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報告  

大学入学共通テストへの要望  

―大学入試センター、文科省への要望― 

Requests for the Common Test for University Entrance:  

Requests to the National Center for University Entrance Examinations 

and the MEXT  

 

山崎  吉朗  YAMAZAKI Yoshiro1  

 

要旨  

2021 年 1 月から実施されている大学入学共通テストの「外国語」は、英語、ドイツ語、フランス

語、中国語、韓国語の 5 言語で実施されていますが、新学習指導要領下で実施される 2025 年

以降は未定です。大学入試センターでどのような検討が行われているかについては、ニュースや

新聞報道は錯綜しています。そこで、JACTFL では大学入試センターに要望書を送ることを関係

者に提案し、3 団体が応じました。その要望書を掲載します。今後も熱心に学習している生徒達を

擁護していきたいと考えています。  
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Abstract 

The "Foreign Language" section of the Common Entrance Examination for 

University Entrance, which has been in effect since January 2021, is offered in five 

languages: English, German, French, Chinese, and Korean, but the year after 2025, 

when it will be implemented under the new Courses of Study, is yet to be determined. 

News and newspaper reports are mixed about what kind of consideration is being 

made at the National Center for University Entrance Examinations. Therefore, 

JACTFL proposed to send a letter of request to the National Center f or University 

Entrance Examinations to the parties concerned, and three organizations responded. 

The letter of request is posted here. We would like to continue to advocate for our 

students who are eager to learn.  
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Entrance Examinations, the MEXT  

 

1. はじめに 

JACTFL では、これまでに文科省や東京都に対して要望や提案を行い、「声をあ

げる〜文部科学省、東京都への提案、要望〜」 2、「変革の兆し〜文科省への要望

〜」3、「声をとどける～東京都への要望～」4で、その経緯、成果を報告して来ました。

2015 年に、文科省幹部から「文科省には外からの声が聞こえて来ない。多言語教育

を求める声がない。何か要望書を出して欲しい、学会などのレベルで。」と言われ、

2015 年の 10 月 13 日に文科省の幹部の方々5に多言語、複言語について 30 分あ

まり話し、要望書を提出したのが最初です。JACTFL 定款第 2 章第 4 条「事業」の第

2 項には「多様な外国語教育に関する啓蒙と提言」を掲げており、それを実践して来

ました。JACTFL の大きな役割です。 

本年度も行いました。 

新学習指導要領下で行われる 2025 年以降の大学入学共通テスト（旧大学入学

センター試験）の英語以外の 4 言語維持に関する要望書提出を呼びかけ、3 団体に

応じて頂きました。提案に応じて頂いた 3 団体にはこの場を借りて御礼申し上げます。  

本報告では大学入学共通テストを巡る問題を概観し、3 団体の要望書を掲載しま

す。 

 

2. 大学入学共通テストを巡る問題  

本年度（2021 年度、2021 年 1 月実施）から、従来の大学入試センター試験に替

わる大学入学共通テストが実施されています。「外国語」は、英語、ドイツ語、フランス

語、中国語、韓国語の 5 言語です。しかし、新学習指導要領下で実施される 2025

                                                        
2 山崎吉朗（2015）「声をあげる」『複言語・多言語教育研究』第 3 号，一般社団法人日本外国

語教育推進機構，107-127 頁  
3 山崎吉朗（2016）「変革への兆し」『複言語・多言語教育研究』第 4 号，一般社団法人日本外

国語教育推進機構，169-174 頁  
4 山崎吉朗（2019）「声をとどける」『複言語・多言語教育研究』第 7 号，一般社団法人日本外国

語教育推進機構，183-190 頁  
5  主な出席者：内閣官房  浅田和伸  内閣審議官、 内閣官房  教育再生実行会議担当室  後

藤教至室長補佐、文部科学省高等教育局大学振興課  橋田裕大学入試室長、文部科学省高

等教育局大学振興課大学入試室  塩屋仁史入試第一係長、文部科学省高等教育局初等中

等教育企画課  今井裕一教育制度改革室長、文部科学省初等中等教育教育  圓入由美  外

国語教育推進室長  
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年度以降については未決定で、関係者の不安材料となっていました。  

それが、本年（2020 年）の秋になって、錯綜する報道があり、安心材料と不安材料

の両方が出てきました。そこで、急遽、今回の要望書提出となりました。簡単な経緯

を記します。 

 

2.1 NHK の報道「大学入学共通テストの再編案  「情報」新設へ  2025 年から 6」 

2020 年 10 月 21 日  

ここに下記のように記されており、関係者一同安堵しました。  

 

「『外国語』は、「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」の 5 科目のままとなっ

ています。」  

 

2.2 大学入試センター 平成 30 年度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ついて 2020 年 10 月 20 日  

その後、標記の文書が、大学入試センターから関係団体に出され、検討中の事項

について意見聴取をしているということがわかりました。11 月 30 日締切の意見聴取で

した。 

その文書の 6 ページに「外国語」は載っています。「（検討の考え方）」の英語の説

明の後を引用します。 

 

「なお、『英語』以外の外国語については、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』及び『韓

国語』を『英語』の出題範囲に準じて出題する。ただし、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』

及び『韓国語』については、受験者数が極めて少ないことなどの課題があり、将来的には、こ

れらの科目の出題について検討する必要がある。」  

 

「出題について検討」は衝撃でした。熱心に学習している生徒達の門前払いを意

味します。 

 

2.3 読売 新聞  見 出し「共通テスト  スリム化模 索」小見出し「外 国語課 題に」  11

月 6 日朝刊  

                                                        
6 https://bit.ly/2TaIzyD  （2021 年 1 月 16 日現在）  
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読売新聞の記事はさらに衝撃を与えました。  

 

「また、英語以外の外国語も検討課題に上がった。今年 1 月のセンター試験では、ドイツ

語の受験者数が 116 人、フランス語が 121 人などで、入試センターは「受験者数が極めて

少ないなどの課題がある」と指摘。中国語と韓国語を含む 4 か国語について「将来的に出

題を検討する必要がある」とし、削減を示唆した。（下線筆者）」  

 

前述の大学入試センターの文章では、「将来的には、これらの科目の出題につい

て検討する必要がある。」です。それを引用しているはずの読売新聞の記事で、最後

の「削減」に導く意図的な改変が行われています。「将来的には、」という文言と「将来

的に」の間には違いがあります。今後そのような必要があるだろうという和らげた表現

に対し、必要だと断言しています。  

最大の問題は下線を引いた「削減を示唆した」の文言です。センターの文面はあく

まで検討の可能性が書かれているだけで、「削減」という言葉はどこにもありません。

いきなり削減と書くのは、この記事を書いた記者の意図を感じざるを得ません。大学

入試センターに取材をして、そのような内部情報を得ているのだろうかという疑心暗鬼

を駆り立てます。 

 

2.4 中央教育審議会「大学入試のあり方を考える（第 18 回）」部会  11 月 27 日  

大学入学共通テストでの外部試験導入、記述式問題導入を中心に、大学入試の

あり方を検討している部会です。その第 18 回の委員会（2020 年 11 月 27 日）におい

て、山口大学学長で一般社団法人国立大学協会入試委員会委員長の岡正朗委

員からとんでもない意見が出てきました。 

「国立大学協会入試委員会」からの、「「大学入試のあり方に関する検討会議」に

おける各検討事項についての基本的考え方の整理」という資料の 9 ページです。「共

通テストの実施教科・科目の精選（情報Ⅰの扱いを含む）」というタイトルで、「作問コ

スト、大学入学共通テストのスケジュールの過密さ等を踏まえると、そもそも教科・科

目数の適正化についての検討が必要」と書いた上で、外国語について次のように書

かれています。 

 

【外国語】 

 「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」は、  
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①  英語がリスニングも含めて実施されていることとの兼ね合いからの不公平さ  

②  受験者数とコストの見合いという課題が存在  

検定試験の活用等も組み合わせれば大学入学共通テストの枠組みで取扱う必要性は乏

しい 

 

これまでも中教審で、科目数について言及されることがあっても、この 4 言語が名

指しで取り上げられたのは初めてです。 

部会の質疑応答で、関西大学学長の芝井敬司委員が質問しました。  

 

「受験生の中の全体の中でマイノリティーであることを持ってやめるというのもちょっと理屈

に合いにくいのではないかという感じがする。どう考えているのか。」  

 

岡正朗委員が回答しました。 

 

「あくまでセンターの経営状況を考えた。同じようなレベルの入試をしていない。こういう考

え方もあろうかということを申し上げただけ。」  

 

「国立大学協会  入試委員会」でどのような検討が行われ、提出された意見なのか

わかりませんが、岡正朗氏自身、このような質問があるとは思っていなかったと思える、

根拠のない回答と思えました。熱心に学んでいる学習者を尊重する気持ちが欠如し

ています。東京大学、京都大学はじめ、英語以外の 4 言語を受け入れている国立大

学から、このような意見が出てくること自体が不思議であり、遺憾です。外部試験導

入に関する問題点について議論されている「大学入試のあり方に関する検討会議」

で、少数の受験者だから外部試験でいいだろうと考えているとすると大きな問題でし

ょう。別の機会に問題にしたいと考えています。  

 

2.5 朝日新聞  「受験生にしわ寄せ？ 大学入試センター、揺らぐ経営」 11 月 28

日朝刊  

関係者にとってはたいへん心強い記事でした。  

 

「共通 1 次時代は 5 教科 17 科目だったが、現行は 6 教科 30 科目。センターは現在、

22 年度からの高校の新しい学習指導要領に基づく 25 年 1 月以降の共通テストの出題科
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目を検討し、素案では 7 教科 21 科目に再編するとした。英語以外の受験生が少ない外国

語科目の再編も検討したが「外交問題になりかねない」などの理由で縮小は難しいという」

（下線筆者）  

 

「外交問題になりかねない」が払拭されない限り、「廃止」の方向性はないのではな

いだろうと思いたいところです。  

この件に関しては、既にフランス大使館からは文科省に申し入れをしています。ドイ

ツ大使館についても関係者を通して依頼をしています。  

 

3. 3 団体の要望書掲載  

今回の要望書は、大学入試センターへの抗議ではなく、4 言語維持のための応援

メッセージと考えています。廃止されると不利益を受ける生徒達がいるところにきちん

と目を向けてもらい、4 言語試験の必要性を説明出来る材料を提供するという意図で

す。 

3 団体の要望書を提出順に掲載します。日本フランス語教育学会 7（2020 年 11 月

28 日提出）、高等学校ドイツ語教育研究会／日本独文学会 8  ドイツ語教育部会

（2020 年 11 月 30 日提出）、中高フランス語教育連絡協議会 9（2020 年 12 月 8 日

提出）の 3 団体です。中高フランス語連絡協議会は、要望書の最後に各学校の校

長の署名と公印を捺してありますが、その部分は省略しています。また、大学入試セ

ンターへの提出は A4 サイズですが、ここでは紙面の都合で B5 に縮小しています。 
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