
　今年１月に、初めての大学入学共通テスト（以下、
共通テスト）が実施されました。
　注目を集めていた国語と数学での記述式問題の導
入や、英語の資格・検定の活用は見送られましたが、
大学入試センター試験（以下、センター試験）と比
べて、知識や解法などを理解した上で活用できるか
を問う問題が増えたほか、読み取る資料が増加したり、
教科書に載っていない資料や実験などが扱われたり、

「どのように学ぶか」を踏まえた問題が出題されたり
と、出題傾向にもさまざまな変化が見られました。
　Guideline編集部が高校教員を対象に実施したア
ンケートを見ると、６割以上の先生方が、共通テス
トはセンター試験と比べて思考力・判断力を問う問
題になっていると回答しました。一方で、「情報処理
能力ばかりを問う試験になっているのではないか」「試
行調査と比べてセンター試験からの変化は小さかっ
た」といった声も聞かれます。
　また、７割の先生方が、今後の授業や定期考査の
問題を変えていく必要を感じていると回答しました。
そこで今回の記事では、高校の先生方が共通テストを

どのように受け止め、そして日々の授業や考査問題な
どをどのように変えていこうと感じているのか、アン
ケート結果と座談会形式でのインタビューからお伝
えします。座談会は、リーディングとリスニングの配
点に変更があった「英語」と、多様な資料の扱いが特
に重要な地理歴史から「日本史」の２教科・科目です。
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河合塾ホームページでは、大学入学共通テストの設問別分析や、受験生向けの教科別学習アドバイスを
掲載しています。今回の記事で紹介できなかった教科・科目についてはこちらをご覧ください。

2021年度大学入学共通テスト速報
https://kaisoku.kawai-juku.ac.jp/nyushi/kyotsutest/21/

2022年度 共通テスト受験生への教科別学習アドバイス
https://www.kawai-juku.ac.jp/exam-info/cnt/exam-correct/measures/
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2021年度大学入学共通テストを振り返って

６割が思考力・判断力を問う問題とする一方で
「情報処理能力を問う問題だった」との声も

　大学入試センターが2019年６月に公表した「令和３

年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト問題作成

方針」（以下、問題作成方針）には、問題作成の基本的

な考え方として３つが挙げられている。

●大学入試センター試験における問題評価・改善の蓄積

を生かしつつ、共通テストで問いたい力を明確にした

問題作成

●高等学校教育の成果として身に付けた、大学教育の基

礎力となる知識・技能や思考力、判断力、表現力を問

う問題作成

●「どのように学ぶか」を踏まえた問題の場面設定

　今回のアンケートではまず、2021年度共通テストが

この方針に即した問題だったのかを聞くため、「共通テ

ストは、センター試験に比べて思考力・判断力を問う問

題になっていると感じたか」を尋ねた。

　＜図１＞を見ると、「非常に感じた」「やや感じた」で

６割を占めた。しかし、選択した理由を自由に書いても

らったところ、「非常に感じた」「やや感じた」先生も、半

数以上が「情報処理能力ばかりを問うている」「深い思考

力や読解力を評価できているのか」といったコメントを

挙げる。また、マークシート形式の特性や時間的な制約

から、思考力・判断力を問うことの限界を指摘するコメ

ントも少なくない。今回の共通テストが教科・科目の特

性に応じた「思考力」「判断力」を適切に測る問題となっ

ていたのか、検証の余地がありそうだ。

　以下、自由記述のコメントを見ていこう。

共通テストは思考力・判断力を問う問題だった

◆ 暗記だけでは対応できない問題があり、普段の授業から生
徒が考えるように問いかけをすることが重要と感じた。

◆ 文章全体の論旨を把握して正解にたどり着くようなプロセ
スがセンター試験よりも重視されているように感じたから。

◆教科書や問題集で一般的に出題される内容ではない話題が
出題され、情報を読み取り整理する力を聞かれていた。

◆時間ギリギリまで考えさせているのが良いと思います。英
語は、factとopinionの違いが重要だと感じました。数学
の授業にも取り入れたいです。

◆ センター試験ではなかった形態の問題があったので、思考
力や判断力を問おうとしていると感じた（実際にそれがう
まくいっているかは別の問題として）。

◆ グラフ、図、社会情勢を踏まえて考えさせる統計の問題の
順番が知識、技能を重視する数列、ベクトルの前になった。
また大問毎の最後の設問に誘導が無いものが目立った。

◆ 数学では、これまでは答えまでの最短距離を身につけるこ
とが高得点を得る近道だったが、あえて回り道も経験して
おかないと対応できない内容になったと思う。

◆ 基礎的な知識をもとに、実験結果の表やグラフを見て考え
させる問題が増えているように感じました。

◆ 化学については、どのような教科指導をすればこのような
問題が解けるようになるのか、先行きが見通せない。

共通テストは思考力・判断力を問う
問題だったのか？

◆ 生徒の対話やレポート形式等、特に問題文やリード文に大
きな変化があったが、問うている内容は大きくは変わって
いない。

◆地理に関しては従来から思考力・判断力を問う問題だった。
しかし共通テストは地理の内容ではなく、読解力があれば
解ける問題も出ており、センター試験の方が質が高いと感
じた。また、問題文が長くなっただけで内容がないものが
多かった。

◆ 数学のデータ分析や会話形式などは情報の整理などであっ
て純粋に数学という学問の数学的思考力・判断力を問う内

＜図１＞

1. 非常に感じた
2.やや感じた
3.どちらとも言えない
4.あまり感じなかった
5. 全く感じなかった
その他

共通テストは、センター試験に比べて
思考力・判断力を問う問題になっていると感じましたか。

10%
11%

23%

3%

52%

1%

高校教員アンケート

　Guideline編集部では、2021年２月から３月にかけて、読者の高校教員を対象に、2021年度共通テストへの感
想や、共通テストを踏まえた授業の変化などについてアンケートを実施した（注）。ここではその一部を紹介する。

（注）「ガイドライン10・11月号、２・３月号に関するアンケート」。2021年２～３月に、Webアンケートで実施。回答数239件。
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容とは思えない。
◆ 日常の問題を題材にして内容を理解したり、問題文を読み

進めて解答を予想できる問題などは、思考力・判断力を問
う問題だと思う。ただ、推論で答えが得られる問題がよい
かは疑問。

◆ データを多くしたり、リード文を多くしたことは思考力を
問う面はもちろんあるが、今回の問題を見ていると読解力
と情報処理能力を試している問題が多いと感じた。

◆思考力・判断力を問うという意図は見えるが、実際に問え
ているのかという感じも一方ではある。本校では、結果に
例年との大きな差は出なかった（今までの問題でも取れて
いる者は、今回も取れていた。今までの問題でも取れない
であろう者は取れていない）。

共通テストで思考力・判断力を
問うことができるか？

◆ 工夫した設問は見られたが、そもそも共通テストで思考力・
判断力を問うのは難しいのではないかと感じた。

◆同問題で、試験時間＋30分くらいなら思考力を問えると
思います。しかし、この試験時間では問えないと感じまし
た。

◆ 短時間で解かせることが思考力を測ることにむいてない。
思考力は記述問題で測ってほしい。

◆記述式がなくなった分、これまでのセンター試験から大き
く出題形式が変わったとは感じていません。「複数の題材
による問題」について、思考力を試すという点で有効な出
題だと思いますが、大学入試に適う質が保証できる文章は
限られており（試行調査で実施された実用的な文章はやは
り出題されませんでした）、形式に拘るよりも質の高い文
章を的確に読めるかという点に集約した出題の方が良いと
感じます。

共通テストを受けて
授業や考査問題を変えていくか

◆ 問題演習を一方的に解説するのではなく、生徒同士に考え
させるグループワークを取り入れたい。

◆ データを読み取る力は強化すべきと感じています。
◆ 方向性はやはり「情報収集」「分析・整理」「表現」重視と感

じたので、それを意識した授業展開を実施しないといけない。
◆ 授業や定期考査で、知識や用語を問う発問や問題は少なく

して、現象のしくみや理由を述べさせる発問や問題を工夫
して出していきたいと考えている。

◆ 問題形式等大きく変化したが、基礎学力がないとどうしよ
うもないという点に関しては従来と変わらない。語彙や文
法の定着はこれまで通り必要。基礎となるそれらの部分の
指導は従来と大きくは変わらない。アウトプットの部分で
はこれまでと違うスキルが必要とされるので、その部分に
関しては大きな方向転換が必要。

◆ 今までやっていたテストは記述量などは多くしていたが、
単なる「頭の良さ」や「スピード」で差をつけたくなかっ
たので、問題文はあえて短く・処理条件も少なくしていた。
しかし、読み解く力、素早く情報処理する力をつけなけれ
ばならないと思うと、そんなことは言っていられないので
授業や考査問題を変えていくつもりである。

◆ 授業だけでなく、高校生活を通じて読解力の向上などに取
り組んでいく必要があると思います。

◆ これまでのような過去問主義の対策では点数を取るのは難
しいだろう。授業のやり方は変えていかなければいけない
と思う。

◆ これまでも、難関大の入試を見据え本質的な理解と生徒へ
の能動的な参加を促して来たので、変える必要がない。

◆ 本校では、普段の授業で考えさせる場面を多く作ることが
重要であるという取り組みをしてきた。これまでの取り組
みを大きく変えなくても、共通テストになったからといっ
て大きな変化はなくて良いと感じた。

授業や考査問題を変える
必要を感じる先生が７割

　「共通テストの問題を受けて、今後の授業や定期考査の

問題などを変えていく必要を感じているか」を尋ねると、

「感じる」「やや感じる」で７割を占める＜図２＞。その

内容を見ると、生徒の思考を促す活動の重視のほか、問

題文が長くなったことへの対応や、資料やデータを読み

取る力を強化することなどが挙がる。一方、国公立大学

の二次試験や、新学習指導要領などを見据え、既に授業

改善を進めてきた先生からは、「変える必要がない」とい

うコメントも見られた。

＜図２＞

1. 感じる
2.やや感じる
3.あまり感じない
4. 感じない
5.わからない

先生は、共通テストの問題を受けて、今後の授業や
定期考査の問題などを変えていく必要をお感じですか。

5%

24%

19%

49%

3%

特集
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形式的な文法問題をなくし
リーディング問題に特化

──小森　１月に行われた共通テス
トに関しては、音声中心・実用英語
中心の英語教育への追い風になった
という意見と、思考力を重視しよう
とした結果、単に情報を読み聴き取
る試験に傾きすぎているのではない
かという意見に分かれているようで
す。それらの意見も踏まえたうえで、
先生方のご意見をうかがいたいと思
います。まずは自己紹介を兼ねて、
それぞれの高校についてご紹介くだ
さい。
遠藤　拓殖大学第一高等学校の遠藤

といいます。今年で教員15年目を

迎えます。本校は東京都武蔵村山市

にある共学校で、高校から募集する

拓殖大学の付属校です。共通テスト

の英語ではリスニングの比率がかな

り高まっていますが、中高一貫校に

比べて大学受験までに３年間しかな

い状況のなかで、今後、英語の学習

時間をどう構築していけばいいのか

が課題だと考えています。

岡田　埼玉県立浦和高等学校に着任

して５年目の岡田です。本校は、埼

玉県で126年の歴史を持つ最も古い

公立の男子校で、文武両道を意味す

る「尚文昌武」を掲げ、勉学、学校

行事、部活動の三兎を追っています。

50キロマラソンや全校ラグビー大

会などの学校行事があり、全国大会

レベルで活躍する部活動もあります。

また、昨年はテレビのクイズ番組で

優勝するなど、さまざまなところで

人間的に成長してもらいたいという

ことで指導しています。

冨田　栃木県立栃木女子高等学校の

冨田です。赴任して15年目になり

ます。３月まで進路部長を務め、現

在教務主任をしております。本校は、

県内でも歴史がある学校で、今年で

創立120周年を迎えます。県内の県

立女子校が共学化していくなか、本

校は公立女子校として魅力ある特色

をさらに発信しようと考えておりま

す。本校生は、ほぼ全員が大学進学

をめざしています。

──小森　それでは早速、リーディ
ングの問題から振り返っていきたい

と思います。まず第1問ですが、ス
マホではこのような長い文章やきち
んとした英文は書かないから非実用
的だとの意見もありますが、正答率
は７～９割（河合塾共通テストリサ
ーチ、以下同）でした。どのような
感想をお持ちになりましたか。
遠藤　フォーマットはメールですが、

従来通りの対策で何とかなるのでは

ないかと思いました。ただし、この

問題に登場するWhat a relief! など

の会 話 表 現 や、laptop、USBとい

った身の回りにあるものの英語表現

に関しては、センター試験以上にし

っかり習得することが大切ではない

かとも思いました。

冨田　私も遠藤先生と同意見で、リ

スニングのスクリプトが文字化され

ただけですから、まずは無難な問題

から入っているなとの感想を持ちま

した。本校の生徒も、自己採点で85

〜 90%が正答できています。

岡田　全体的な感想として、発音、

アクセント、文法の単語並べ替えな

どの問題を全部排除して、リーディ

ングに絞ったのは大きな変革で、か

なり波及効果があると思っています。

生徒も、まず単語集をやって次に４

択の文法問題を解くといった勉強法

⃝拓殖大学第一高等学校　　　  遠藤謙一先生
⃝埼玉県立浦和高等学校　　　  岡田稔先生
⃝栃木県立栃木女子高等学校　  冨田泰治先生
⃝司会：河合塾講師　　　　　  小森清久

出席者　 先生のお名前の五十音順／本文中敬称略

実用英語やリスニングが重視されるなか
思考力・判断力につながる
情報処理能力を高める工夫が重要に

　2021年度大学入学共通テスト（以下、共通テスト）では、
英語資格・検定試験活用のための「大学入試英語成績提供シ
ステム」の導入が見送られた一方で、リスニングの配点は大
学入試センター試験（以下、センター試験）の50点から
100点に変更され、リーディングと同等に扱われることにな
り、また、実用的な場面での英語運用能力が試されるなど、
センター試験との違いが鮮明になった。座談会では、共通テ
ストで気になった問題などの感想をうかがいながら、今後は
どんな能力が必要とされるのか、その育成のためにはどのよ
うな指導が有効なのかについて、語り合っていただいた。

英語
座談会

2021年度大学入学共通テストを振り返って
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から、本文を読み文脈を追っていく

ような勉強法になるのではないでし

ょうか。その上で、第１問の問２を

見ると、言葉に線を引いて解釈して

いかなくても、文脈を追っていけば

話の流れで正解に辿りつくことがで

きます。第二言語を学ぶ者が第一言

語の話者に近づいていくという意味

で、より実用的になったのではない

かと思っています。テキストに関し

ては、スマホになっても変わらない

と思います。

──小森　センター試験は基本的に
アメリカ英語一辺倒でしたが、今回
はイギリス英語が出題されました。
普段の授業のなかでは、意識的に指
導されているのでしょうか。
遠藤　テキストでスペルの違いがあ

った場合はイギリス式だと説明しま

すが、あえてこちらから言及するこ

とはありませんし、今回くらいの軽

微な違いであればそんなに影響はな

いと思います。

冨田　これは予想された範囲内で、

生徒にはcenterのスペルはイギリ

スとアメリカで違うのだと、その場

その場で指導しているため、大きな

影響はまったくないと思っています。

実用英語としても重要な
factとopinionの区別

岡田　実用英語の「実用」というこ

とを私なりに考えてみると、１つは、

第１問の携帯電話のやり取りや、バ

スの乗り換えなど実生活に結びつい

た場面という意味、もう１つは、意

見を述べたり、議論を行ったりする

際に、事実に基づいて発言している

のか、個人の意見なのかをきちんと

分ける運用上の意味の２つがあると

思います。そう考えると、第２問の

factとopinionの区別は重要ですし、

実用的だと思います。こういう形で

問われるようになると、普段の授業

でも、意見なのか、事実に基づいた

ものなのかという話ができて良いと

思っています。

冨田　試行調査以降、本校でも授業

のなかで事実と意見を意識させるよ

うにしていました。ただ、指導が言

語材料の方に傾きがちで、徹底でき

なかった面もあります。本校の生徒

は、第２問Ａ問３のfactを選ぶ問題

で正答率がやや低かったのですが、

岡田先生が言われたように、読んで

いるうちに、音楽バンドについての

事実と感想がごちゃごちゃになって

しまったのではないかと思います。

遠藤　事実と意見については、日本

語でできなければ英語でもできない

と考え、現代文の先生と連携して、

日本語で事実と意見を分けるという

アクティビティを導入しました。日

本語のプリントを私が作成して、国

語の授業のなかで判別するトレーニ

ングを積んでもらったのですが、だ

いぶ判別能力が上がった気がします。

──小森　私も塾生からfactとopin-
ionについて質問を受けると、that
節を使ってfactを書くとか、主観
が入る形容詞には発言者や表現者の
意見が色濃く出るとか、品詞でfact
とopinionを分けるとか、助動詞で

opinion性を確認するといった指導
をしていますが、先生方のご意見を
聞いて、いろんなアプローチがある
ことが分かりました。
岡田　第２問あたりから、情報を短

期記憶に詰め込んだまま、別の資料を

見るといった作業が求められるよう

になります。これはある意味二重課題

であり、外国語話者には難しいのでは

ないかと思います。認知的には高いレ

ベルですが、現実には必要な能力で

あり、そういう意味では「実用」と

考えてもいいのではないでしょうか。

──小森　テスト自体に記憶力を試
す側面があり、読んだときの記憶力
の良し悪しが差になってあらわれる
のは仕方がないと思います。岡田先
生から認知の話が出ましたが、英語
の能力とは少し違ったところでこの
問題を考えなくてはいけないのかも
しれません。
遠藤　生徒に話を聞いたところ、複

数の資料を統合して情報を抽出する

問題は、参考にする情報が２つまで

なら何とかなっても、今回のように

３つになると脳のメモリーがオーバ

ーワークになって辛いそうです。和

訳に使う脳のメモリーを減らし、記

憶の保持に使うメモリーに振り分け

るためにも、訳読の精度をもっと高

められるような効率的な指導法を構

築する必要性を感じました。

英語の試験における
思考力・判断力とは何か

──小森　次に第３問Ａですが、問
２の正答率は28.4%と非常に低い
ものでした。情報を収集する能力と、
計算能力を要求するのは英語の試験
から逸脱しているのではないかとい
う意見も耳にしますが、そのあたり
はいかがですか。
遠藤　これはとても良い問題だと思

います。理由は２つあり、１つは語

彙の能力を問うことができるからで

遠藤 謙一 先生

先生の取り組み
高校３年間の中でリスニングやスピーキ
ングなどの時間を生み出すために、アプ
リを活用して個別最適化した指導や、品
詞の定義・間接疑問文の和訳・文法運
用レベルの１問１答によって文法指導の
時間を削減するなど、効率的な指導に力
を入れている。

勤務先：拓殖大学第一高等学校
所在地：東京都武蔵村山市大南4-64-5
創立：1948年

特集

Kawaijuku Guideline 2021.7･86



す。transferという単語は、「輸送

する」だけでなく「乗り換え」の意

味で使われることもあり、語彙を深

く勉強させることができます。もう

1つの理由は、新しい思考力を問う

問題だからです。センター試験でも、

本文を抽象化するような思考力が求

められましたが、手順は１つでした。

しかし今回は思考力を要する手順が

複数必要であるため、問題の出し方

としては新しいと思います。

冨田　小森先生がおっしゃるように、

本校の英語科では意見が真二つに割

れました（笑）。遠藤先生のように

良い問題だという教員もいましたが、

どちらかというと、情報検索と数字

の計算だから英語の問題ではないと

いう批判的な教員の方が多かったよ

うです。計算といっても単純な四則

演算ですから注意深く読めば解答で

きますが、受験生の誤答を予想して

作ったようなテストのためのテスト

で、いかがなものかといった意見も

ありました。

──小森　大学入試センターのなか
でも、計算になった段階で言語では
ないとするイギリス式の英語教授法
に則ったテスティングの考え方と、
TOEFLに代表されるような英語で
情報を聴き取り活用するところまで
が英語の試験だとするアメリカ式の
考え方に分かれています。今回のテ
ストは、２つの考え方を迷いながら
も取り入れたのではないかという印
象があります。
岡田　テストの設計段階で、大学入

試センターが思考力・判断力をどの

ように定義しているかがはっきりし

ていないと思います。私が調べた範

囲では、センターが考える思考力は、

理解する、分析する、評価する、考

察する、仮説を立てて判断する、な

どの力だと理解していますが、こう

したテストでは、仮説を立てて判断

するような深い思考力は測れません。

おそらく、分析して、理解して、短い

時間で判断することくらいしかでき

ませんから、思考力というよりは判

断力に近いのではないかと思います。

遠藤　思考力・判断力に関してセン

ター試験と共通テストを分析してみ

ると、「抽象化」「言い換え」「複数

から情報を抽出して統合する」の３

つの能力が問われているように感じ

ます。センター試験はどちらかとい

えば「抽象化」に特化している感じ

があり、難易度としてはむしろセン

ター試験の方が高かったのではない

でしょうか。共通テストは「複数か

ら情報を抽出して統合する」作業で、

しかも日常生活に近いため、難易度

としても、求める思考力としても下

がったような気がします。

現代的な場面に則して
文法や英語表現を理解する

──小森　第３問Ｂの問１の時系列
の問題は、上位層の正答率63.1%
に対して、下位層は7.2%とかなり
差がつきました。文法の時制、テン
スとアスペクトの関係の理解が必要
な問題だと感じましたが、いかがで
しょうか。
冨田　とても良い問題だと思います。

対策問題集に似たような問題があり、

時制の過去や過去完了のところをち

ゃんとマークしていたためか、問１

に関しては本校では70%の正答率

でした。丁寧に読めていればできる

が、それができない生徒は正答でき

ず、差がつく良い問題として2022

年度以降も続けてほしいと思います。

岡田　文法の四択問題の代わりにこ

こに埋め込んだような印象がありま

す。話の流れから大過去ではなく過

去完了の必要性が分かるようになっ

ており、実用として文法知識を問う

という望ましい方向に進んでいるの

ではないかと思います。また、email 

meや問３のcontactなども実用的

な言い換えの表現だと思います。

遠藤　第３問Ｂで一番注目したのは

fund-raisingという言葉です。本文

にはあまり関係ありませんが、外部

の校長の話題や、ネットに関する話

題が出てきたりしますから、ある程

度の前提知識がないと解けなかった

可能性があります。英語教師が英文

を選ぶときも、ある程度アップデー

トされたものを選ぶ必要があると痛

感しました。

──小森　第４問は概ね７～８割の
正答率で、問５の本文で明確に触れ
られていないa third opinionの問
題でも68.2%の正答率でした。き
ちんと本文を読んで具体的に表現で
きていることが分かります。
岡田　おそらく生徒がこういう文章

を読むときは、順を追って情報を頭

の中に入れていきながら要約のよう

な形で選ぶのだと思います。そのた

め、特に３年生には普段から文章を

読むときに70 〜 80wordsで要約さ

せる練習をさせています。具体的な

ものを捨てて抽象化、一般化してい

くような練習をしていくなかで、こ

ういうものを選べる力がついていけ

ばいいなと思っています。

岡田 稔 先生

先生の取り組み
2021年3月に卒業した生徒の学年か
ら、学習指導要領の改訂を踏まえて英
語のカリキュラムを大幅に改定した。教
科書は早期に終了させるとともに、複雑
な文章を同時並行で多く読む多読指導
のほか、難しい構文を含んだ難解な文
章の精読、スピーキングの指導などにも
力を入れている。

勤務先：埼玉県立浦和高等学校
所在地：埼玉県さいたま市浦和区領家

5-3-3
創立：1895年
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冨田　この問題については、答えは

Hibari Space Centerしかないと思

いながらも、選択肢がすべて短いた

めに、ひっかけではないかと不安に

なった生徒もいました。しかし、多

くの生徒は、かなりの量の英文を読

むわりに選択肢が短いため、そんな

に悩まずに解けたようです。

──小森　リスニングも同じですが、
選択肢が長いとかなり負荷がかかる
ようです。短い選択肢だからこそ、
考える余裕ができたのかもしれませ
ん。岡田先生の言われた、流れで理
解していくというお考えにも合点が
いきました。
遠藤　2020年度のセンター試験で

は、フリーマーケットへの出店の適否

を類推する問題がありましたが、こ

うした問題には、以前のセンター試験

の問題をうまく使って対策ができる

ように感じました。なお、第４問全体

を通して気になったのはattached

というネット関係の用語と、onと

outの使い方です。ネット関連の用

語をある程度ピックアップして扱う

と同時に、前置詞のイメージしかな

いonとoutも、１語になると、外

出するという意味のoutと、何かを

やっているという意味のonになる

といったことなど、実用的な使い方

を教えていきたいと思っています。

正確な語彙力と
言い換え表現が鍵

──小森　第６問Aの問３は正答率
40.9%で、この問題のなかでは比
較的低いのが気になります。語彙の
identifyが難しかった可能性があ
ります。本文の読み取りと、その言
い換えを細部まで正確に理解できる
かにこの問題の大きな意図があると
思いますが、いかがでしょうか。
岡田　ゲームを録画して見つけ出す

ことを、identifyと表現する究極の

抽象化であり、続く問４のimple-

mentingも、抽象化の問題です。

identifyはどうしても「同一視する」

と覚えているため、この単語が出て

きたら「分かる」とか「特定する」

といった意味だと常に話しています

が、自由英作文などの時間でも、こ

うした抽象化や具体化などの指導は

できると思っています。

冨田　この問題は語彙力で差がつく、

良い問題だと思います。本校では英

語が得意な生徒には、英英辞典を活

用してできるだけ他の表現に言い換

える、あるいは定義ができるように

指導しているため、きちんと対応で

きたのではないかと思っています。

遠藤　最後の問題ですから、第６問

はかなり走り読みというか、焦りな

がら読んでいる姿が想像できます。

問２・３は、抽象化した部分以外も

抽象的な語彙が使われているため、

走り読みだと対応しにくいのかもし

れません。問４の正答率が比較的高

いのは、 おそらくnew rules and 

guidelinesの具体性がかなり強い影

響だと思われます。抽象化の練習に

は自由英作文が有効ですが、教員が

すべて対応するには限度があります。

そこで、ある程度の練習をさせるた

め、私は「DeepL」という翻訳サイ

トを使っています。本校では授業中

のスマートフォン利用を認めており、

最初に英文を自分で翻訳させた後、

翻訳サイトに入れて翻訳させていま

す。正確性は100%担保できません

が、５パターンくらい候補が出てき

ますから、言い換え表現も身につけ

ることができると思います。

場所や順序、時間などを
正確に聴き取る力が必要

──小森　続いてリスニングの問題
に入りたいと思います。第１問Ａは、
短文を聴き取って選択肢に答えるタ
イプの問題ですが、正答率が36.2
％と低い問３は、時制で混乱したか、
固有名詞に引きずられた可能性があ
ります。この問題についてはいかが
ですか。
遠藤　ミスリードを誘うような作り

方で上手だと思います。スクリプトの

最初の方でHiroshima next weekと

いう言葉が出てきますが、重要情報

は後の方に出てくると考えがちです。

選択肢の①と②にChibaが出ている

と、③と④にnext weekがあっても、

後で出たChibaという場所情報に気

を取られたのだろうと推測されます。

岡田　今、おっしゃったように、発

話に解答者の気を引くような言葉を

入れることで、文字情報でそちらに

誘導する仕掛けがあったと思います。

こ の 問 題 は、Yuji moved from 

Chibaの、fromが聴き取れているか、

start workingがjobという言葉につ

なげられるかもポイントだったと思

います。

──小森　時間がからむと受験生に
は難しくなるため、問題の作りとし
ては巧妙だと思います。次に、場所
の前置詞を聴き取る第２問の問11
では、正解の①ではなく、②を選択
してしまう誤答が非常に多いことが
気になりました。情報の処理手順を
間違ってしまっているような感覚を

冨田 泰治 先生

先生の取り組み
英語の基礎力に差のある生徒が入学して
くるため、「教科書第一に指導すること」
と「基礎・基本」を大切にした指導を徹
底している。ＡＬＴの活用によるスピーキ
ングやライティングの指導に加え、英語
資格・検定試験の受検奨励なども目標
に掲げて指導している。

勤務先：栃木県立栃木女子高等学校
所在地：栃木県栃木市薗部町１-２-５
創立：1901年
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受けるのですが、何かお気づきにな
ることはありますか。
遠藤　この問題のdownが「下」と

いう意味ではないことや、場所を表

す言葉の直前に来るrightは「右」

ではなく「まさに」の意味だという

ようなことは集中的に教えています。

しかし、生徒の話では、そもそも

next to the lockers across 〜が全

然聴き取れず、何とか聴き取れた

nextとrestroomの2つが結合した

というケースや、最後のrestroom

以外が聴き取れなかったためにその

近くを選んだというケースが多かっ

たようです。

岡田　初心者の場合は、英文が読ま

れると、最後に読まれた音がいちば

ん印象に残ると思います。英語は基

本的に文末を強調するような性質を

もった言語ですから、基本的にre-

stroomの印象だけが残るのだと思

います。

冨田　私もそう思います。これは引

っかかりますね。この種の問題は、

リスニングでもスクリプトを見て注

意しているのですが、音声を聴いただ

けではなかなか分かりません。教え

方を研究する必要があると思います。

遠藤　もう１つ、restroomはトイ

レと日本語で変換すると思うのです

が、この変換である程度の達成感が

得られることで、さらに印象が強ま

るのではないでしょうか。聴き取れ

たぞと（笑）。

──小森　第３問の問13は、全体
を通じて最も正答率が低く、上位層
でも13.5%、下位層は6.8%でした。
夫婦が台所で食料品を片付けている
場面設定ですが、firstにとらわれ
てしまった可能性があります。どの
ように分析されていますか。
遠藤　言葉はよくないですが、性格

の悪い問題だと思います（笑）。生徒

が脳内で位置情報と時間情報を同時

に処理しなければならず、脳内負担が

すごくかかります。on the shelfや

in the backなどで場所に注目させ、

しかも時を表す情報はthenやlater

など、時間や順序をそこまで意識さ

せないような短い単語を使っている

ため、難しかったのだと思います。

岡田　直接的な原因は、小森先生が

おっしゃるcans firstに引かれてし

まったことだと思いますが、第３問

から１回読みになったことも大きく

影響していると思います。頭の中が

１回読みに対応できていないと、こ

ういう結果になるのかもしれません。

数字表現の聴き取りに
リスニング力が出る

──小森　次に第４問に移ります。
Ａ問題は試行調査ではイラストを時
系列で並び替えるものでしたが、今
回はグラフになりました。数を表現
する倍数などの聴き取りについての
問18 ～ 21は全体の正答率61.5%
と好得点でしたが、図表を埋めてい
く問22は39.1%とぐっ と落 ちて
います。実は、計算がない問題だっ
たのですが、計算があると思ってい
た上位層が、うまく聴き取れずに計
算してしまい、30%に10%を足し
て40%という解答を導き出した誤
答が目立ちました。
遠藤　これは、シンプルにリスニン

グ力の有無が出た問題だと思います。

岡田　広告でもよく見られるように、

基本情報を流した後に、ここでもう

1つ大切な情報が…と付け加えられ

て動揺した受験生もいるのではない

でしょうか。終わったと思ったらひ

っくり返されて（笑）、情報がうま

く聴き取れなかった可能性がありま

す。２回読みだったら必ずチェック

するのですが。

冨田　この問題に限らず、生徒たち

には数字の聴き取りが非常に難しい

ようです。数字を表現するパターン

というか、そういうものに慣れさせ

る必要性を感じています。

──小森　続くＢ問題は、条件に合
ったものを選ぶ試行調査の結果から、
かなり高い正答率を予想していました
が、短縮形のhasn’tや、romance
のあとのcomedyという語がうまく
聴き取れなかったためか、④と誤答
した受験生が48.0％で、正解の②
を選んだのは38.5%でした。
遠藤　①を話している人は明らかに

日本人発音で、生徒は「あ、日本人

だ」と脳のメモリーを持っていかれ

たのではないでしょうか（笑）。省

略形や短縮形が多かったため、そう

いうものに慣れる練習の必要性を感

じました。

岡田　条件Ｂの「人気」という日本

語に引っ張られていることが大きい

と思います。和文英訳では日本語に

引っ張られて英語がうまく出てこな

いことがあります。生徒の頭の中に

はたぶんpopularという言葉が浮か

んでいるはずです。①はランキング

が高くない、④はチケットが売れな

いだから、イコール人気がないこと

になるのですが、日本語と英語とい

う言語を超えた頭の使い方ができな

いと①④を省けません。１回読みと

いうこともありますが、これは和文

英訳の問題だと思っています。

戦略が変化する１回読みは
受験生には高いハードル

──小森　最後の第６問Ｂは、４人
の発話者が登場し、receiptの電子
化に賛成したのは何人かという問題
ですが、Yasukoの態度が最後まで

河合塾　英語科 講師
小森 清久
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不明で、よく分からないといったよ
うなことを言って終わります。次に
どんな内容の話が来るか分からない
まま１回読みでこの問題を出したの
はちょっとまずかったのではないか
というのが、当塾の分析チームで一
致した意見でした。ネイティブのメ
ンバーでさえYasukoの意見は分か
らないと言っていました。そのよう
なことも踏まえた上で感想をお聞か
せください。
遠藤　誰が誰なのかが非常に分かり

づらく、難易度調整が完全にうまく

いかなかった問題だったと思います。

試行調査では司会者が指名するため、

発話者が誰かについて脳のメモリー

を割かなくてもいい状態でしたが、

今回は話者の特定に脳のメモリーを

持って行かれ、かつYasukoの態度

が本当にはっきりしないために間違

えてしまったのでしょう。悪問だと

思います。

岡田　確かに分かりづらいシーンで

はありますが、YasukoのあとKate

がNo Way!「それ、やっちゃだめ」

と言っているため、立場が変わった

ことを分かってほしいというのがお

そらく問題作成者の意図なのだと思

います。Yasukoの発言だけでは分

かりませんが、Kateから見れば男

性側に移った感じになっています。

男性側は最初から反対だったため、

そこに多少の配慮があった気もしま

す。加えて、２回読みと１回読みで

は、生徒の戦略が全く違います。２

回読みでは１回目に全体を聴いて２

回目に必要な情報を得るように聴き

ますが、１回読みでは設問を読みな

がらそれを両方やらなければなりま

せん。すると、リーディングでは起

きない、頭が真っ白になる状態が出

現します。リーディングではゆっく

り読んで落ち着きを取り戻すことが

できますが、リスニングはそれがで

きず、英語が得意な生徒でも「英語

が頭に入ってきません」となるので

す。ですから、聴き方の戦略として、

２回読みのときから、あまり細かな

ところや単語ではなく、内容にフォ

ーカスするように指導しています。

特に１回読みの場合は、たとえ聴き

取れなくてもおそらくこの話の帰結

からすれば、この選択肢しかないと

いう聴き方をする必要があります。

冨田　先生方がおっしゃるとおり、

１回読みは本校の受験生にとっても

非常にハードルが高いと感じていま

す。現実を考えれば、１回聴いて理

解できるのが理想ですが、できれば

後半の問題も２回読みにしていただ

けるとありがたいと思います。

暗唱や英作文を使って
スピーキングを指導

──小森　以上、リーディングとリ
スニングに関して、正答率が気にな
った問題や、作問意図が比較的はっ
きりした問題などについてのご意見
をうかがってきました。次に、試行
調査や共通テストなどを経て、ご指
導を変更されているとか、工夫され
ていることがありましたら、共有し
ていただきたいと思います。
遠藤　リスニングの比率が高まって

いますが、訳読の時間は削れません。

共通テストで文法問題がだいぶ減っ

たことを考えると、大学入試では出

ないような文法問題を思い切って削

減して、リスニングの時間を捻出す

ることも考えています。また、ICT

などを使って生徒の習熟度に合わせ

た教材を提供できるような工夫も行

っています。

冨田　現在、模索しているところで

す。今回の共通テストでは、私学も

公立校も中高一貫校の方が、英語の

成績がとても良かったようだ、とい

う情報を耳にしました。本校のよう

にいろいろな中学校から生徒が集ま

る地方の公立校では、出身校での英

語指導が多様なため、１年生の指導

には特に苦労しています。リスニン

グに関しても、中学で全然英語を聴

いていない生徒も多く、高校でCD

など音声教材を多く提供されて驚い

ているような状況です。公立高校に

おける中高接続については、地方と

都市部では格差が広がっているので

はないか、と懸念しています。

岡田　文科省から次から次へと投げ

られる政策に振り回されず、生徒に

どんな力をつけさせたいかを第一に

考えることを基本方針としています。

例えば、読解力を高めるのに、パラ

グラフリーディングの考え方を用い

ています。バラバラの情報を覚える

よりはずっと頭の中に残るからです。

またリスニングの１回読みのときの

記憶力の問題は、ある程度入ってき

た情報を短期記憶で保持しながら、

他の情報を探したり、判断したり、

考えたりすることで改善していけま

す。そこで、１年から教科書を読む

ときに段落を意識させ、次にそれを

音声で聴くといった試みを続け、３

年で自由英作文や、短期記憶を整理

できる状態でのリスニングへと少し

ずつ展開させています。なお、スピ

ーキングは最終的には自由英作文に

つながってくると思っています。何

かを話す、その話を正確に書けば自

由英作文になるわけですから。

──小森　今、スピーキングの取り
組みまでお話しいただきましたが、
他の先生方はいかがでしょうか。
遠藤　スピーキングでネイティブの

教員を活用したいと思っても、１人

対40人ではなかなかうまくいきま

せん。そこで私のクラスでは、３段

階に分けて暗唱するよう指導してい

ます。第１段階は中学で習うような

基本的な英文の暗唱です。第2段階

は英語表現で使われているような文

法が入った例文の暗唱です。それだ

けでは暗唱に対するモチベーション

特集
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が上がりませんから、第3段階とし

て、シュリーマンの言語習得法を援

用し、自分の話したいことを暗唱例

文にして暗唱します。教員がすべて

の暗唱例文を作るのは大変ですから、

先ほどの「DeepL」を活用して、週

に10話ほどの暗唱例文を作り、個

別に覚えてもらっています。すべて

の生徒が暗唱例文を持つというより、

あるレベル以上になったら、自分の

話したいことを話すといったことに

つなげていきたいと考えています。

冨田　スピーキングについては、本

校でも4技能試験対策だけでなく観

点別評価の点からもパフォーマンス

テストなどの導入を考えていますが、

本当に熱が下がりました（笑）。生

徒も同様で、地方だと英語資格・検

定試験を気軽に受験できる機会が少

なく、モチベーションが上がりづら

い状況です。しかも、コロナ禍で授

業中もスピーキング活動の機会が少

なくなりました。ただ、このままで

はいけないとは思っており、何とか

工夫したいと考えています。

共通テストは実用英語を
個別試験ではアカデミックな力を

──小森　ここまでのお話で、かな
り情報を共有できたと思っています。
最後に、個別試験に対して、何かご
意見はありますでしょうか。
冨田　本校の生徒も国立大の二次試

験、私立大の試験をある程度受けて

いますが、思考力・表現力が加わっ

て、難しくなったという声をよく耳

にします。まだ、分析途中ではあり

ますが、音読を徹底して教科書をし

っかり活用する地道な指導が有効だ

と考えているため、それを続けてい

きたいと思っています。

遠藤　リスニングの比率が増えたこ

とで、文法に関する時間を削減した

いと考えていますが、私立大の試験

問題を見ると、2021年度入試でも

けっこう文法問題が残っています。

熟語問題が多くなってきているため、

純粋な文法問題ではないのですが、

それでもかなり文法的知識が求めら

れます。それが残ったままでは学校

の指導の時間を大きく変えることは

難しく、文法に時間を割けば、リス

ニングが疎かになります。いろいろ

な意見があるとは思いますが、個人

的には、共通テストとの整合性をと

るためにも、個別試験での文法問題

の比重を下げていただければありが

たいと思っています。

岡田　共通テストは、実用レベルで、

短期記憶を保持しながら考えられる

程度に英語が読んだり聴けたりでき

るかという話です。しかし、国公立

大の二次試験は、大学に入学したら

この程度の英文は読める力がほしい

という大学からのメッセージだと思

っています。しかも、二次試験レベ

ルの英文にはLGBTやアニマルライ

ツ、環境問題などの話題があふれて

います。ですから、英語の知識と教

養を身につけるという意味で、二次

試験では実用一辺倒よりは、アカデ

ミックな部分も残してほしいと思い

ます。３年生にそうした現代的な話

題を提供できるように、１〜２年生

から工夫していきたいと考えていま

す。

──小森　大学がそれぞれメッセー
ジを持って個別試験を課すのは結構
なことだと考えていますが、先生方
は現場でさまざまな英語に対応しな
ければならないため、ご苦労は絶え
ないことと思います。本日のお話が
きっかけとなって、より良い英語の
ご指導につながっていけばうれしく
思います。本日はありがとうござい
ました。　

　共通テストの問題に関して、「思考力を問う」という方向性は良いと感じてい
ます。これまで、教科としての英語は機能的に理解することが優先される傾向
にあり、思考力を深めるということが難しい教科でしたが、今回の共通テスト
は「思考力を問う」方向に向かっていることは感じられました。「思考力を問う」
問題としては、まだ改善の余地があると思いますが、方向性は評価しています。
　東京都立日比谷高校では、学習指導要領の改訂を意識し、英語による活動的
な授業を積極的に取り入れてきました。平成30年告示の段階である、４、５年
前から生徒が英語を活用する機会を多く設け、高１でプレゼンテーション、高
２でディベート、高３でも視聴覚教材等を用いて４技能５領域統合型の授業を
行っています。現在では、高１、２は原則的に英語で授業を行い、高３でも一
部英語で授業を行うなど、本校の生徒にとっては、英語による授業が「普通」
という状況になってきました。５年前から、英語は考査問題もすべて英語です。
　私が赴任してきた７年前の本校は、必ずしも安定した全国レベルと言い切れ
るほどではなく、こういった大幅なアプローチの変更を不安視する声もありま
した。しかし、英語を活用する授業に変えたところ、模擬試験の結果も飛躍的
に向上し、ケンブリッジ英語検定でもCEFRのB ２レベルの生徒も毎年増えて
います。米CBSのニュースを見て議論するような実用的な英語を学ぶ授業のほ
うが、生徒も生き生きと学び、自信を持ってくれていると感じます。
　今後もこれまでの知見を生かしながら、英語で得た情報をもとに考えるといっ
た、思考力を深める授業の開発により一層、力を入れたいと考えています。

共通テストの方向性は評価
より一層「思考力を問う」問題に向かうことを期待

東京都立日比谷高等学校　英語科主任　中村 隆道先生
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試行調査やセンター試験の
良さが反映された共通テスト
資料問題では、現代語訳や
大意を用いた問題も出題

──中垣　まず、共通テスト全般の
感想をお聞かせください。
堀越　試行調査ではかなり実験的な

問題が出題されましたが、共通テス

トでは、試行調査と近年の大学入試

センター試験（以下、センター試験）

の中間的な問題が出題されると考え

ていたので、その点は予想通りでし

た。空欄補充問題も出題されました

が、単に用語を問うものはわずかで

したし、思考力重視の傾向はセンタ

ー試験より強まりました。

久下　センター試験型の問題も、用

語を使わずに時期判断を求める問題

もあり、これまでとは観点が異なる

良い問題だったと思います。

宮﨑　今後の様子を見ていく必要が

ありますが、第１回の今回、当初の理

念を失わず、かつ、現実的な問題が

出題されたのは良かったと思います。

中垣　我々も共通テストの設問別分

析を行った際、はじめは試行調査と

比べ落ち着いた問題になったなとい

う印象を持ちましたが、詳細にみる

と 2020 年度センター試験に比べ、

思考力・判断力を問う問題が増えて

いることが分かりました。

──中垣　続いて、「日本史Ｂ」の
第１日程の問題を取り上げながら、
コメントをいただきたいと思います。
まず、多様な資料を用いた問題につ
いて見ていきます。「貨幣の歴史」
を取り上げた第１問について、どう
お感じになりましたか？
堀越　第１問は、高校生の咲也さん

と花さんの会話やメモを含めて設問

に答えさせるという問題でした。近

年のセンター試験では初見の史料を

使った問題が目立っていましたが、

多くの高校生が受験するテストで、

適切な史料を探し続けるのは難しい

です。東京大学の二次試験などでは

現代語訳や大意を使った問題も出題

されていましたので、共通テストで

も採用すればいいのにと思っていた

ところ、そういう問題も出題された

ので、印象的でした。

久下　大意を使った問題は、第３問

問１や第２日程でも出題されました。

史料そのものを扱うと読む分量も長

くなるので、その点でも現実的な方

法だと思います。

宮﨑　私も史料はエッセンスの理解

を問えればいいと思います。第１問

問１は、設問の要求を理解し、思考

力・判断力が求められる問題だと感

じました。

複数の資料を照らし合わせる問題
地図の年代順を問う新傾向も

──中垣　第１問問２は、『一遍上
人絵伝』を使った問題です。センタ
ー試験にも絵画資料読解問題はあり
ましたし、設問の内容自体は目新し
くありませんが、資料の使い方は面
白いですね。
久下　選択肢 d の「この場面には、

銭貨のほかにも、古代に貨幣として

通用していたものが描かれている」

は、布を指していますが、そのこと

を知識として知らなくても、咲也さ

んのメモや二人の会話の中から読み

取ることができます。そして会話の

該当箇所には、下線部がありません。

以前のセンター試験には、選択肢と

下線部だけを見れば分かる問題が大

半でしたが、全体をしっかり読むよ

うに作題がされています。

堀越　問題は易しいですが、複数の

資料を照らし合わせながら吟味する

というプロセスが求められていますね。

宮﨑　選択肢に着目すると、『一遍

上人絵伝』だけから判断できるもの

はｃとｄとなり、ａとｂは資料とは

直接関係がありません。資料のみか

ら判断できる選択肢を４つ作成する

のは、平均点の観点からも難しかっ

たのでしょう。思考力・判断力を問

⃝大阪府立池田高等学校　　　久下哲也先生
⃝昌平高等学校　　　　　　　堀越直樹先生
⃝関西大学高等部　　　　　　宮﨑亮太先生
⃝司会：河合塾講師　　　　　中垣秀作

出席者　 先生のお名前の五十音順／本文中敬称略

共通テストの問題から見える
歴史的思考力を育成する新しい歴史教育とは

　2021年度大学入学共通テスト（以下、共通テスト）第１
日程「日本史Ｂ」では、全ての大問で資料を利用した問題が
出題されたほか、新傾向の問題も出題された。座談会では、
共通テストの問題を振り返るとともに、次年度以降の共通テ
ストや新課程に向けてどのような授業を行っていくのか、３
名の先生方に意見交換をしてもらった。

日本史
座談会
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う問題の正答率が全般的に高かった

ことから考えるに、選択肢の中にあ

る程度知識が必要なものを入れざる

を得なかったのだと思います。この

点は、今後一考の余地があるかもし

れません。

──中垣　「日本における文字使用
の歴史」を扱った第２問問１＜資料
１＞は、１世紀、３世紀、５世紀の
東アジアの地図を３枚並べて正しい
年代順に配列したものを選ぶという
設問でした。地図の年代順というの
は新傾向といえると思います。河合
塾の調査によると、正答率が 34.9
％と、最も低かった設問です。
宮﨑　この問題は、普段歴史事象を

系統立って理解できている生徒にと

っても難しかったようです。日本の

歴史を東アジアの歴史の中で捉える

必要があるという、出題者の意図が

感じられました。授業でも、資料集

などを使って東アジア史の中に日本

を位置づけて話はしますが、理解さ

せるにはどうしたらいいのかと考え

させられました。

堀越　日本史を学習する上で中国と

の関わりは非常に重要です。『漢書』

地理志、「魏志」倭人伝、『宋書』倭

国伝といった教科書に掲載されてい

る史料について、中国の状勢をふま

えた上で日本（倭）との関わりを理

解していれば解ける問題だったと思

います。また、１世紀、３世紀、５

世紀という大きな枠組みの中で理解

しているかどうかを問うた点でも、

良い問題だったと思います。

中垣　河合塾の分析によると、地図

Ⅲの時期判断を間違える生徒が多か

ったようです。これは１世紀の後漢

の地図ですが、時代の設定を見落と

したのか、Ⅲを隋や唐というイメー

ジで捉えてしまったと推測されます。

久下　確かに時代の設定を見落とし

たら、Ⅲは隋か唐だと思ってしまい

ますね。考えてみると、授業では、

東アジアの地図としては唐には触れ

ますが、一番手薄なのが後漢です。

虚を突かれた感じがします。授業で

もっと地図を扱わなければいけない

と思いました。

正答率は高いが
時間がかかる問題が散見された
知識がなくても解ける問題も

──中垣　「中世の都市と地方との
関係」を扱った第３問についてです。
問１(2) は、荘園の絵図を用いた設
問です。資料を読み解く手法を扱っ
たという点で印象的でしたが、問題
正答率が 94.5% で、ほとんどの受
験生が正答しました。
堀越　2015 年度のセンター試験で

は、鹿子木荘の史料を用いた問題が

出題されました。教科書に載ってい

る史料ではありますが、この史料を

荘園の典型例とするのは妥当ではな

いことが知られているので少しがっ

かりしました。しかし、この問題で

は、牓
ぼう

示
じ

などが示されている神野真

国荘の絵図が取り上げられていたの

で、見た瞬間は嬉しかったんです。

しかし、残念なことに日本史の知識

がない人でも正答できる問題でした。

その場で誰でも正答できる問題は歴

史の問題として妥当なのか、歴史的

思考力とは何かということを改めて

考えさせてくれた問題でした。

──中垣　第４問は「近世社会の儀
式・儀礼」に関する問題ですが、問
１は、江戸城本丸御殿の模式図と殿
席の説明文＜資料２＞をもとに、Ｘ
とＹについて正誤を判断するという
ものでした。
堀越　第３問の荘園の問題と違い、

知識がないと解けない問題です。Y

の選択肢で、日米修好通商条約のと

きに大老を務めた人物の家というの

が井伊家だと分からなければ正答で

きません。逆に言えば、そこさえ分

かれば、模式図を見ると答えが出る

ので、正答率は高かったのだと思い

ます。もう少し工夫できなかったの

かと残念です。

宮﨑　模式図を問１でしか使わない

のは勿体ないですが、なるほどこう

した模式図も資料として活用するこ

とができるということが分かった点

では良かったです。

──中垣　河合塾のデータでは、第
４問問１の正答率は 77.5% でした。
この問題もそうですが、共通テスト
では、正答率は高いものの、解くの
に時間がかかるという設問が散見さ
れました。江戸時代の休日に関する
史料を読解する第４問の問４(1) も、
正答率は 90% を超えていました。
これも初見の史料ですが、注を読め

＜資料１＞2021年度共通テスト第１日程「日本史Ｂ」第２問 問１より
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ば正答できる問題ですね。
──堀越　こういうタイプの問題は
センター試験でもありました。過去
問を使って演習する際、難しい史料
だと感じても落ち着いて注まで見て
から解答するように生徒へ伝えてい
ました。しかし、史料を使って思考
力を問う問題として妥当なのかとい
う疑問は残ります。
宮﨑　史料から読み取れることだけ

で全ての選択肢を作ろうとすると、

簡単になってしまうということでし

ょうか。また、この問のように、選

択肢が史料の現代語訳のようになっ

ていて、そこから誤ったものを選ぶ

ことは、歴史の知識がなくても国語

力があれば正答できます。比較や類

推という歴史的思考力を問う問題だ

とは言えないのではないでしょうか。

中垣　多様な資料を用いた問題に共

通して、歴史的思考力をどう捉え、

どう問うていくのかが今後の課題に

なるということですね。

年代順配列は西暦年の暗記ではなく
内容や歴史の流れを問う形式に

──中垣　次に、センター試験から
出題形式が変化した問題について見
ていきます。まず、第１問問５は、
近代貨幣制度確立までの流れに関す
る問題です。出題形式は、センター
試験でもよく出題された年代順配列
問題です。このタイプの問題は試行
調査では出題されなかったので、今

回の出題には驚きました。しかし、
よく見ると、センター試験とは選択
肢の作り方がだいぶ違いました。
久下　河合塾の答案再現データのマ

ーク分布を見ると、Ⅲの時期判断を

間違えた受験生が多かったことが分

かります。Ⅲの「戦費調達のため」

が指す戦争が西南戦争だと書かれて

いなかったために正答率が下がった

のでしょう。センター試験でも見ら

れた年代順配列問題ですが、用語を

隠すという形で出題方法が少し工夫

されています。テスト全体で年代順

配列問題が他にも出題されていたの

で、今後も出題されるだろうし、時

期区分や流れを演習させなければな

らないと思いました。

堀越　年代順配列問題については、

西暦年を丸暗記させるような指導を

している教員が未だにいると思うん

ですね。しかし、そういう指導は新

しい学習指導要領の理念にそぐわな

いため、試行調査では出題しなかっ

たのではないでしょうか。この問題

を見る限りでは、西暦年の暗記で対

処する問題ではなくて、「戦費調達

のための不換紙幣発行」や、「対外

戦争の賠償金」が指す戦争と、貨幣

制度とのつながりを理解できている

かどうかを問う問題だと思います。

「中世の都市と地方の関係」に関す

る第３問の問３も、正長の徳政一揆、

山城の国一揆、加賀の一向一揆を時

代順に並べさせる問題でした。これ

は、西暦を暗記していなくても、正

長の徳政一揆は惣村の形成発展の流

れの中で、山城の国一揆は応仁の乱

後には国人も自治に関わるようにな

るという流れの中で、加賀の一向一

揆は宗教的なつながりを通じて地域

の民衆の勢力が自治獲得の運動に関

わっていくという流れが理解できて

いれば、解ける問題です。しかし、

西暦を丸暗記させているような教員

が、やはりこういう問題は西暦の丸

＜資料２＞2021年度共通テスト第１日程「日本史Ｂ」第４問 問１より
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暗記で対処すべきだと生徒に指導し

てしまう危険性が高いと感じました。

宮﨑　政治・経済・社会・文化など

の関連については、私は講習などで、

近現代であれば 1860 年代、70 年

代というようにまとめて説明したり、

そこから分かることを生徒と一緒に

考えたりしています。しかし、高校

生にとって、特に近現代は、政治外

交・経済・文化などの事象を相互に

関連付けて理解するのは難しいよう

です。出題者もそれを分かっていて

出題したのかなと思いました。また、

この問題の選択肢のⅠが銀本位制の

確立、Ⅱが日清戦争の賠償金による

金本位制の確立、Ⅲが西南戦争のた

めの不換紙幣発行で、それぞれが貨

幣制度の画期であることを考えると、

年代順に並べ替えさせることにも意

味があると思います。

歴史の解釈を問う問題も出題
空欄補充は用語を問うだけでは
なく内容も問う形に工夫

──中垣　次に第２問問４は、国風
文化について、評価（ＸＹ）と、そ
の根拠（ａｂｃｄ）の正しい組合せ
を選ぶ問題です。これは試行調査で
も少し見られた出題形式です。
久下　国風文化には中国の影響もあ

るということを教員は分かっていま

すが、生徒はその言葉から “ 日本独

自 ” という先入観をもってしまいが

ちです。授業で教えても、今ひとつ

伝わらないこともあります。しかし、

テストに出れば生徒は考えるので、

授業とからめて、定期テストでもこ

ういう問題を出したいと思いました。

問題は易しいですが、教育的な意味

を感じました。

宮﨑　私も、評価と根拠について問

う、とても良い問題だと思います。

歴史を学ぶ上で、意見が分かれる事

柄について根拠を示しながら多面的

に考察することは大切です。この問

題の場合、選択肢のａｂｃｄは比較

的簡単な根拠ではありますが、白木

造りや檜皮葺が中国の影響が全くな

いかといえば必ずしもそうではない

ので、そのあたりをどう評価するか

という問題になります。

　高校生自身が歴史を解釈する主体

であるということも、この問題が発

するメッセージだと思います。必ず

しも歴史的な論争になっている事柄

でなくてもいいので、「ある高校生

がこう評価したがその根拠は何か」

など、いろいろな形で応用できると

思います。

──中垣　第５問は、「景山英子（福
田英子）の人物史」に関する問題で
す。問１は、２つの空欄の組合せと
して正しいものを選ぶ問題です。た
だ、イは、従来通りの空欄ですが、
アは、センター試験なら「大阪事件」
を空欄にしたと思いますが、「大阪
事件」は問題文にあり、説明の方を
空欄にしています。
宮﨑　大阪事件という用語ではなく、

内容の理解が求められていますね。

近現代は、例えば立憲主義、国民国

家など、扱う概念も用語も非常に多

いのですが、そうした概念が前提な

しに教科書に登場するので、概念や

用語の背景、経緯、結果、影響や、

それぞれがどういう関係の中で成り

立っているのかを理解するように、

というメッセージを感じました。

堀越　空欄補充問題は、「歴史は暗

記科目」といった批判にさらされか

ねない問題です。しかし、この問題

のように、内容を理解していないと

できない形で空所補充させるのは良

いと思います。

──中垣　「第二次世界大戦後の民
主化政策」がテーマの第６問問３も、
新しい空欄の使い方ですね。
久下　確かに問３は、アのほうに歴

史用語ではなく「発展」または「動

揺」という語句を入れることで、次

の問いで意義や背景などを問うこと

につなげる、新しい形式の問題です

ね。これも、論述問題に比べると難

度は低いですが、単に用語を問うよ

り意味があります。

中垣　マーク式でできることの限界

は皆さん指摘されていますが、その

中での工夫だと思います。第６問の

問３は、生徒が作成した農地改革の

戦前期の歴史的背景に関する発表用

のスライドを使った、試行調査にも

ないスタイルの問題でした。ただ、

正答率は高めでした。

宮﨑　戦前と戦後は戦争で切れるの

ではなく、戦後の出来事も戦前から

のつながりを考えて捉えなければな

らないことを示す、良い問題だと思

います。ただ、寄生地主制の評価を

示す空欄のＸとＹが「発展」と「動

揺」で、その理由のａとｂが「小作

料の引き上げが実現した」と「小作

料の引き下げを求める動きが広まっ

た」なのは安直です。これだけスラ

イドに詳しくまとめられていると、

分脈から答えが分かるので、情報を

久下 哲也 先生

先生の取り組み
歴史的な事象を、語句や知識として覚えさ
せるのではなく、つながりや流れ、目的な
どを伝え理解させることを重視した授業を
実践。自身のWebページ「くげの日本史 
～授業と受験～」で実物教材や授業のネ
タを掲載したり、音声ブログで共通テスト
の解説を行ったりするなど、教材研究の成
果をWebで積極的に発信している（注1）。

勤務先：大阪府立池田高等学校
所在地：池田市旭丘2丁目2番1号
創立：1940年

（注１）「くげの日本史～授業と受験～」：http://kugetetsuya.g1.xrea.com 、くげ日本史ブログ（音声あり）：https://kuge-nihonshi.seesaa.net
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与えすぎかもしれませんね。

久下　第６問では戦前期に続いて、

戦時期と戦後農地改革の過程と実績

のスライドが提示されており、「農

地改革は自作農が増えた」という安

易なイメージでは評価できないこと

が分かることも良い点ですね。

今回出題されなかった形式の
試行調査の問題に要注目
センターの過去問も活用し対策を

──中垣　ひと通り問題を見たとこ
ろで、改めてテストを概観するとい
かがでしょう。
久下　今回の共通テストに、試行調

査で出題されたさまざまな形式の問

題が全て登場したわけではありませ

んので、今後、試行調査から今回の

共通テストで出題されなかった形式

の問題が入ってくるかもしれません。

堀越　センター試験や共通一次試験

の成績のデータを見ると、初年度よ

り２年目、３年目のほうが、平均点

が下がっています。ということは、

１年目は様子見で、来年度からチャ

レンジしてくる可能性もあります。

そこも意識して指導していかなけれ

ばならないと思います。一方で、少

なくとも今年度の問題を見る限りで

は、センター試験の過去問もしっか

り吟味すれば演習問題として利用で

きると感じました。思考力という点

では、国公立大の二次試験には思考

力を問う問題はいくらでもあります

から、二次試験の過去問も使えばい

いと思います。

宮﨑　今回、現代語訳や大意を含め、

資料を使った問題が多数出題されま

した。資料は歴史を解釈するための

１つの材料として教科書や資料集に

掲載されているわけです。というこ

とは、資料をどう解釈できるかを生

徒にさまざまに問うてみるとか、教

科書の本文と結びつけて考えさせる

ことが重要だと改めて思いました。

また、時期区分が改めて重要だと分

かったので、社会や経済も含めたい

ろいろなテーマの下で、時期区分を

捉え直して、それを授業やテストで

問うてみる必要があるでしょう。

より多面的、多角的な
思考が求められた
「歴史総合」のサンプル問題

──中垣　先日、新課程共通テスト
の「歴史総合」サンプル問題が公表さ
れました。また、高校では、すでに「歴
史総合」の教科書選択の検討に入ら
れていると聞いています。「歴史総
合」についてはいかがでしょうか。
堀越　サンプル問題は、今回の共通

テスト以上に１つの物事を多面的、

多角的に捉えることが求められてい

るという印象でした。「東西冷戦時

代」について考える第１問は、「自由」

という概念のさまざまなあり方を導

き出していく問題で、大変面白かっ

たです。

宮﨑　サンプル問題は非常によく練

られていたと思います。「歴史総合」

では、生徒たちと問いを共有して、

考察を深めることが求められます。

その点で、第１問の「自由への跳躍」

の写真と「第二次世界大戦後に国家

が関与した武力紛争による地域別の

死者数」のグラフは、生徒が「これ

は何だろう？」と思い、「考えてみ

よう」という気持ちを刺激します。

授業でも、このような資料の提示が

大切だと思いました。

　もう１つは、「世界の諸地域にお

ける近代化の過程」に関する第２問

で「オスマン帝国憲法」と「大日本

帝国憲法」が引用されたことから分

かるように、立憲主義とは何か、国

民国家とは何かといった概念につい

て、日本だけでなく、アジアやヨー

ロッパなどほかの地域の事例と比較

して考えさせ、その上で考察するこ

とが重要だということが示されたと

思います。

久下　サンプル問題については、今

年の共通テスト同様、時期判断を求

める設問が多いですね。しかし、問

題文にたくさん西暦年代が書かれて

いることが、「年代を覚えることが

重要」というミスリードになるので

はないかと心配です。第２問問５は、

グラフと資料から考察されたことの

正誤を問う面白い問題です。ただ、

これも論述であれば高度ですが、マ

ーク式であるがゆえに簡単です。教

科書が出そろい、バリエーションが

豊富な中で、受験科目としての「歴

史総合」の出題内容や出題形式がど

うなるのか気になります。

多様な内容の
「歴史総合」の教科書
教材や指導例の共有がより大切に

宮﨑　教科書については、どれも２

単位の内容としては分量が多いです

ね。サンプル問題については、「歴

史総合」で求められる授業とはどの

ようなものかが提示された気がしま

堀越 直樹 先生

先生の取り組み
国際バカロレア（ＩＢ）認定校の同校にお
いて、生徒自身が問いを立て、ディスカッ
ションを通じて自分たちで理解を深めて
いく授業を行っている（注 2）。また、『全国
大学入試問題正解 日本史』（旺文社）
などの執筆を長年続けている経験をもと
に、大学入試から得た知見を授業にい
かす工夫をしている。

勤務先：昌平高等学校
所在地：埼玉県北葛飾郡杉戸町下野851
創立：1979年

（注２）堀越先生の「日本史Ａ」の実践は、2021年６月刊行予定の『持続可能な学びのデザインー 公共・歴史総合への架け橋 ー』（共著、清水書院）で、ご覧
いただけます。
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した。

堀越　本校でも、各社の教科書に目

を通しているところです。久下先生

がおっしゃったように、教科書によ

ってかなり傾向が違うのでどれを選

ぼうか迷っています。

宮﨑　新課程のもう１つの課題は、

「日本史探究」では原始から現代ま

で、「歴史総合」では概ね近現代史を

学びますが、「日本史探究」が前近

代の学習、「歴史総合」は近現代の

学習とならないように、教科書の選

定と並行して、それぞれの科目につ

いてどんな切り口で授業を行うか考

えなければならないと思っています。

久下　地理歴史を各大学がどのよう

に入試で扱うか気になるところです。

「日本史探究」「世界史探究」の扱い

によって、「歴史総合」の授業の進

め方も変わってくると思います。「歴

史総合」本来の授業をすればいいと

はいえ、どういう形で進めていくべ

きか考えています。

宮﨑　「日本史探究」との大きな違

いは、「歴史総合」では「大衆化と

私たち」「近代化と私たち」という

ように、どう自分事にしていけるか

ということで、これまでよりミクロ

な視点で歴史を見ていくことが大事

かなと思っています。本校としては、

私を含めた歴史専任の教員が、１年

間の「歴史総合」について、担当す

る教員によらずに使えるような、あ

る程度汎用性のある授業案を組み立

てる計画です。

　授業については、研究会によって

は会員の先生による教材共有サイト

を作っているところもあり、教科書

会社によっては Web サイトで図版

などがダウンロードできますね。今

後、どの教科書会社も、Web サイ

トに教材や指導事例を蓄積させてい

くでしょう。ただ、共有サイトはで

きても、他の先生の考え方や指導事

例を受け入れて自分が変わることが

できるかどうかは本人次第です。私

も、多くの先生と一緒に考えていき

たいと思っています。

歴史との対話で多様な視点を育成
歴史教育として根拠に
基づいた考察を

──中垣　これからの歴史教育に向
けて、どのような授業が大切だと考
えていらっしゃいますか。
宮﨑　今回の共通テストには、出題

者からの、どんな歴史教育を行って

ほしいかのメッセージが随所に込め

られていたと思います。また、近年

の生徒は、他者と対話する経験が不

足しがちだと感じています。そうし

た中、生徒たちに多様な視点をもっ

てもらうための重要な手法の１つが、

歴史の授業で過去との対話を促して

いくことです。ですが、生徒の授業

への主体的な参加をどう促していけ

ばいいか悩んでいます。私自身、無

意識のうちに生徒の意見の中から答

えを探してしまうところがあって、

いろいろな意見が出ても、引き出し

たい意見でない場合「うーん、そう

かな」などと言ってしまうこともあ

ります。そこを、「歴史総合」が始

まることをきっかけに、改めて見直

していきたいと思っています。

堀越　私も、どのような授業を展開

していったらいいかは常に悩んでい

ます。歴史である以上、一定の知識

は求められますし、知識があってこ

そ深い考察ができます。新しい学習

指導要領や新しい科目の中で、教員

も失敗を恐れずにチャレンジしてい

きたいですね。自分で資料を用意さ

れる先生は多いと思いますが、資料

の選び方やテーマの設定自体が誘導

になってしまうことはよくあります。

生徒の何気ない疑問から 50 分の授

業が作れることもありますし、生徒

の意見や考えを引き出し、良い意見

を拾う能力というのが、今後いっそ

う、教員に求められるでしょう。

久下　開かれた問いをいかに発する

かということですね。教員が生徒た

ちに正解のない問いを投げかけるだ

けでなく、生徒自身に問いを立てて

もらうための工夫も、考えていると

ころです。加えて、歴史である以上

は、思いついたことを適当に話すの

ではなく、根拠を示した上で考察す

ることが必要です。

宮﨑　本校では、３年間を通した探

究学習に力を入れており、歴史のゼ

ミの場合、生徒たちがテーマに基づ

いて探究し、大学の先生に見ていた

だきながら卒業論文を書きます。こ

のとき、私も探究のテーマとなる問

いは教師が与えるのと生徒自身が設

定するのとどちらがいいか悩みます。

ちなみに、授業の一環として生徒に

テスト問題を作らせてみたら、全員

が一問一答で年代や歴史用語を答え

るような問題を作ったんです。あぁ、

生徒は歴史の学習をこう捉えている

のかと愕然としました。そうした状

宮㟢 亮太 先生

先生の取り組み
生徒自らが問いを立て、思考し、対話を
して学ぶ姿勢をつくることを授業では重
視。2012 年度から、国立歴史民俗博
物館の資料を使い、アクティブ・ラーニ
ング型授業や看図アプローチ（「みること」
を重視した授業づくりの方法）などの工
夫を取り入れながら、探究的学習を行っ
ている（注３）。また、実践研究の成果を、
高大連携歴史教育研究会や全国歴史教
育研究協議会などの場で発表している。

勤務先：関西大学高等部
所在地：大阪府高槻市白梅町7番1号
創立：2010年

（注３）宮﨑先生の実践は、国立歴史民俗博物館ＨＰ「歴博の展示や資料を活用した授業実践例」で、ご覧いただけます。
　　　https://www.rekihaku.ac.jp/learning/practice.html

2021年度大学入学共通テストを振り返って

Kawaijuku Guideline 2021.7･8 17



況で、彼らにどうしたら歴史に関す

る問題意識を持ってもらえるかは、

本当に悩ましいところです。

　ただ、開かれた問いによる授業に

ついては、これまでは普段の授業の

中で行うのは難しかったのですが、

昨年コロナ禍による休校に際して、

私もオンデマンド用の授業コンテン

ツを作成しました。１学期の７月の

定期試験で配信した内容をもとにテ

ストしたところ、生徒は動画を視聴

してくれたようで知識の習得面であ

まり問題を感じませんでした。この

ことは、対面授業でしかできないこ

とは何だろうと改めて考えるきっか

けになりました。現在は反転授業も

取り入れながら、生徒に考えさせる

時間を以前より多くとっています。

堀越　一口に歴史の教員といっても、

勤務校も生徒も違いますし、専門分

野もそれぞれ異なります。そうした

中、「歴史総合」という新しい科目を、

歴史界全体で成功させていくために

は、授業方法や自分の専門以外の事

柄など、教師自身が「対話力」をも

って、自校や他校の先生と情報を共

有し、学び合い、吸収していくこと

が大切ですね。

新課程は歴史教育を変える転換点
教師も楽しみながら歴史の授業を

──中垣　新しい歴史教育につなが
る、具体的な授業事例があればご紹
介ください。
宮﨑　例えば「世界史Ａ」の冷戦に

ついて学ぶ授業で、トルーマンの議

会への特別教書演説の「（ギリシア

やトルコが）私たちの助けを待って

います」という資料と、1955 年に

イスタンブールにヒルトンホテルが

できた写真と、ヒルトンホテルの部

屋にアメリカ製のテレビやエアコン

が入っている写真を示して、アメリ

カの援助による影響を、メリットと

デメリット両面から考えさせました。

堀越　私は高１の「日本史Ａ」で、

毎時間プリントを活用して生徒に考

察させる授業を行いました。まず、

授業前の宿題として、Ｂ４のプリン

トの左半分に教科書の内容のまとめ

と疑問点を書き出してもらいます。

授業では、まずグループで、持ち回り

でまとめた内容をほかのメンバーに

説明します。これは人に説明できる

形で予習をする習慣をつけるのが狙

いです。疑問点については、「概念的

な事柄に対する疑問や、簡単に答え

が出ない疑問、次の単元の考察につ

ながるような疑問を考えてみよう」

と伝えています。それが、皆で考察す

る開かれた問いにつながります。疑

問は毎時間グループで共有し、グル

ープでベストな疑問を選び、クラス

全体で共有します。その後、開かれた

問いについて考察しますが、問いは、

私から考察させたい内容があれば私

が出し、生徒の疑問の中に良いもの

があれば、そちらを取り上げます。

　また、授業が考察中心なのにテス

トが一問一答だと生徒はやる気をな

くすだろうと考えて、テストでも工

夫した問題を出題しています。例え

ば、一橋大学の渡辺尚志教授の『百

姓たちの水資源戦争』をもとに、明

治時代初期に起こった水争い裁判に

ついて、「裁判長になったつもりで

判決を言い渡しなさい」という問題

を出しました。生徒は、明治初期と

いう時代に、近世からの慣例をもと

に訴えを起こした原告側と、近代的

な所有の概念を根拠に反論する被告

側双方の意見陳述を読んだ上で、判

決を下します。歴史的な知識をもと

に根拠をもった判決が下されていれ

ば、どちらに軍配を上げても高得点

としました。

久下　2020 年度は、定期テストで

生徒の思考力を問う試行調査のよう

な問題を何問か出題しました。例え

ば、鹿子木荘の史料を、教科書では

省略されている箇所を掲載して、史

料の目的を読み取る問題を出しまし

た。試験後には、鹿子木荘の史料の

問題点について解説し、史料批判の

視点をもたせることにつなげました。

また、教科書に掲載されている近世

の幕領の石高と年貢収納率のグラフ

や百姓一揆の推移のグラフについて

「次の定期テストでこのグラフを使

って考える問題を出すので、どんな

問題が出るか予想しておこう」と伝

えた上で出題しました。実際には、２

つのグラフとともに、『刑銭須知』で

当時の為政者の認識を、ある天領の

実際の村高と本年貢高のデータを示

して、江戸時代の農政と農村の動き

の関係を考えさせました。これらの

ように、定期テストを使って、生徒

に考えさせる工夫を行っています。

　いろいろな資料を探したり、視点

を考えたりすることは、学生時代を

思い出して楽しかったです。これか

らも、歴史を通してこういうことを

学んでほしい、考えてほしいという

問題を作っていくつもりです。「歴

史総合」の時間を受け持つことにな

ったら、またいろいろと考えようと

思います。

堀越　私も、「歴史総合」という新

しい科目を指導することを楽しみた

いです。歴史を通じて新しいことが

できることに喜びを感じています。

宮﨑　今回の新課程は歴史教育を変

える大きな転換点です。構想期間も

長かったですし、個人的にも思い入

れがあるので、今回の機会をチャン

スにしていきたいと思います。

河合塾　日本史科 講師
中垣 秀作
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