
〈 セミナーのご案内 〉 
 ● 今回配布先を限定しておりますので、関係各位へのご回覧につき、ご高配をお願いいたします。 
  
高等教育活性化シリーズ 356（通算 687回）                   2017年 11月 29日（水）  

たいへんだ！！ このままでよいのか！！！―― 

大学入学共通テストの事前検証と今後 
～新テストの要件／入試センターの責務／大学の見識／個別試験の進化～ 
 
※ 新共通テストの制度的矛盾／高大接続原論／高大接続の大衆化／三位一体・接続改革の迷走 
※ 英語民間検定試験導入の問題点／CEFRとの対照表は合否判定に不適／新テストを開発すべき 
※ 共通テストにおける良問とは／個別試験との役割分担／記述式問題と採点／択一式問題の要件 
※ 新共通テスト設計における専門性と実証性は十分か／「学力の 3要素」の問題点／今後への展望 
 

 
 
 
 

 

 
  
2017年 11月 29日（水）剛堂会館（明治薬科大学）会議室（東京・麹町） 

 
日 時：2017 年 11 月 29 日（水）13：00～17：40 

会 場：剛堂会館（明治薬科大学）会議室（東京・麹町） 

        千代田区紀尾井町 3-27  TEL 03-3234-7362 
アクセス：東京メトロ有楽町線 ｢麹町駅｣1 番出口より 

徒歩 4 分、または JR 中央・総武線「四ツ谷 
    駅」麹町口より徒歩 10 分/ 
   ※受講証及び会場の地図の送付をもって参加受付となり 

ますので、必ずご確認ください。 

参加費：A．ご一名（資料代込）  35,000 円（税込） 
B．メディア参加（資料・音声 CD 送付） 

36,000 円（送料、税込） 
C．高等教育同人（☆）  20,000 円（税込） 

※メディア参加とは会場に来られない方の参加形式で、 

   開催後に当日配布資料及び音声 CD を送付します。 
※なお、当日参加とともに、音声 CD をご希望の方には、 
特別割引いたしますのでお問い合わせ願います。 

※参加費の払い戻しは致しません。申込者の都合が悪い 
ときには代理の方がご出席ください。 

  ☆高等教育計画経営研究所同人は KKJ の HP でご確認 
願います。 

申込方法：参加申込書に所要事項を記入のうえ、 

FAX または E-mail にてご送付ください。 

支払方法：銀行振込・郵便振替・当日払いがあります。 

     みずほ銀行麹町支店       普通 1159880 

     三菱東京 UFJ 銀行神田支店 普通 5829767 

     三井住友銀行麹町支店     普通 7411658 

     郵便振替                00110-8-81660 

      口座名＜（株）地域科学研究会＞ 

     ※ ご請求なき場合は振込受領書を領収書に 

       代えさせていただきます。 

申 込 先：地域科学研究会・高等教育情報センター 

    東京都千代田区一番町 6-4ライオンズ第 2-106 

Tel：03（3234）1231 Fax：03（3234）4993 〒102-0082 

 E-mail：kkj @ chiikikagaku-k.co.jp 

 HP：http://www.chiikikagaku-k.co.jp/kkj/ 

☆ご案内をパンフからメールにシフトしております。メールアドレスをご登録くださいませ。  
 

 
   高等教育活性化シリーズ 356                                                            年    月     日 

    大学入学共通テストの事前検証と今後             （□に✔印を）  □当日参加    □メディア参加 

         支払方法 □郵便振替 □当日払い □銀行振込 
勤務先                                                 必要書類 □請求書   □見積書  □領収書 

所在地 〒     

                                                    

TEL           FAX             

参 加 者 氏 名 所属部課役職名 メールアドレス  

   

   

   

※この個人情報は、本セミナーの一連の業務及び今後のご案内に使用させていただきます。

回 

覧 

キリトリ線(※参加申込みの折は必ずお送りください) 

 
 荒井 克弘氏 ／（国）東北大学 名誉教授 
          日本高等教育学会 会長 
 野口 裕之氏 ／（国）名古屋大学 名誉教授  日本テスト学会 理事 
 大塚 雄作氏 ／（国）京都大学 名誉教授 日本テスト学会 理事 
 南風原朝和氏 ／（国）東京大学 高大接続研究開発センター長 教授 

日本テスト学会 副理事長 

研修会参加申込書 

● 講 師 陣 ● 

地域科学研究会 

高等教育情報センター 

     （書類宛名                   ） 

連絡部課・担当者名                   

メールアドレス                    

“パネル討論”

で明日を拓く 



大学入学共通テストの事前検証と今後                    2017 年 11 月 29 日（水） 

時 間                 講 義 項 目 

13：00 

～  
13：40 

□ 新共通テストの抱えた制度的矛盾 
東北大学  荒井 克弘 

1．高大接続原論～共通試験の要件とは 
（1）異質な２つの教育課程の接合 
（2）知識・能力の高大ギャップ （3）専門選択に必要な時間とプロセス 
2．高大接続の大衆化 ～新たな大学モデルの探索 
（1）曖昧になった高大接続 （2）学力の多様化は危機か？ 
（3）種別化とネットワーク化と 
3．高大接続改革の迷走～主体なき改革 
（1）審議会の不明   （2）学習指導要領の延長でよいのか 
（3）接続改革の顛末 

まとめ： 三位一体改革の破綻 

13：50 

～  
14：30 

□ 英語民間検定試験導入の問題点 
～ CEFR レベルによる対照表を合否判定に使えるのか？ ～ 

名古屋大学 野口 裕之 
1．外部英語資格・検定試験について 
（1）外部英語資格・検定試験とは何か 
（2）大学入試センター試験と外部英語資格・検定試験 
（3）テストには実施目的と実用性（実施可能性）のバランスが必要 
2．CEFR とは何か 
（1）CEFR の理念（欧州評議会の理念） （2）CEFR の概要（６レベルが表わすこと） 
（3）CEFR の６レベルによる対照表による合否判定は可能か 
（4）CEFR-J の活用について 
3．CEFR との対照表以外の問題点 
（1）教科「外国語」の科目「英語」以外はどうするのか 
（2）「大学共通テスト」の教科を超えた設計図は不要なのか 
（3）外国語（英語）教育の高校教育、大学入試、大学入学後教育間での違いをどう考えるのか 
（4）「共通テスト」と「個別テスト」の役割分担はどうするのか （5）まとめ 

14：40 

～  
15：20 

□ 共通テストにおける良問とは 
   〜共通試験と個別試験の役割分担のあり方を問う〜 

京都大学 大塚 雄作 
1．良問の要件を探る 
（1）テストスタンダードが定める要件  （2）試験の枠組みによる制約 
（3）測定目的との関連性 ― 何を測りたいのか （4）教育へのインパクト 
2．記述式問題とその採点 
（1）教育文脈において共有される論点  （2）測定対象によって異なる採点基準 
（3）採点者信頼性の問題    （4）採点コストと労力の問題 
3．択一式問題に求められているもの 
（1）個々の小問と試験得点との関係性  （2）当て推量をどう考えるのか 
（3）マークシート方式問題の改善に求められるもの 
（4）個別試験と共通試験の役割分担再考 

15：30 

～  
16：10 

□新共通テスト設計における専門性と実証性を問う 
東京大学  南風原 朝和 

1．新共通テスト設計における学力観 
（1）「学力の３要素」の問題点 （2）項目作成への影響 
（3）真正な評価なのか短絡的な発想なのか （4）「知識」観の変化 
2．新共通テストの構成上の問題 
（1）記述式問題とマークシート式問題 （2）英語民間試験と新共通テストの英語 
（3）全体構成の不均衡 
3．実証的検討の必要性 
（1）記述式問題の採点 （2）英語民間試験の内容と実施体制 
（3）今後の展望と要望 

16：25 

～  
17：40 

□ ［パネル討論］新共通テストの今後～さあ、私の大学は！？ 
◇司会       荒井 克弘 氏 
◇パネリスト  南風原 朝和 氏 ／ 野口 裕之 氏 ／ 大塚 雄作 氏 

     ◇討議テーマ 
   ・入試改革におけるテスト理論の効用について 
   ・個別大学は入学者選抜をどこまで変えられるか 
   ・民間検定利用のメリットとデメリット 
   ・学習指導要領を延伸させることの是非 

 


