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平成 30年 告示高等学校学習指導要領 に対応 した大学入学共通テス トの
出題教科・科 目等 の検討状況 に対す る意見

下記 の通 り回答 いた します。
令和 2年 10月 20日 付入試 セ企第 74号 によ り照会があった件 について、

記

1

全ての高校生が受験できる出題教科・科 目の設定 について
全国 の高校 では、教育基本法及 び学校教育法 その他 の関係法令並びに高等学校学習指導要領 の示す
ところに従 い、課程や学科 の特色及 び学校や地域 の実態等 を十分考慮 して、適切 な教育課程 を編成 。

実施 してい る。
大学入学共通 テス ト (以 下「同テス ト」 とい う。)は 、大学へ の入学志願者 を対象 に、高等学校等 の
段階 にお ける基礎的な学習 の達成 の程度 を判定 し、大学教育 を受 けるために必要な能力 について把握
す る ことを目的 として今年度 から実施 され る。
全国高等学校長協会 では、同テス トの 目的 に照 らし、高校 での学習 の実態 に則 して実施 され ること
が重要 で あると考 える。 この立場から、平成 30年 告示高等学校学習指導要領 (以 下 「新学習指導要
領」 とい う。)に 対応 した同テス トの出題教科・科 目について意見 を述べ る。
○ 全国高等学校長協会 では、全 ての高校 生が課程や学科 にかかわ りな く、同テス トを受験 で きる
ことが必要であると考 える。
○

出題科 目については新学習指導要領 の趣 旨や学校 の創意工夫 を生かすための裁量や生徒 の選
択 の幅を考慮 して設定す ることが必要 であるが、今回の案 ではこの点 についての配慮 が十分 にさ
れて いないのではないか とい う不安 の声 がある。

○ 全国の高校 では多様な履修実態 があ り、普通教科・科 目については必履修科 目を中心 に履修 さ
せている学校 も多い。履修す る科 目の関係 によ り同テス トの受験機会が失われることが生 じない
よう、必履修科 日で受験す ることができるようにするなど、出題教科・科 目の決定 においては十
分 に配慮 をお願 い したい。
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高等学校 での学習 との関連 に配慮 した 出題 科 目 につ いて
出題科 目に関 して は、特 に以下 の教科 ・ 科 目 につ いて意見 を述 べ る。

(1)地 理歴史及 び公民
○

地理歴史及 び公民 につ いて は、現行学習指導要領下 の 同テ ス トでは、それ ぞれ の必履修科 目
を単独 で受験 す る ことがで きる。 しか し、新 学習指導要領下 の 同テ ス トの出題科 目につ いて は
必履修科 日で あ る「地理総合」、「歴史総合」、「公共」 は、 それぞれ単独 の科 日 としては受験 で
きな い。多様 な履修形 態 の生 徒 が同テ ス トを受験 す る ことがで きるよ う、地理歴史及 び公民 の
出題科 目 について、 これ まで と同 じくそれぞれ の必履修科 目で受験 で きるよ うに して い ただ き
た い。

○

『歴史総合、世界史探究』
歴史系科 日か ら 2科 目を選択 で きるよ うにす る と示 されて い るが、
と『歴 史総合、 日本史探究』 を選 択 した場合 に、共通 す る「歴史総合」 の 出題 内容 が 同一か否
か について示 されて い な い ことか ら、試験 時間 が公 平 にな るか とい うこ とな どについて不安 の
声 が あ る。

(2)数 学
○

数学 を利用 す る多 くの理 系 の大学 は『数 学 Ⅱ、数学 B、 数学 C』 を入試科 目 に設定す る こ と
が考 え られ る。 国公 立大 学等 の文系 の大学 。学部 において も同テ ス トで数学 を課 す場合 には、
「数学 C」 の 内
『数学 Ⅱ、数 学 B、 数 学 C』 を入試科 目に設定 す る ことが予想 され る。 しか し、
容 を出題範 囲 とした場合 、各学校 の教育課程 の編成

。実施 に大 きな影響 が生 じるとともに、受

験生 の負担 も増大す る。
現学習指導要領下 の『数学 Ⅱ、数学 B』 の標準単位数 の合計 は 6単 位 であ るが、新学

※

習指導要領下 の『 数学 Ⅱ、数学 B、 数学 C』 の標準単位数 の合計 は 8単 位 であ り、教科・
科 日の特質 に よ り内容 を適宜選択 し 1単 位 として設定 した場合 で も少 な くとも 7単 位 が
必要 とな る。

「数学 B」 の 2項 目の内容 (数 列、統
○ 「数学 C」 の内容からも出題す るとい うことであれば、
計的な推測)及 び「数学 C」 の 2項 目の内容

(ベ

クトル、平面上の曲線 と複素数平面)に 対応

した出題 とし、 この うち案で示 された 3項 目の内容の問題 を選択解答 させるのではなく、 2項
目の内容の問題 を選択解答 させてはどうかとい う意見 もある。

(3)理 科
○ 新学習指導要領下 の同テス トの出題科 目については、必履修科 日である「物理基礎」、「化学
基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」はそれぞれ単独 の科 目としては受験 で きない。 これは、現学
習指導要領下 における理 科 の基礎科 日の扱 い と同 じ考 え方 で、基礎科 目 2科 目をもって出
題科 目 1科 目分 とす る考 え方 であ る。

‑2‑

多様 な履修形態 の生徒 が同テス トを受験す るこ とがで きるよう、理科 の出題科 目について

○

も、それぞれの必履修科 日で受験 できるように していただきたい。

(4)情 報
○ 『情報』は新学習指導要領 で示 された「情報

I」

の内容 を出題範囲 とすべ きで あると考 える。

大学入試 センターか らは、本年 11月 13日 付 で検討用 イメージ として試作問題 が示 された。

○

「情報
試作問題 は、

I」

で学習す る事項 に関す るものであるが、情報 に関す る知識 の理解 の質 を

聞 う問題や、思考力、判断力、表現力等 を発揮 して解 くことが求められ る問題 としての的確性
「情報
や妥当性 については、現段階では判断できない。また、実施 のためには、

I」

の教科書 と

の乖離 のない ように留意 いただいた適切な出題 であることが最 も重要であ り、問題 の作成 が確
実 にで きるとい うことが担保 され後 に、決定す るべ きであるとい う意見 もある。実施 を急いだ
結果、大 きな混乱が起 こることのないよ うに慎重な対応 を望む声 も多い。
専門学科 では、学習指導要領 に「専門教科・科 目の履修 によって、必履修教科 ・科 目の履修

○

と同様 の成果 が期待 で きる場合 においては、その専門教科・科 目の履修 をもって、必履修教科・
科 日の履修 の一部又 は全部 に替 えることができること。」 とい う記述 があ り、「情報

I」

を専門

教科 の情報処理等 の科 日で代替 させ る場合 が多 いと考 えられる。専門学科 では、 こ うした科 目
の内容 と「情報
○

I」

で学習す る内容が合致 してい ないことか ら、不安を抱 いてい る学校 がある。

学校設置者側 に起因す る課題 として、情報科 を指導す る教員 の配置が十分 でない地域があ り、
こ うした地域 か らは「情報

○

この ように、「情報

I」

I」

が出題科 日 となることに懸念の声 がある。

を出題科 日とす るためには解決すべ き事項が多い。「情報

I」

は、 こ

うした課題 を速やか に解決 した上で出題科 目として実施すべ きであると考 える。

(5)専 門学科 に関す る科 目の出題 について
○ 専門学科 は、職業人 を養成 して、就職す ることのみを 目指す学校 ではな く、高校 で学習 した
ことを基礎 に多 くの生徒 が大学 に進学 してい る。また、これまで大学入試 セ ンター試験 での「簿
記 ・会計」 は、商業科等 の専門教育 を主 とする学科 の教育課程 に則 して、大学入試 に活用 で き
「簿記・会計」で受験 できることが、生徒 の学
るようにす るとい う意義を有 していた。そ して、
習意欲 の向上 に もつなが っているとい う実態がある。
○ 現在、大学入学者選抜実施要項 では、職業 に関す る教科・科 目の学力検査 の成績等 によ り評
価 ・判定す る専門学科 ・総合学科卒業生選抜な ど、多様 な入試方法 の工夫 が求 め られてい る。
同テス トで「簿記 。会計」 が出題 されない場合、各大学 が個別入試 で「簿記 ・会計」を出題す
るとは限 らず、入試 の多様性 が損 なわれる恐れがある。
。
○ 全国商業高等学校長協会 からも意見が提出 されてい るとお り、今後 も「簿記 会計」 を出題
科 目 とす ることが望ましい と考 える。
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