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はじめに 

 今日は、７月７日。七夕の日です。商店街を歩いていると、どこからともなく、七夕の歌で知られている

「たなばたさま」が聴こえてきます。 

 

ささの葉さらさら のきばにゆれる   お星さまきらきら きんぎんすなご 

ごしきのたんざく わたしがかいた   おほしさまきらきら そらからみてる 

  

「たなばたさま」は、1941年（昭和15年）に文部省の「うたのほん 下」に掲載されて以来、世の中に広く知

られるようになりました。この年齢になって思うのですが、本当にいい歌だなと思います。 

ただし、時代の変化とともに、今ではあまり馴染みのない言葉があります。 

例えば、「のきば」。以前は「のきば」のある家は珍しくありませんでしたが、今はあまり見かけません。

ちなみに、「のきば」は漢字で書くと「軒端」となります。屋根の端で壁から張り出した部分のことです。 

「すなご」。金箔や銀箔を細かく砕いて、蒔絵や襖絵などを装飾するために使う粉（砂子）のことです。

「たなばたさま」では、「すなご」で七夕の星空や雨の川の砂などが表現されています。 

「ごしき」。「ごしき」は漢字では「五色」と書きます、中国の五行説に該当する五色で、緑・赤（紅）・

黄・黒を言いますが、実際の短冊では、黒は縁起が良くないので「紫」が用いられています。なお、こいのぼ

りの一番上に飾られる五色の吹き流しも同様です。 

ちなみに、小倉百人一首の中に、七夕と関わりのある、私の好きな歌が歌があります。 

 

かささぎの 渡せる橋に おく霜の 白きを見れば 夜ぞ更けにける 

中納言家持（6番） 『新古今集』冬・620 

〔現代語訳〕                     

七夕の日、牽牛と織姫を逢わせるために、かささぎが翼を連ねて渡したという橋。天の川にちらばる霜のよ

うにさえざえとした星の群れの白さを見ていると、夜もふけたのだなあと感じてしまうよ。 

 

商店街には、笹が用意されており、そこにはたくさんの願い事が書かれた短冊が飾られていました。「家族

みんなが健康でありますように」、「好きな人と両想になれますように」、「志望校に合格できますように」

といった、ほのぼのとした素朴な願いがしたためられていました。 

 

「英語認定試験」について 

2021年度入試から実施される大学入学共通テストでは、共通テストとともに民間の英語４技能資格・検定試験

を「英語認定試験」として併用することになっています。英語検定試験「TOEIC」を運営する国際ビジネスコミ

ュニケーション協会は７月２日に、大学入試センター試験の後継となる大学入学共通テストへの「TOEIC」の参

加を取り下げると発表しました。その理由は、「責任を持って対応を進めることが困難と判断した」としてい

ます。ここで、「英語認定試験」についてこれまで判明していることをまとめてみました。 

 

〔「大学入試英語成績提供システム」への参加要件を満たした資格・検定試験〕 

資格・検定試験名 資格・検定試験実施主体名 

ケンブリッジ英語検定 ケンブリッジ大学英語検定機構 

TOEFL iBTテスト Education Testing Service 

IELTS（対象：アカデミック・モジュール） IDP: IELTS Australia 

GTEC （株）ベネッセコーポレーション 

TEAP 

（公財）日本英語検定試験 TEAP CBT 

実用英語技能検定（従来型は除く） 

IELTS（対象：アカデミック・モジュール） ブリティシュ・カウンシル 

なお、毎日新聞７月６日（金）の記事によると、ケンブリッジ大学英語検定機構から「ケンブリッジ英語検

定」に加えて、「ケンブリッジ英語検定４技能 CBT」の参加申し込みがあったことが伝えられています。 



〔英語認定試験とＣＥＦＲとの対照表〕 

レベル 

ケンブリ

ッジ英語

検定 

実用英語

検定試験 
GTEC ILTS TEAP 

TEAP 

CBT 

TOEF 

iBT 

 

熟練した言

語使用者 

Ｃ２ 230-200   9.0-8.5    

Ｃ１ 199-180 3299-2600 1400-1350 8.0-7.0 400-375 800 120-95 

自立した言

語使用者 

Ｂ２ 179-160 2599-2300 1349-1190 6.5-5.5 374-309 795-600 94-72 

Ｂ１ 159-140 2299-1950 1189-960 5.0-4.0 308-225 595-420 71-42 

基礎段階の

言語使用者 

Ａ２ 139-130 1949-1700 959-690  224-135 415-235  

Ａ１ 119-100 1699-1400 689-270     

 

 ５月に、文部科学省から、「2021年度入学者選抜における「大学入試英語成績提供システム」参加試験の活用

予定状況」について以下のように公表されました。なお、調査方法については、文部科学省が、各大学のウェ

ブサイトで公表されている情報を収集し、各大学に確認することにより行われています。 

 

〔2021年度入学者選抜における「大学入試英語成績提供システム」参加試験の活用予定（国立大学・一般選抜）〕 

活 用 方 法 大  学  名 
大学数

（※１） 

① 出願

資格

とし

て活

用 

ＣＲＦＲＡ２以上 

埼玉、千葉、東京、東京医科歯科、東京外国語、東京農工、東京工業（個別学力検査

（前期日程）英語の一部に活用）、お茶の水女子、電気通信、一橋、横浜国立（経済学

部）、岐阜（医学部医学科）、浜松医科、名古屋、滋賀、京都、大阪、神戸、鳥取（農

学部共同獣医学科）、島根（医学部医学科）、徳島（医学部医学科、歯学部歯学科、薬

学部）、香川（医学部医学科）、愛媛（医学部医学科）、九州、琉球（医学部医学科） 

25 

ＣＲＦＲＡ１以上 

帯広畜産、宮城教育、横浜国立（経営学部、理工学部、都市科学部建築学科、都市基盤

学科、環境リスク共生学科）、上越教育、金沢、福井、京都教育、徳島（上記以外）、

香川（上記以外）、愛媛（医学部医学科以外）、高知、福岡教育、熊本 

13 

ＣＲＦＲ基準の定

めなし 
奈良女子（※４）、岡山（※４）、広島 ３ 

ＣＲＦＲ基準は未定 旭川医科、東京海洋、滋賀医科 ３ 

② 点数化して加点（大学入学

共通テストの成績に加点） 

北海道教育、室蘭工業、弘前、岩手、秋田、福島、筑波、筑波技術（産業技術学部）、

群馬、東京藝術 

（美術）、新潟、長岡技術科学、富山（人間発達科学部、経済学部、医学部、薬学部、

芸術文化学部、都市デザイン学部）、信州、岐阜（医学部医学科以外）、静岡、愛知教

育、名古屋工業、豊橋技術科学、三重、大阪教育、兵庫教育、鳥取（地域学部、医学部

生命科学科、医学部保健学科、工学部、農学部生命環境野う学科）、島根（医学部医学

科以外）、山口、鳴門教育、九州工業、佐賀、大分（医学部医学科以外）、鹿児島、鹿

屋体育、琉球（医学部医学科以外） 

33 

③ 出願資格及び点数化して加

点 

小樽商科、横浜国立（教育学部、都市科学部都市社会共生学科）、信州（教育学部英語

教育コース）、京都教育（英語領域専攻）、鳥取（医学部医学科）、長崎、大分（医学

部医学科） 

７ 

④ 一定水準以上の成績で大学共

通テストの「英語」を満点と

みなす 
東京藝術（音楽）、福井（国際地域学部）、広島 ３ 

⑤ 高校が作成する証明書等の併

用 
埼玉、東京、東京医科歯科、一橋、浜松医科、名古屋、京都、奈良女子 ８ 

⑥ 髙得点利用（大学入学共通

テストの「英語」の得点と

比較） 

富山（人文学部、理学部、工学部） 

 
１ 

⑦ 活用するが、現時点で活用

方法を明示していない 
北見工業、山形、宇都宮、東京学芸、山梨、奈良教育、和歌山、宮崎 ８ 

⑧ 活用しない 北海道、東北（※４）、筑波技術（保健科学部）、京都工芸繊維 ４ 

※１ 大学数には、一部の学部等のみで実施する場合を含めています。 

※２ 2019年５月13日現在の情報であるため、最新情報は必ず各大学のウェブサイトを確認してください。また、各大学

における活用方法の詳細についても、各大学のウェブサイトを確認してください。 

※３ 「活用方法」には、当てはまる箇所に全て記入しているため、複数蘭に記載されている大学もあります。 

※４ 当該大学については、Ａ２レベル以上の英語能力を有していることが望ましいとしています。 

  

 また、「2021年度入学者選抜における「大学入試英語成績提供システム」参加試験の活用予定の例」として以下の

ように紹介しています。 



① 出願資格として活用 

  ● 大阪大学 

   ・ 認定試験を一般選抜の受験者に課すとともに、2023年度までは、共通テストにおいて実施される英語

試験を併せて課します。認定試験の成績は、本学の出願要件として活用し、出願要件の具体的な基準

は、ＣＥＦＲの対照表における「Ａ２」レベル以上とします。 

 

② 点数化して加点（共通テストの成績に加点） 

 ● 福島大学  

  ・ 一般選抜では、大学入試センターが認定したすべての「資格・検定試験」を加点材料として活用し

ます。 

・  大学入試センターから提供されるＣＥＦＲによる段階別表示を点数化、大学入学共通テストの英語 

試験との合計点を入学者選抜に用います。 

・  具体的には、大学入学共通テストの筆記（リーディング）およびリスニングの合計点を250点満点と 

した場合、その得点を160点満点に圧縮します。 

・  英語「資格・検定試験」の結果に基づく加点については、最高点を40点（英語全体の２割）とする 

とともに、大学入試センターから提供されるＣＥＦＲ対照表に基づく水準ごとに下表のとおり定める

こととします。 

・  筆記（リーディング）およびリスニングとＣＥＦＲ対照表に基づく加点の合計得点（200点満点）を、 

 各学類の配点を圧縮して利用します。 

 

ＣＥＦＲ Ｃ２ Ｃ１ Ｂ２ Ｂ１ Ａ２ Ａ２ 

加点 40 35 30 25 10 

 

③ 出願資格及び点数化して加点 

 ● 横浜公立大学 

  （１）大学入試センター試験が認定した英語資格・検定試験（以下「認定試験」という。）の全てを対 

    象とします。 

  （２）原則として、2020年４月から12月の間に受検した認定試験の成績を利用します。 

  （３）一般選抜における各学部の活用方法は次のとおりです。 

    ① 教育学部：ＣＥＦＲ対照表のＡ１以上を出願資格とし、さらにＡ１に該当する場合は英語の配 

     点全体に対して10％に相当する点数、Ａ２以上に該当する場合には一律英語の配点全体に対して 

20％に相当する点数を大学入学共通テストの英語の得点に加点します。 

 

④ 一定水準の成績で共通テスト英語を満点とみなす 

 ● 広島大学 

  ・ 英語認定試験結果の活用については、本学が定める条件をすべて満たした場合、本学を受験する年

度の新テストの外国語（英語）の得点を満点とみなす。 

・  なお、大学入試英語成績提供システムを活用する。総合型選抜及び学校推薦型選抜については、高 

 等学校在学中の活動状況を評価する観点から、受験年度の前々年度から活用できるものとする。 

 

⑤  高校が作成する証明書等の併用 

 ● 東京大学 

  ・ 2021年度東京大学一般入試（2020年度実施）においては、従来の出願要件に加え、次の（１）～

（３）のうちのいずれか１つを求めることとします。 

（１） 大学入試センターによって、「大学入試英語成績提供システム」の参加要件を満たすと確認された 

  民間の英語試験（以下、「認定試験」という。）の成績（ただし、ＣＥＦＲとの対照表でＡ２レベル

以上に相当するもの）。 

（２） 日常の授業における学習状況や試験の成績等から総合的に評価した結果、ＣＥＦＲのＡ２レベル以 

上に相当する英語力があると認められることが明記されている高等学校等による証明書。 

（３） 何らかの理由で上記（１）（２）のいずれも提出できない者は、その事情を明記した理由書。 

 

  東京大学では英語のライティングとプレゼンテーションを中心とした英語による授業（理科生対象の 

ALESS）、スピーキング授業として FLOW が１年次の必修として設けられています。また。2018年度からは

「国際総合力認定制度（Go Glowbal Gateway）を開始し、海外大学との連携による交換留学や海外研修プロ



グラムを多く取り入れるなど、国際的な環境でコミュニケーション力の向上を図っていますが、これらの

プログラムの中には、受講の要件としてＣＥＦＲのＢ１レベル相当以上、あるいはＢ２レベル相当以上程

度の英語力を要求するものが多くなっています。 

 

⑥ 高得点利用 

 ● 富山大学（人文学部、理学部、工学部） 

  ・ 英語認定試験の結果は、ＣＥＦＲの一定水準以上に相当する場合に限ってＣＥＦＲの対照表の基づ

いて得点化し、その得点と大学入学共通テスト「英語」の得点とを比較して、高得点の方を利用しま

す。 

 

⑦ 利用しない 

 ● 北海道大学 

  ・ 本学においては、2020年度入試（2021年度実施）に向けて入試改革を行う予定であり、さらに2020年 

   度からは本学学生向けに、英語を中心とした外国語教育改革を実施する予定であって、英語認定試験

の活用を考えるためには、これら本学の改革の検討内容との整合性を図っていく必要があります。 

・  加えて、本学は、ガイドラインでも触れられている受験生の公平な受検条件の確保に関して、特に、 

 英語認定試験の受験料負担や受験機会の公平性、障害のある受験生への配慮等について、より詳細な

検討を要すると考えます。また、その他にも、受験生に求められる英語４技能とそれぞれの英語認定

試験の目的や相違等のとの関係、英語力（特に話す力）の有意義な判定方法等について、より詳細な

検討を要すると考えます。 

 

  ● 東北大学 

   ・ 本学では、入学後の教育において英語４技能の修得を重視しており、グローバルリーダー育成プロ

グラムをはじめとして英語教育に力を入れています。入学者に対してもグローバル人材の基礎となる

優れた幅広い資質能力の一つとして、一定水準の英語コミュニケーション能力を備えていることが望

ましいと考えています。 

・  平成32年度に予定されている英語認定試験にちては、公平公正な受検体制の整備や成績提供などの 

関しこれまでに様々な問題が指摘されております。平成33年度入試に利用するためには、現時点では 

これたの問題が解決する見通しが立っていないと認識しています。 

・  こうような状況において、平成33年度入試で本学志願者に対し出願要件として英語認定試験の受検 

 を一律に課すことや成績を合否判定に用いることには無理があり、逆に受験生の公平公正な扱いを損

ねる恐れがあると判断しました。 

 

  ● 京都工芸繊維大学 

   ・ 一般選抜への英語認定試験の活用については、現時点で、複数の試験のスコアとＣＥＦＲとの対象    

   や受検体制の面で十分な公正性と公平性が担保されていることが確認できないため、2021年度の一般選

抜への活用は見送らざるをえないという結論になりました。 

・  本学では、以前の予告公表のとおり、入学後に英語４技能（聞く、話す・読む・書く）の能力を最 

大限に伸ばす「英語鍛え上げプログラム」を運営しており、成果も上げています。また、ＣＢＴ方式

のスピーキングテストを大学独自で開発し、学部の必修科目の学期末試験として用いるとともに、ダ

ビンチ（ＡＯ）入試【グローバル】の選考にも活用しています。 

 

学校として「英語認定試験」についてどのように対応するのかといった問い合わせがあります。上に見たよ

うに、各大学・各学部等によって活用のしかたが随分と異なります、私自身は、各自が、①どの大学を志望し

ているか、②どの時期に受験するか、③どのレベルまでを望んでいるか、について検討した上で、対応すべき

だと考えています。また、この段階においても対応を変更している大学があります。まずは、志望する大学の

動向や対応について注視していただければと思っています。 

 

終わりに 

文化祭が終わり、校内は落ち着きを取り戻しました。しばらく、普段の日が続きますが、こうした日々を大切

にしてもらいたいと思っています。                 

 （文責：進路指導部 池本 邦彦） 

   


