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本日の話しの内容（予定）

・出版の目的、外的要因、背景

・問われる「学びの【評価】」

・教育市場で考えたい「これからの学び」



就職情報などを提供する大手「マイナビ」が学生を所属大学によって選別していた疑いがあることについて、
マイナビが日本テレビの取材に答えました。

マイナビをめぐっては学生に送信したメールのタイトルに「大東亜以下」と記載していたことが明らかになり、
大学名を基準に学生を選別する「学歴フィルター」を使っているのではないかとネット上で波紋が広がってい
ます。

このタイトルの理由についてマイナビは日本テレビの取材に応じ、学生を「大東亜以下」とそれ以外の２つの
グループに分けていたのは事実だと認めました。ただし、「そこで分けたのはちょうど学生の人数を半分ほど
に分けられるから」だとしています。

担当者は「学歴で線を引いているじゃないかと言われたらそうなってしまうが、あくまでも人数を分けるための『区分』として使っていた。サービスの内容は『以上』でも『以下』
でも同じものだ」としています。
マイナビからの文書での回答：「学歴によって募集する学生を変えるような設定を普段からしているといった事実はございません」
「当社は学歴によって一部の学生が有利になるようなことは行っておりません」
「キャリアアドバイザーの組織が２つあり、面談枠を管理する際に作業上、枠を２つに分け予約を受け付けています。枠の管理上、そのような名称を用いておりました。その管理作
業をする際コピーしたワードがペーストされた、誤ったタイトルのメールが送信されてしまいました」
「本来であればメール配信前に複数人が内容のチェックを行うべきところを、その作業を担当者が怠ったことが原因です」
マイナビは文書でこのように説明し、「不要な誤解を与える様なメールをお送りして大変申し訳ございません」と陳謝しました。

みなさん、このニュースどう捉えますか？



出版の目的

新学習指導要領の啓蒙

⇒ 「新市場の創出」

既存の一般受験対応のレッドオーシャンからの脱却



2020年～2024年の変化



「いま知らないと後悔する 2024年の大学入試問題」
（青春出版社）Ｐ.7より



入学者選抜の変化



入学者選抜の変化
「いま知らないと後悔する 2024年の大学入試問題」

（青春出版社）Ｐ.29より



総合型選抜とは

「受験における下克上」



早稲田の政経の入試改革
小中学生への影響は？

早稲田のメッセージの活用



文理教科選択分け

↓

教科横断型



共通テストの変化

共通テストのメッセージは？

どう捉えて

どう伝えて

どうするか



公立高校入試の変化

（2021年石川県公立入試問題）



（５） 下線の部分④について、
太郎さんは2019年時点での観光客増加による課題と地方自治体の対策を次郎さんに説明することにした。
どのように説明すればよいか、次の条件をふまえて書け。

2021年福井県公立入試問題(社会）

４ 次は、太郎さん、次郎さん、花子さんが、福井県の観光の現状と課題について話し合いをしている
場面である。以下の問いに答えよ。

（前半省略）
太郎 福井県を訪れる観光客が増えるといいね。そのためには企画だけではなく宣伝も必要になるね。
次郎 私は駅にパンフレットなどをたくさん置くことを提案するよ。
花子 それもアイデアの一つだと思うけど、私は、それよりも別のアイデアの方がいいと思うわ。
次郎 ただ、観光客増加による経済効果は期待できるけれど、心配なこともあるよね。
太郎 それらに関しては、④すでに地方自治体で様々な対策が行われているようだよ。

【条件】
① 観光客増加による課題と地方自治体の対策の両方を書くこと。
② 資料３～７のすべてをふまえること。
③ 140字以上、160字以内で書くこと。
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2021年福井県公立入試問題(社会）



１．問題文を正しく読み取り、設定を把握する

２．条件をふまえ、資料を的確に読み取る

３．根拠を明らかにして、自分の考えを書く！

５つの資料をふまえ、太郎さんが次郎さんに
「観光客増加による課題と地方自治体の対策」を説明する、
という設定を把握する。

条件を頭に入れて、各資料を読み取る。
身近にあるバラエティに富んだ資料を、正確に分析する力
が求められる。

「２」で読み取った観光客増加による課題について、
各自治体が講じている対策を、自分の言葉で他者に伝わるように
工夫してまとめる。



公立高校入試の変化

（2017年香川県公立入試問題）



2017年香川県公立入試問題(社会）

e  略地図中のマリは金の輸出が多い国である。
「金の国際価格の変動が、マリの輸出総額に影響する」と予想し、
それを確認するために三つの資料を用意することにした。
金の国際価格の推移を示す資料のほかに、
次の㋐～㋓のうちのどの二つの資料を用意すれば、
予想を確認することができるか。
二つ選んで、その記号を書け。（1点）

㋐ マリの物価の推移を示す資料
㋑ マリの輸出総額の推移を示す資料
㋒ マリの金の輸出額の推移を示す資料
㋓ マリの輸出総額と輸入総額の差の推移を示す資料



あすがく 2021年春実施 小６の問題

（３） ゆうたさんは、日本人一人あたりの1年間の魚の消費量について、
2000年と2020年を比べたいと考えました。
このときに必要な資料を、次のア～エからすべて選び、記号で答えましょう。

ア 2000年と2020年の日本の魚の輸入量
イ 2000年と2020年の漁業で働いている人の人口
ウ 2000年と2020年の日本の総人口
エ 2000年と2020年の日本の魚の総消費量



公立高校入試の変化

（2021年山梨県公立入試問題）



2021年山梨県公立入試問題(数学）

大問４_3(2)
太郎さんは、一日の食事でとった各栄養素の重さを調べ、
右の表にまとめた。
太郎さんは、各栄養素の重さの値を見て、脂質の値が他の栄養素の値より小さいことが気になった。この

日の食事における脂質のエネルギー比率は、望ましい範囲にあるか、次のア、イから正しいものを一つ選び、
その記号を書きなさい。また、それが正しいことの理由を、太郎さんが調べたことの①と②をもとに、根拠
を示して説明しなさい

ア 望ましい範囲にある。
イ 望ましい範囲にない。

記号
説明

栄養素 たんぱく質 脂質 炭水化物
重さ（g) 120 60 370

太郎さんが調べたこと
①食事でとった各栄養素の重さ（ｇ）から総エネルギー量(kcal)を求める式

②一日の食事における各栄養素のエネルギー比率の望ましい範囲
（エネルギー比率…総エネルギー量に対する各栄養素のエネルギー量の割合）

たんぱく質をa (g)、脂質をb (g)、炭水化物をc (g)取るとき
（総エネルギー量）＝4a + 9b +4c

たんぱく質 脂質 炭水化物
13%以上20%未満 20%以上30%未満 50%以上65%未満





公立高校入試の変化

（2021年秋田県公立入試問題）



2021年秋田県公立入試問題（英語）

2⃣
佐藤先生の話を聞き、その内容として適切なものを２つ選ぶ問題と、佐藤先生の最後
の【問い】に対して、話題を１つ取り上げ、英文2文であなたの【答え】を書く問題

ア John is a new student staying in Japan now.
イ John talked with Mr. Sato in Japanese and English.
ウ John wants to join the basketball team school in Japan.
エ John hopes that he will make designs of buildings as his job.

放送文
Hello, everyone. I have big news today. A new student will come from Canada next month. His  name is 
John. I talked with him on the phone yesterday. He can speak easy Japanese. So, we began talking in 
Japanese, but later we used a designer of buildings in the future. He in interested in old Japanese 
temples and shrines. Now, I have a question for you. What do you want to do with John. 



文理「2021年全国高校入試問題の分析」より

「日常生活の場面設定の英作」 「身近なテーマで考え・意見」 「理由記述」



新教科書での【評価】【評定】



【評価】
資質や能力の到達度
観点別評価ABC

【評定】
学習状況の総括評価
（通知票の「数字」）

十分満足できる A

おおむね満足できる B

努力を要する C





【目標】
地域の課題を自分事として考え、解決策を導く力を育成す
ること

【理想的な学び】
③➡①➡②

地域をよりよくするためには、（③）
その地域を知り課題を理解し、（①）
さまざまな角度から考察し課題の解決策を考える。（②）

「よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体
的に追究する」過程で、知識・技能を身につけ、思考・判
断・表現する力を培っていく。
これを評価する！！



「いま知らないと後悔する 2024年の大学入試問題」
（青春出版社）Ｐ.97より



低次思考 と 高次思考





思考力・判断力・表現力

「何ではかったらいいの？」

→ 基準はないのか？



「いま知らないと後悔する 2024年の大学入試問題」
（青春出版社）Ｐ.132より





（出典）首都圏中学模試センター

「思考コード」で
多様な（中学入試）の
思考のレベルの特徴を知る

「いま知らないと後悔する 2024年の大学入試問題」
（青春出版社）Ｐ.99より



「いま知らないと後悔する 2024年の大学入試問題」
（青春出版社）第4章
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PBL （総合的な探究）
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