●評価の仕方は？？？資格試験で活用できるのは？？？

Road to Success

（進路だより２年）

令和元年９月発行

夏休みが終わり、高校生活も後半に入りました。学校行事や部活動の中心となり、何かと忙しい時期ですが、これからの学習は受
験に向けて重要な意味を持っています。特に来年度から始まる「大学入学共通テスト」に関わる準備を始める重要な時期になります。
自分の志望する学校がどのような受験科目・出題形式・評価などしっかりと「調べる」「備える」ことが重要になります。
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大学入学共通テストが２０２１（令和３）年度入試より導入されることは、みなさんご存知ですよね？
実施方針によれば、大きく以下の３点が、これまでの大学入試センター試験から変更されます。
国 語（現代文）

‥マーク式問題・記述式問題（近代以降の文章のみ）
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【例 1】同一試験を
２度受検

試験Ａ
①

【例 2】同一試験を
３度以上受検

試験Ａ
①

【例 3】異なる試験を
合計２度受検

■ＧＴＥＣ（ＣＢＴ）の場合

１．入試はどうかわるの？

高校３年（４月

※①：1 回目の試験データー ②：2 回目の成績データー

■英検（S⁻Interviews）の場合
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【例 4】異なる試験を
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合計３度以上受検
①
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① 高校３年の４月～１１月に実施される２度の試験が対象になります。
※１回の試験で必要な資格が取れれば、２回目はいらない。
② 得点・評価・資格は上図を参考にしてください。
「早い順に」受検した「①②の試験」の成

数学①（数学Ⅰ、数学Ⅰ・数学Ａ） ‥マーク式問題・記述式問題（数学Ⅰの数式）

績が対象になります。高校３年の４月以前に取得した資格は大学入試英語成績システムには使えない。

英 語（リーディング、リスニング）‥リスニングの配点がリーディングと同じ（各１００点）

但し、大学入試英語成績システムを介さない大学入試では活用できます。

「英語資格認定」が必要になる場合がある！

当然だけど、今後の発表

●現段階での英語資格の活用を宣言している国公立大学・・全部は網羅していません。
資 格

その後、国公立大学の場合は、個別学力試験（いわゆる「２次試験」
）へと進むことになります・・。

出願資格とする

２．英語資格認定？ＩＤ登録？
さて、ここでは主に国公立大学を対象にした（私立大学も各自で調べてくださいね）ことを確認していきます。
今回の受験システムの大きな変更はもう一つあるのです。それが・・

ちょっと

もあるので、志望校を含
めて丁寧に確認しよう！

（Ａ１）奈良教育大・横浜国立大（経営・理工）など

私立大学においては、今までのセンター利用方式を大学入学共通テスト利用方式に移行させる大学がほとんどです。
学校によって評価方法が違うことも、しっかり確認しておこう！

大 学

「知らんかった！」では

（Ａ２）京都大・金沢大（一部の学類）
・神戸大・大阪大
大阪市立大・大阪府立大・奈良県立医科大など

すみませんよ。

英語の加点とする

筑波大・大阪教育大・三重大・静岡大など

ということは、

出願要件としない

北海道大・京都工芸繊維大など

ちゃんとしない

京都教育大（英語領域）
・長崎大など

と、受験できな

広島大（Ｂ２レベル以上を「みなし満点」
）など

くなることも‥

出願要件＋加点
その他

わかりに

英語資格‥「受験資格」
「英語の加点」
「全く関係なし」と大学によって対応が違うが

くいわね

※駿台予備校調べ １９年７月段階 大学別、同一大学の学部別で基準が異なる場合もある！注意！確認！！

「英語資格」を取得していないと「受験資格」がなくなる場合がある！
●共通ＩＤ登録とは？？？
ＩＤ登録‥大学によって対応が違うが、登録しておかなければ志望校によっては受験自体できなくなる！

では、次に今までの話から英語資格の受検や取得資格をどう利用するのか？？？・・ということを解説します。
①共通 ID 申込（学校一括で申請）

●英語資格認定・検定試験と大学入試英語成績システムとは？？？

１１月１日～１１月１４日

８月末と９月初めに本校でＧＴＥＣを実施しました。何のために・・？？？新入試システムに対応する準備の一環です。

②共通ＩＤの発行

大学入学共通テストでは、大学入試センターに成績送付の依頼があった英語資格認定・検定試験の成績を要請のあった大学

③資格取得の受検に共通ＩＤ利用

等に提供するシステムです。 集約・提供する成績は、各実施主体が定めるスコア（バンド表示も含む。
）
、ＣＥＦＲの段階別

④英語資格認定・検定試験を受検

表示及び合否（判定している場合）を基本とします。英語資格認定は以下のような形で扱われます。

２０年４月～１１月に２度受検
⑤試験の結果・成績が通知される

① 英語資格認定・検定試験が「大学入試英語成績提供システム」の参加要件を満たしている。

⑥志望大学への出願

② 英語資格認定・検定試験は「高校３年」の「４月～１１月」の「２回までの試験」の結果を使う。

⑦⑧大学入試センターより志望大学

③ ＣＥＦＲ［Ａ２レベル］は英検準２級合格レベルが該当する。

に「ＣＳＥ」
・
「ＣＥＦＲ」送付

④ 英語資格認定・認定試験には「英検」
「ＧＴＥＣ」などがある。国公立大学の受験には、高校３年４月以前に取得
した資格は利用できない。但し、私立大学・短大ではそれ以前の資格が利用できる場合もあり、確認すること。
⑤ 試験の「級」などの取得とは関係なく、
「ＣＳＥスコア」
、
「ＣＥＦＲ」
（ヨーロッパ共通参照枠）が与えられ、
志望校の大学出願に際し、
「共通ＩＤ」を通じて、志望校に提供される。
※「ＣＥＦＲ」とは・・外国語として学んだ人がどれくらい活用できる能力があるかを判断する基準のこと。
⑥ この「ＣＳＥスコア」
、
「ＳＥＦＲ」が、
「出願資格」
「英語の加点」などがあった場合に活用される。

●だから今後、絶対にしなくてはならないこと・・！
① 情報収集を大学別に定期的におこない、確認する！
② 志望校の受験要件に変更などがでれば、小まめに担任・保護者に報告する！
③ 英語資格認定・検定試験の使用の可否・有無や試験の申込期間、受験日を確認！

ここからは自己責
任！まず自分でア
ンテナをしっかり
張りましょう！

３．国語は？数学は？

４．オープンキャンパス体験記① ～キャリア委員がゆく！～

●国語はどうなるの？？？

●総合段階とは？？？・・左表を参照！

① マーク式問題に加え、現代文に記述式問題１題が加わった。

①大問１題（現代文－記述式）を

② 試験時間が８０分から１００分になった。

「ＡＢＣＤＥ」で評価する。

③ 評価の仕方は

②小問１・小問２を縦軸／小問３を横軸とする。

記述式 ・・現代文－大問１題「総合段階」
（ＡＢＣＤＥ）で評価

③左表の形で５段階評価を行う。

マーク式・・現代文－大問２題（合計１００点）

（現代文は大問１題の「総合段階」と

古文－大問１題（５０点）
・漢文－大問１題（５０点）

大問２題のマーク「１００点評価」の２パターン）

●キャリア委員からの報告「オープンキャンパスに行ってきました！」
１．わたしは関西大学 千里山キャンパスに行ってきました！
印象：敷地面積が阪神甲子園球場の９倍！とても広くて歩き疲れました（笑）
・・。
キャンパス別在籍学生数が２万５千人！雰囲気は賑やか！
阪急電鉄千里線・関大前駅下車すぐの好アクセス！降りて「すぐ」が学校！

●評価の方法は？？？
国公立大学・私立大学・短大ともに確認してください。

魅力：其の１ １３学部・１６研究科を擁する関西屈指の総合大学です。学部学科を超えた共同研究もできます。
其の２ 1886 年に関西初の法律学校として創立以来 130 余年の歴史と伝統があります。創設者はかの有名な元大審
院長の児島惟謙先生！
其の３ 優れたキャリアデザインプログラムで進路選択・就職活動を力強くサポートします。

小 問
１・２

●自分で調べるとともに、
教科の 先生に出題の狙
い、ポイントなどを質問す
小 問 ３

ることも大事！

其の４ さまざまな国の学生や研究者が活発に交流する「知の交差点」をめざします。
などなど。
学部：商学部
単に商学実務を学ぶのではなく、学生が主体となって地域社会にどう活かしていくのかを

他の学校に行っ

考えた他学部や他の学問分野との連携・研究を実践しています。

た人とも情報を

●数学はどうなるの？？？

商学部では、
「英語と会計に強いビジネスリーダー」を育成するため、5 分野の基礎を学び、

交換しよう

① 試験時間が６０分から７０分になった。

その後、専門的な学習に集中し、さらに学びたい人のために複数の特別プログラムを提供

② 数Ⅰの範囲（大問２題）にマーク問題を混在させた形で記述式問題（数式を記入する）が、小問３問程度が出題される。

しています。イギリスに滞在しながらビジネス英語を学ぶ「海外ビジネス英語プログラム（BestA）
」
、

③ 数Ａの範囲（大問３題）から２問を選択するマーク式問題が出題される。

少人数で国際的なビジネスリーダーをめざす「ビジネスリーダー特別プログラム（BLSP）
」
、公認会計

④ 配点は、記述式問題、マーク式問題で合計１００点。

士をめざす「会計連携特別プログラム（ALSP）
」
、最新の情報技術を駆使するイノベーターを育成する
「サービスイノベーション特別プログラム（DSI）
」も開講されています。海外を含むビジネスの現場

●地歴・公民、理科はどうなるの？？？

に出かけて行き、実地で学ぶことができると知りました。関大への興味がさらに湧きました。

地歴・公民ならびに理科に関しては、テストの様式などは大学入試センター試験と同じだが、問題の
出題形式・内容については、出題の狙い・ポイントが変化している点を見逃さないでください。詳細は
各担当の先生方に解説していただきます。
2．わたしは近畿大学 東大阪キャンパスに行ってきました！
●進路指導室にもこんなんあります！
① 旺文社 全国入試問題正解 特別編集 「思考力問題の研究」
（全教科を網羅）

印象：とても人が多くて大変でしたが、今年も「近大マグロの試食会」や「ゾンビだらけのサイエンスパニック」など、

② 数学社 大学入学 共通テスト（スマート対策） 英語・国語・数学Ⅰ・ⅠＡ・生物

ユニークな内容が盛りだくさん！学生と周るキャンパスツアーも好評でした。ただ本当に人が多かったです（笑）

（以下、地歴・公民、理科の各科目が発刊されます）
魅力：其の１ 建学の精神がいい！「実学教育と人格の陶治」
※まだ内容・制度・大学の対応など不確定要素がありますが、一度触れるのもいいと思います。

其の２ 教育方針がいい！ 「人に愛される人」
「信頼される人」
「尊敬される人」を育成することにある。
其の３ 文系・理系ともに１４学部を持つ関西屈指の総合大学！

●今後の日程は？？？
日付
９／１８
９／２６

行事
進路ＬＨＲ（大学入学共通テストについて）
英検（Ｓ－ＣＴＢ‥次年度４月～７月分）予約申込が開始（～１０／７）
大学出張講義

１０／ ２

進路ＬＨＲ（ＩＤ登録について）

１０／ ９

２年進路講演会

１１／ ２

第２回 進研模試

２年生は常に
①自主的に
②高い目的意識を持って
③計画的に
④堅実に
自分の進路を実現する！

学部：文芸学部
時代・国境を超え、人間が自ら考え、感じ、つくることを追求し続け、その結果、生まれてきたのが多様な文学や
芸術、文化です。これらを文学・芸術・文化・コミュニケーションの 4 つのフィールドから探るのが文芸学部です。
第一線で活躍する研究者・教授が、実践的な指導に当たってくださることが大きな魅力です。現場でのヒャリング、
フィールド、学外プロジェクト、展覧会などを通じて学習を進めているとお聞きしました。
文学科には日本文学・英語英米文学、芸術学科には舞台芸術・造形芸術、他にも文化歴史学科、文化デザイン学科
などがあります。

