
１　リスニングの配点増加 
２　外部テストの導入
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　これからリスニングテストを始めます。
　この試験では，聞き取る英語を２回流す問題と１回だけ流す問題があります。なお，選択肢は音声
ではなく，すべて問題冊子に印刷されています。

○試験問題

Right now, she’s too busy to go to the lake and fish.

Question No. 3

When the boy entered the classroom, the teacher had already started the lesson.

　これで第１問Ｂは終わりです。次の問題に進みます。

Question No. 2

I’d love to go to your birthday party tomorrow, but I have a lot of work to do.

Question No. 3

It started raining after school.  Since Junko had no umbrella, she ran home in the rain.

Question No. 4

To become an English teacher, I won’t have to study abroad, but I will have to study hard.

　これで第１問Ａは終わりです。次の問題に進みます。

　第１問Ｂ　第１問Ｂは問１から問３までの３問です。それぞれの問いについて，聞こえてくる英文
の内容に最も近い絵を，四つの選択肢（①～④）のうちから一つずつ選びなさい。聞き取る英文は２
回流します。
　では，始めます。

  ４ページを開いてください。

　第１問　第１問はＡとＢの二つの部分に分かれています。

　第１問Ａ　第１問Ａは問１から問４までの４問です。それぞれの問いについて，聞こえてくる英文
の内容に最も近い意味のものを，四つの選択肢（①～④）のうちから一つずつ選びなさい。聞き取る
英文は２回流します。
　では，始めます。

Question No. 1

I’ve had enough cookies, thanks.  Some more tea would be nice.

Question No. 1

He got a phone call from Joe as soon as he arrived home from the library.

Question No. 2
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Thank you for your presentation, Professor Johnson.  You spoke about how one boy
improved his focus and attention through video games.

Right.  Playing video games can make people less distracted.  Furthermore, virtual reality
games have been known to have positive effects on mental health.
OK.  Now it’s time to ask our audience for their comments. Anyone ...?  Yes, you, sir.

Hi.  I’m Bill.  All my friends love video games.  But I think they make too clear a distinction
between allies and enemies ... you know, us versus them.  I’m afraid gaming can contribute
to violent crimes.  Do you agree?

Actually, research suggests otherwise.  Many studies have denied the direct link between
gaming and violence.
They have?  I’m not convinced.
Don’t make video games responsible for everything.  In fact, as I said, doctors are
succeeding in treating patients with mental issues using virtual reality games.
Anyone else?  Yes, please.
Hello.  Can you hear me?  [tapping the microphone] OK.  Good.  I’m Karen from Detroit.
So, how about eSports?
What are eSports, Karen?

They’re video game competitions.  My cousin made a bunch of money playing eSports in
Germany.  They’re often held in large stadiums ... with spectators and judges ... and big
awards, like a real sport.  In fact, the Olympics may include eSports as a new event.

… eSports.  Professor?
Uh-huh.  There are even professional leagues, similar to Major League Baseball.  Well,
eSports businesses are growing; however, eSports players may suffer from health problems.

I see.  That’s something to consider.  But right now let’s hear from [starts to fade out]
another person.

Moderator:

Professor Johnson:
Bill:

Professor Johnson:

Bill:

Moderator:

Professor Johnson:

Moderator:

　第６問Ｂ　第６問Ｂは問１・問２の２問です。英語を聞き，それぞれの問いの答えとして最も適切
なものを，選択肢のうちから選びなさい。
　状況と問いが問題冊子に書かれているので，読みなさい。聞き取る英語は１回流します。

　では，始めます。

Questions No. 1 and 2

　これで，問題を聞く部分はすべて終わりです。解答をやめてください。

 Moderator:

Professor Johnson:
Moderator:

Karen:

Moderator:

Karen:
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リスニングテストの注意点 

これまで２回読まれていた問題文が１回のみの放送に 
なる問題が半数。これまでより聞き取る力が求められ 
る試験へと変わる。ちなみに１回のみの放送の問題は 
長い対話文。 

リスニングは高３の入試直前に勉強を始めても力がつ 
くものではありません。長い時間をかけた訓練が必要 
です。



2020年の入試より 
外部テストの導入



国立大学協会ガイドライン 

民間試験はセンターの新テストにおいて実施される
英語試験と合わせて課すこととし、それらの結果を
入学者選抜に活用する。 

１　一定水準以上の認定試験結果を出願資格とする。 
２　CEFRによる対照表に基づき、新テストの英語試験の得 
　　点に加点する。



これからの大学入試は・・・・

出願資格の場合：CEFR A2以上取得していること。

準２級 多くの国公立大学で英検準２級に相当する「CEFR A2」を受験 
資格として必要とする。つまり、英検準２級に合格していなけれ 
ば受験すらできないということになる。大学により出願資格の基 
準が異なるので注意が必要。

加点方式の場合：入試の得点にプラスする。

準２級
出願資格としては特に問わないが、合格している級・CEFRスコ 
アにより、入試の点数に加点し合否判定を行う方式。 
合格している級（CEFRスコア）が高いほど、入試では有利にな 
る大学が多い。



英検も新方式に変わります





試験はPCを使って行われます 

スピーキングが面接から 
録音方式に変わります 

（面接での元気で明るく作戦が通じない）




