO入試，一般入試，センター試験を

利用した入試など，様々な入試の形態があります。大学全入時代になった

今，大学生の学力低下といった様々な問題があがるようになりました。こ

の状況を打破するため，文部科学省は，2020年度から新しい大学入試制

度を実施する方針を打ち出し，話が進められています。この新しい制度

は，今年の新中学1年生の子から対象になります。まだ，文部科学省の中

で検討中なものもたくさんありますが，現段階で分かっていることをまと

めました。

　保護者の皆様のお役にたてれば幸いです。



　1990年から実施されてきたセンター試験は，2020年1月の実施を最後に廃止されます。

それにかわって学力評価のために実施されるのが，「高等学校基礎学力テスト」と「大学入学

希望者学力評価テスト」（仮称）になります。

　「高等学校基礎学力テスト」は高校で身につけるべき学力の到達度などを調べるもので，

「学習意欲の喚起，改善を図る」とされています。現在のところ，高2，高3での受検が想定

されていますが，高1からの受検も検討されています。

　一方，センター試験にかわるものとして位置づけられているのが「大学入試希望者学力評

価テスト」です。希望大学を受験するための「資格試験」といえます。

　これらの新テストはいずれも，今年の新中1生から対象となります。

　センター試験は毎年1月の実施。現役生が高校在学中にセンター試験を受けることができる

のは，この1回だけです。

　これに対し新たに実施される「大学入学希望者学力評価テスト」は，年に複数回実施するこ

とが検討されています。ただし，具体的な回数や実施時期については，まだ明らかにされてい

ません。

　また，試験の形態自体もこれまでの筆記試験ではなく，コンピュータ端末を用いた試験方式

（CBT方式）での実施を前提として検討を進めることになっています。

　「大学入学希望者学力評価テスト」でどの教科が対象となるのかは，今後の専門家会議で議

論されることになっています。

　今回の改革プランのもととなった，中央教育審議会の答申では，これまでの「教科型」の問

題に加えて，「合教科・科目型」「総合型」の問題を組み合わせて出題するとしており，さら

に，『将来的には「合教科型・科目型」「総合型」のみとすることを目指す』としています

センター試験が廃止され，

「高等学校基礎学力テスト」と「大学入学希望者学力評価テスト」

が創設される！

「大学入学希望者学力評価テスト」は複数回受検が可能。

CBTも導入。

大学入学希望者学力評価テストで

「教科」の枠組みが変わる。



　今回の「改革プラン」で示されているのは，「センター試験」→「大学入学希望者学力評価

テスト」の変更だけではありません。「大学入学希望者学力評価テスト」後に各大学が個別に

行う個別選抜の制度についても改革を求めています。

　中教審の答申では，その具体的な方法として「小論文・面接・集団討論・プレゼンテーショ

ン・調査書・活動報告書・大学入学希望理由書や学修計画書，資格や検定試験などの成績・各

種大会等での活動や顕彰の記録・その他受検者のこれまでの努力を証明する資料などの活用」

としています。

　大学の個別選抜に関して「一般入試・推薦入試・AO入試の区分を廃止し，新たなルールを

構築する」としています。

　現在，私立大学に通う学生のうち，およそ半分は一般入試ではなく推薦・AO入試を利用し

ており，大きな影響が考えられます。

　「大学入学希望者学力評価テスト」は2020年度から実施されることになっています。しか

し，その対策は対象となる生徒たちが高1となる2018年度，つまり，遅くとも今から3年後

には対応を始めなければなりません。

大学の個別選抜が変わる。

推薦・AO入試が廃止。

遅くとも，3年後から対応が求められる。

以上の6つが大きなポイントとなります。

しかし･･･

そもそも，新しいテストってどういうテストなの？
合教科型のテストってどんなテストになるの？
CBT方式って何？
英語の検定が活用されるって聞いたけど，どのようにするの？

といった，不明の点が多くあります。
このような点に1つずつ答えていきたいと思います！



○ 利用方法
　● 進学時や就職時に基礎学力の証明や把握の方法の1つとして利用する。

　● ただし，進学時の活用は，調査書に記入するなど，あくまでも参考資料の一部として

　　 用いる。

　　 ( 具体的にどのように利用されるかは不明。)

○ 実施科目
　● 実施当初は「国語総合」「数学Ⅰ」「世界史」「現代社会」「物理基礎」「コミュニ

       ケーション英語Ⅰ」など，高校の必修科目を想定。

　● 英語等は，民間の資格・検定試験も活用。

○ 内容
　● 出題内容は「知識・技能」の確実な習得を重視。

　● 高難度の問題から低難度の問題まで広範囲の難易度とする。

　● 解答方式は，選択方式が原則。( 記述式も検討されている。)

○ 実施時期
　● 高校在籍中に複数回の受検機会を提供し，高2～高3での希望に応じた受検が可能。

       ( 具体的にいつ何回やるのかは，まだ不明。)

○ 結果
　● 結果は，各学校・生徒に対し，段階別表示で示される。各自の正答率も示される。

　　 ( 具体的に何点とわかるわけではない。)

 高等学校基礎学力テスト

 大学入学希望者学力評価テスト

○ 利用方法
　● 従来のセンター試験の代わりに用いられる。大学側はこれらの成績を合否のための

　　 参考資料の一つとする。( 具体的にどのように利用されるかは不明。)

　

○ 実施科目
　● 「教科型」に加えて，現行の教科・科目の枠を越えた「思考力・判断力・表現力」を

　　 評価するため，「合教科・科目型」「総合型」の問題を組み合わせて出題する。

　● 将来は「合教科・科目型」「総合型」のみとすることを目指す。

       ( どの教科を実施し，またどのような合教科・科目型の問題になるのかは不明。)

○ 内容
　● 「知識・技能」を単独に評価するのではなく「思考力・判断力・表現力」を中心に

　　 評価する。

　● 解答方式は，選択方式＋記述式が原則。



○ 今後，気をつけていくこと
　● 実施時期など不明なところは多いが，少なくとも高2からこのようなテストが始まる

　　 ことは間違いない。

　● 現在の高校生の中には次のような子がいます。

　　① 学校の定期テストで良い点数を保ち，推薦入試やAO入試といった学力試験を回避

　　　 して大学に進学する。

　　　　→ 学力試験を回避することが不可能になります。
　　② 高3の夏まで部活に打ち込み，引退してから大学入試の対策をする。

　　　　→ 複数回実施になり，実施が引退する時期より早いことがありうる。

　　　　　 部活と勉強の両立が絶対条件になる。

○ アップステーションでは･･･
　● 現在，アップステーションでは高校入学してからも，部活と勉強を両立するために

　　 継続して続けている子がたくさんいます。

　● 今後は，定期テストだけでなく，この2つのテストの対策も進めていく予定です。

○ 実施時期
　● 大学入学希望者に挑戦の機会を与えるとともに，資格試験的利用を促進する観点から

　　 年に複数回実施する。

       ( 具体的にいつ何回やるのかは，まだ不明。)

○ 結果
　● 大学及び大学入学希望者に対し，段階別表示で示される。

　　 ( 具体的に何点とわかるわけではない。)

テスト方式

大学入試
との関係

選択方式（記述式の導入もめざす）
CBT方式

選択方式＋記述式
CBT方式

調査書にその結果を記入するなど，あくま

で高等学校段階における学習成果を把握す

るための参考資料の一部。

大学の個別選抜を受けるための「資格試

験」的な位置づけ。

目的

受検時期

実施回数

出題教科
科目と形式

1年間に複数回 1年間に複数回

「国語総合」「数学Ⅰ」「世界史」「現代
社会」「物理基礎」「コミュニケーション
英語Ⅰ」など高校の必修科目を想定。
英語については民間の資格・検定試験も活
用。

当初は「教科型」「合教科型・科目型」
「総合型」の組み合わせ。将来は「合教科
型・科目型」「総合型」のみ。
英語については民間の資格・検定試験も活
用。

高校生が，自らの高等学校教育における基
礎的な学力の達成度の把握及び自らの学力
を客観的に提示することができるように
し，それらを通じて生徒の学力意欲の喚
起，改善を図る。

大学入学希望者が，これからの大学教育を
受けるために必要な能力について把握する
こと。

高2，高3（高1に関しては検討中） 高3

高等学校基礎学力テスト 大学入学希望者学力評価テスト

 2つのテストのまとめ



高等学校基礎学力テスト
大学入試希望者
学力評価テスト

大学個別選抜

2020年度
(平成32年度) 高3

2019年度
(平成31年度) 高2

2018年度
(平成30年度) 高1

学習指導要領

実施

実施

2017年度
(平成29年度) 中3

中学校教科書
改訂実施

小6

2015年度
(平成27年度)

以下のような予定で実施されます。学年は“現中1”が基準になっています。

中1

小学校教科書
改訂実施

中2

2014年度
(平成26年度)

2016年度
(平成28年度)

新制度による大学入試の実施

「実施大綱」の策定・公表

「実施大綱」の策定・公表

プレテスト実施

プレテスト実施

「新テストの実施方針」の策定・公表
○ 出題範囲や内容
○ プレテストの実施内容やスケジュール
○ 正式実施までのスケジュール

専門家会議の結果取りまとめ
○ 新テストの教科・科目
○ 「教科型」「合教科・科目型」
　 「総合型」などの枠組み
○ 問題の蓄積方法
○ 作問方法
○ 記述式問題の導入方法

「教科型」「合教科型・
科目型」の作問イメージ

(モデル問題)を公表

大学入試選抜実施
要綱の見直し

（2016年度よ
り，実施可能なも

のから順次）

2022年度から年次
進行実施（見込み）

文部科学大臣が学習指
導要領の改訂を諮問

高等学校学習指導要領
の見直しについて，中
央教育審議会の答申

高等学校学習指導要
領の見直しの告示

プレテストを受検するの
は，
現中3生が高2，3のときに
なります。



○ アップステーションでは･･･
　● 今後，文部科学省からの発表された情報に対して，素早く取り入れ，保護者の皆様に

　　 情報提供をしていく予定です。

　● 2016年度に，「合教科型・科目型」のモデル問題が出ましたら，類似問題の作成など

　　 対策も始めていく予定です。

　　○ 2015年度の注目点
　● 「専門家会議の結果取りまとめ」が行われ，主にテストの科目・内容を中心にまとめ

　　 られる予定です。

　　① 新テストの教科・科目

　　②「教科型」「合教科・科目型」「総合型」などの枠組み

　　③ 問題の蓄積方法

　　④ 作問方法

　● 大学入試選抜実施要綱の見直し（2016年度より，実施可能なものから順次）

　　 すでに，文部科学省から各大学に選抜実施要綱を今回の新制度にあわせるよう通達して

　　 います。しかし，現段階で，どのようにこの新しい試験を利用するか不明です。

       国公立大学なら現在の2次試験，私立大学の筆記による試験は，そのまま残るであろう

　　 という話もあります。

　　 今後，各大学からどのようにするのか発表されていきますので，注意してください。

　　○ 2016年度の注目点
　● 「合教科型・科目型」のモデル問題が公表。

　　○ 2017年度の注目点
　● 「新テストの実施方針」の策定・公表 → ここで，具体的な発表になる予定です。

　   ① 出題範囲や内容

　   ② プレテストの実施内容やスケジュール

　   ③ 正式実施までのスケジュール

   ● 高等学校基礎学力テストのプレテスト実施 → 現中3生が高2のときに受けます。

　　○ 2018年度の注目点
　● 大学入学希望者学力評価テストのプレテスト実施 → 現中3生が高3生のときに受け

　　 ます。あくまでもプレテストです。このときの高3生はセンター試験での大学入試

　　 になります。

その後，2019年度から「高等学校基礎学力テスト」実施

　　　　2020年度から「大学入学希望者学力評価テスト」実施 となります。



具体的なものは公表されていませんが，このような問題になるのでは？と言われています。

　総合型の問題イメージ例

○ 参考例１

　● この問題は，毎年小6と中3が受ける「全国学力調査」の中3の問題です。

　　 全国学力調査ではA問題とB問題の2種類がありますが，B問題で思考力や表現力を

　　 問う問題が出題されます。この問題が中央教育審議会の議論で「参考資料」として

　　 取り上げられています。

　● 現在の中学生は，このような思考や表現が非常に苦手であるという結果は，すでに

　　 全国学力調査からわかっています。今後，このような能力は非常に重要になって

　　 くるでしょう。





　合教科・科目型の問題イメージ例①









○ 参考例2
　● この問題は，横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校の「特色検査」と呼ばれる

　　 独自試験の問題です。

　● 問題の中に「英語の読解」「社会の資料の読み取り」「数学の計算」「国語の記述」

　　さらには「イラストの記載(美術!?)」といった科目の枠を越えた問題になっています。

　合教科・科目型の問題イメージ例②

○ 参考例3
　● このように，数学の問題が英語で出題されることも考えられます。

　　 これは，他の教科でもありえます。例えば，日本史の内容を英文で表記し，日本史の

　　 知識を問うようなこともありえます。

英語＋国語！

数学＋社会！

英語＋国語＋社会！

想像力！
英語＋国語＋社会＋美術!?

数学の問題だけど

問題文が英語！



← 漢字検定のCBTの画面

● CBTとはComputer Based Testing（コンピューターを利用した試験方式）の略称

　 です。教育再生実行会議の提言によると「数千～数万題の問題の中から、難易度が同じ

   となるよう問題を組み合わせて出題することにより、複数回受験しても安定した成績

    を示すことが可能となる」ものだといいます。

　★ パソコンを用いたテストになります。

　　 記述の問題では，書くわけではありません。タイピングになります。

　　 つまり，タイピングが速い子の方が有利になると考えられます。

　★ みんなが同じ問題を解くわけではありません。

● このCBTは，漢字検定や英語の語学試験であるTOEFLでも実施されています。他にも，

    医学部の学生が臨床実習を行う前に受ける「医学系共用試験」や、経済産業省認定の

  「情報処理技術者試験」でも、CBTで知識の総合的理解度を測っています。

　★ 他の資格試験でもCBT方式は採用されており，今後主流になるといわれています。

● 達成度テストにCBTが導入されれば、いつでも、どこでも安定したレベルの能力測定が

    可能になります。そうなれば、受験生を全国一斉に700以上もの会場で同条件の下に行う

    といったセンター試験の困難さも解消できます。

　★ この方式を用いることにより，具体的な試験日や時間を決める必要がなくなります。

　    つまり，学校によっては試験日や時間が異なるといったこともありえますし，ひょっと

　　 したら生徒によって異なることもありえます。

　　 そのため，文部科学省がどのようなルールにするのか要注目です。

○ アップステーションでは･･･
　● 今後，文部科学省からの発表された情報に対して，素早く取り入れ，保護者の皆様に

　　 情報提供をしていく予定です。

　● 2016年度に，「合教科型・科目型」のモデル問題が出ましたら，類似問題の作成など

　　 対策も始めていく予定です。



① 英語の検定といえば…

② 海外留学のための英語資格試験 IELTS(アイエルツ)

③ 今回の大学入試改革のために作られた試験TEAP(ティープ)

この3つの試験は「公益財団法人 日本英語検定協会」が中心に行っているものです。

とくに「TEAP(ティープ)」は，今回の大学入試改革のために作られた資格試験ですので

今後要注意です！

④ 海外留学のための英語資格試験TOEFL(トーフル)（運営母体はアメリカのETS）

○ 英語の検定試験って英検だけ？

　英語の検定試験といえば「英検」をパッと思い浮かべる方が多いと思います。

　ところが，今回の大学入試改革では英検だけでなく様々な英語の検定試験の活用が検討され

   ています。そこで，まずはどのような試験があるのかをご紹介します。



⑤ 社会人になると会社で受けさせられることがあるTOEIC(トーイック)

⑥ ベネッセが開発した英語資格試験 GTEC(ジーテック)



① 立教大学

② 獨協大学

○ 実はもう活用が始まっている！？
　今年度に入ってから，多くの大学でこれらの英語の資格試験を利用した大学入試の動きが

　出ています。



③ 青山学院大学

④ 東京理科大学

○ アップステーションでは･･･

　● 今後は，検定の対策は「英検」だけでなく，様々な試験に対応できるようにスタッフの

　　 教育，また対応するためのシステムの構築を検討していく予定です。

すでに，このような大学の動きが出始めています。今後，このような活用を取り入れていく大

学は増えていくと考えられます。

ただし，大学側が要求するスコアは非常に高いです。英検ならば，最低で2級レベルはないと

話になりません。中には準1級レベルで要求してくる場合もあります。

その代わり，複数回チャレンジできるというメリットもあります。

★ 今回のまとめ ★

① 学力試験が必須！部活と勉強の両立が絶対条件！！

② 合教科・科目型になり，苦手科目があると絶対に不利！！

③ 今後，英語の資格試験の受検は必須！！


