大や九州大は民間試験のA2以上

ンが示されている︒東京大︑大阪

①と②の組み合わせという3パター

テストの英語の点数に加点する︑③

出願資格に使う︑②大学入学共通

の指針には︑民間試験の成績を①

国立大学の場合︑国立大学協会

の方法は大学に一任されている︒

民間試験というわけだが︑その活用

の場合︶︒維関大学の場合︑高スコ

国語が満点に︵いずれも18年庶人試

ではB2程度以上で個別試験の外

点される︒千葉大学国際教養学部

度なら10点︑Cl程度なら15点加

85点に名1程度なら5点︑B2程

学部では加点方式で︑英語の試験

安にLよう︒早稲田大学国際教養

いる民間試験を導入した入試を目

配点を検討中だが︑すでに行われで

したいなら⁝⁝
紆象となる民間試験は七つ ︵18

評価が主流になるでしょう︒各大学

すれば︑民間試験を使った4技能

格導入の24年度までに課題が解決

検科などが議論になっています︒本

いなど機会の公平性や︑高額な受

l方︑松永さんはグローバルな進路

選ぶ受験生が多いと予想される︒

がすでに導入しているGTECを

する英検薫か全高校の3分のl以上

現状では︑年間っJ′ト0万人が受検

にはならない﹂ ︵山田さん︶ そうだ︒

さんだ︒つまり新中1以下は︑民

いいでしょう︒TOF rLは世界

なら︑TOEFLかIELTSが

﹁入試改革の中で︑最もインパク
トが大きい﹂と陰山さんが言うのは
英語の改革だ︒﹁読む﹂﹁開く﹂﹁書く﹂
﹁話す﹂の4技能を測るため民間試
験が導入される︒現状では高3の
4〜12月に受けた結果︵最大2回︶
を入試に活用しでいく方針だ︒た
だし︑混乱を避けるため一気には導
までは︑これまでの﹁読む﹂﹁聞く﹂

入せず︑2020年度から23年度
の2技能の試験を大学入学共通テ
ストで並行して実施する︒
入試に民間試験を活用する理由
を文科省の山田さんは説明する︒
﹁外国語を学んでいくためには4技
能をバランスよく身につけることが
重要です︒ただ︑大学入試がこれ
﹃話す﹄の教育が手薄に

までユ技能が中心であることもあっ
で︑﹃書く﹄
なっでいました﹂
文科省が高校卒業までの昌標に
セ一ノ7−ル

′．ふ遍扁控

しているのは︑語学の熟達度を測る

の

国際的な指標である﹁CE−二R﹂
︵ヨーロッパ言語共通参照枠︶
A之レベル以上︵たとえば英検では

準2級程度︑囲︶︒AlからC2
までの6段階評価の中でA2は基
礎レベルにあたる︒高い目標ではな
いが︑﹁書く﹂﹁話す﹂がこのレベル
に達した高3生は全体のわずか1︑
2謝程度しかいない︒﹁読む﹂﹁聞く﹂

のレベルもA2以上は少なく︑全
体の約3割だ︵17年文科省調査︶︒

﹁捻合駒な英語力アップをはかるの

がIELTS︒難関大学の変凍留
学でほ︑出願条件に使われる軍事こ
れらの試股の場合が多く︑大学受
験の勉強が留学にも償えます︵ただ
L之年以内など有効期厳に注意︶﹂
近年︑大学在学中に留学ずる学
匿以降に入学する全学生に義挙申

生は増加Lでい亀千葉大は罰年
の簿外留学を必修化す革と発表閣
このような大学側の留学推進の動
きも今後敢まると考えていいだろう︒
民間試験の対策をするのは早めが
いいと松永さんは着き︒
﹁蒔3で受けた良問試験め衝来診
入試で健ラことになっていますが︑
高2の段階で大学出願できるスコア
が取れてい苺ぬがいいでしょう︒高
3で具体翰な進路を簸めたら︑英
語以外の科目に時間が使えます﹂
小学生の場合へ英語4技能への
準備はどうしたらいい鱒だ各う︒
﹁林学生野タちは︑英藷を勉強と
思わず︑学ぶ楽しさを伝えでほしい﹂
と香うのほ催産省の浅野さんだ8
﹁好きなことに絡めると︑英語を楽
しく身につけられます︒愚昧がある
ことや得意巻ことを某帝で紹介す各
に行っで英語℡会藩するのもいいで

様会があるといいですし︑海外流行

しょぅ︒アウトブタトの機会を得る
こと督嚢漂の必要性を感じて︑﹃亀つ
と話せるよぅになタたい﹄と思う経
験を小学襲撃フちにつくってやれる
といいですぬ﹂

†9 汲ー公船場喪施1「18采紙型」r英検：8¶萬み。r従来型」峨象外

﹁馳﹁

の成績を提出させる①とする方針だ

しなくても︑4技能評価でA2程
度の学力があることを調査票で確認
することで代用できるとしている︒
東北大︑北海道大のように20年虔

ぅが高得点を狙えて有利に思えるが︑

ページ表︶︒簡単な試験を受けたほ

大学は民間試験活用に及び腰に

﹁スコアはCE下二Kに置き換えて活

が独自に4技能を測るテストを作成

を考える子には海外でも通用する試

用されるのでどれが有利ということ

するのは難しいですから﹂と話すの

験をおすすめする︒

間試験で4技能を測ることが前提

の大学で広く使われています︒イギ

﹁大学進学後に留学を考えている

と考えておいたほうがよさそうだ︒

リスの大学を中心に使われているの

る﹁アゴス・ジャパン﹂の松永みどり

は︑海外大学への進学をサポートす

﹁民間試験は地方での開催が少な

も見えるがどういうことなのか︒

は活用しない方針の大学もある︒

大学で官学を

アが必要になりそうだ︒

で十分なのか︒各大学は活用法や

アを目指せばいいのか︒A2程度

英語の国際標準規格C【FR（セファール）と民間試験の対照

が︑東大は民間試験の成績を提出

その起爆剤として投入されるのが

が改革の狙いです﹂︵山田さん︶

■ 尊

では民間試験ではどの程度のスコ

昧拳㈱滴

▲ ▲

噸嘩

F
難関大盤が求め丁い鳥篭話力一覧

大
民間試験の受検料は数千円から2万円台までと幅広い

TOEF：LiErT71＆以上、英検準1級以上（E）2程度： TDEFLiBT80点以上、英検攣1畿以上（B2触）

▲‥でセンタ￣試験の英語を満点に換㌻ ■ などで佃鵬験の外国語を満点に

諸宗認諾芸濃雷1霊芸

湖紬軋触轍縦軸に

TD【FL‖汀42点以上、英検2級以上（Bl程度
などで点数5点を加点、TO【FL柑T95点以上
英検1級以上（Cl程度）などで点数15

など（そのはか英語■■のテストを受一⊥■＼

□放課後は習い事やお稽古事など予定を詰め込んでいる

□高校や大学選びはまず偏差値から入る
□勉強で最も大事なのは暗記力だ

何暫し率いのか。

■ 5佃以上なら，党く対応できでいません。

もう→皮、記事を読みなおL軋粛

まとめ入試改革に備えて親が知っておきたいこと
あなたの教育観は
アップデートされているか？

口承族でニュースを話題にすることばあまりない

□「00博士」と言われるのは変わりもののようで嫌だ

□子供の身の回りの世話をついつい煉いている

書芸芸

プ鱒が羊ダトぜ封息づけで︑真葡や
ダ召ぎ写︑募石︑誓文拳凄艶む

撃︑囁應カ皆考敬が㊨まず洋子傲
自身が今︒夢甲に翠う草い患核マイ

繭穆払藤寸陰赴そ
学力警尽しっか変つ隠れぼ盈先
カ穏︑＝マイプ廿がヤクl教傑約てい

Lかし

職が観掛楷の大挙愛敬p

く中骨戯食い︑身にやけら淘為とい

的に成功や等啓恕辛に呆れ冬世￠単

瞥十分浄⊥瑠東予陽こ暑が︑最終

塔昭申め変化艦浄Lて隣準です︒

﹁率や習い轟額野や艮閉厳守嫁︑

間がかか喜顎だ・︒孝の腰間牽りな
ぞ吸靡ご慧魯史雷管魯望見−
官爵筈療野警護義鳶

■

′
今野子供た啓戯贋犠学弟に知
い増すぬj

しかL薗酵凍替腐っで湿︑現嚢

雷管息貰蒜完恵よ親指二啓藍瞥
と財制にクワダワタL轟裏釘靡︑
改革俄嘉す学訝登苺だ啓篭

粉怜晶認ギタコダ菅沼冷す適すイー
牽作観∵作品恕歳恵ゼ蝕す轟づ転
覆人⁚を叢寮哲で豊ニ恕−瀞壱

療雪が密語敬子鷺与良骨

慮て︑4媛浄の東憩カ︑主体性Ⅴ
準をにプ．ログ一アミ㌢ダ撃殴l†熟

キルまで衷隠ち風∵付魯対では
鮮麗や官軍づ寧号音怠慢

啓まぎ議案が凄めら督淑らも
め学姐響ブちからあ酌もこ酌もやを
憲きゃ真澄つ∵でし凄つか竃Lれな

いが︑牽動感鼠算鼓陰山審ん緒
言う︒

にな甥でや−寒風隼変ずせ庭︹子鹿

蘭に⁚爆撃枚親湯尾漁連す巻震は時

く憂思高挽あ単称点替邑藩政皆瓦

孝供◎奥廃藩儲め希ヒ綴威厳轡学
準けで悌阪黍曹蚤す甘ず習ダ

﹁今こを凝議Lで†好き宮山塞に後

尊ケと・に認晶が農場ぬ藤︑息は将

矛ミおダ級室や蔑潜4磯醸哲伸ば

弱で謡偽称瀾を韓たぜ風琴認です個

督蜃こを春Lたい喝か︑キャ習

ず教選倦研管庭た惹澄み⑬ぎ牒すら

慶が薬味町屋警も左に挙る懐

㌢紗濠温でおく支いい管しょう﹂

で凝贋替葡数億ず教撃奄噂牽ぞト
蚤す負草野甫藁タイ抒は争餅によ撃

馳i納
l−≠分ワッ帰一

■￣脚
■L

ヰ倒以下なら「新時代の教育観」に対応できてL威す。
学びの憾り返9 は垂塾

l尤一丸感艶除や挙伊方に療わせ

膚∵諜靂蘭登息と併飯が散歩適し

て思凄いま甘酢海︑︑お手選良陽性幣

一J

■■
」 ．＿▼

ア蜘i
掩鱒
師蒜蒜蒜漕

□子供の将来を考えると心配な気持ちになる

騎を学んできで、これから

騰落督め線診察海鳥阿愚見好

紆籾れ草てを鵜野茸伴性にごつなが

だいP・﹄を照昧単官横蟄削ぎ出す閥

騒が 主体性・・を封じちゃっている
可能性もあります匂

□成績はオール5をとらせたい

そのエネルギー源は
心轟きぶられる体験をいかにした短

﹁野草誓言に儲頭ずる腰間澄申で

療薬味に督ぬ噂で︑邑智の音数

いか⁝1も忘こ濠で爵＆で為心髄督

膏姦廃が﹀う法号帝用ず温の豊丁ぞ ㌢かけ訝Lぞ畢斎ぺい∴い管し碧ヱ
．︑h．・二
大藩蔑改革樽誓ったばか鼻が︑
速水甚庵曝う主体鞄に学ぷ帝度 ︑最￠子ほ・を膿感暫学科か∵厳
雄一ン朝一汐で育匂義の哲はないこと
妾啓混乱広扱が森組菅汲ま軌な
恕知りでぉいで嘩Lいと看篭

・＼ざ・ヾさ・∵・

﹁終日碍醤ごし方の尊重常￠こ
褒凝ちに思ぅでい轟親潮夢私塾い竃
をで萄︑適格選び巧碁訝な大きな護 だ薫きⅧ敵Ⅳ眉ゐ梯﹁観野ぬ配Lす
誓っても鵡親が子供にクや望で
ぎている家鷹野予感び表せ嵐﹂患
塾げ遵感温いうめでは豊橋慢ぽ身に

つ軒ないでし戎曳軋主体性超轟い換 ﹁敵将心配は毒哲萎横暴せ温す︒
懸念簡贋監警雷撃品射ちほ≠身姦
え醗ば﹃何軒轡L︑たい﹄をいう気蒋萄

ゼロからモノを作る体験を
子供時代にぜむ

守ずb逢絆常温勉肇で義﹃好 習にない祭ヤジ薫が盤射れ各時代背
かをL患い︼皇ぎい貯Lたら︑むば
恩ぬ恕由笠電子儀殴好監督妄象
にせず︑曾きも賢慮しでやると
応級L苦卜各か早や︑￡らい肇気
いいでずぬ穏を七て≠子供楼蔑外と 頚骨要君−ん畳肇温で見守う㌣乳だ
鼻沿気潜もに気がつかない亀蘭哲
寧い﹂
篭嘉見聾しとが好尊皇﹃何督し
層

巧二作でもプログラミングでも。

□家のルールや週末の過ごし方は親が決めている
G凍ルギーを持った人問は強いゐ

親の意識を調査

質問 お父さん、お母さん何個あてはまりますか？

