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［リビングリッシュ］

旬 な 情 報！生 き た 英 語！

英語 教育 Ne ws

きょうだい

3人と

変わる入試
問われる
英語力とは？

一緒に学ぼう！
長女

英語大好き。国際教養
学部の頼れる長女。
次女

さくら

［中学２年生］

高校受験を意識しはじ
めるも、勉強につまず
き気味？

新しい入試は2020年から。求められる思考力・判断力・表現力
大学入学共通テスト
（以下共通テスト）の

その中で、のきなみ正当率が低かったも

実施に向けて、英語のプレテストが2018年

のは「正解をすべて選ばせる」もので、長文

2月〜3月に実施されました。

の内容を理解していないと答えられない、つ

英語試験は、2024年度から民間検定試

すみれ

［大学１年生］

長男

はると

［小学5年生］

英語が好きで将来は宇
宙飛行士になりたい！

まり暗記型では太刀打ちできないことが明

験に移行予定ですが、移行期の2020年〜 らかになりましした。
2023年は大学入学共通テストと民間検定
試験を併用する予定です。
今回のプレテストの内容はあくまで試験的
なもので、
これらそのまますべてが共通テス
トへ反映するわけではありませんが、現在の
センター試験との違いは以下の通りでした。

プレテストとセンター試 験の違い

・ワード数が約5200語と、現行のセン
ター試験より約900語アップ
・リーディングは全問英語で出題、日本
語一切なし
・発 音や文 法 問 題がなくなり、全てが
長文の内容読解
・グ ラフ 、ブログ 、カスタマ ーレ
ビューなど随所にTOEIC ®で出
されるような形 式 が 出 題 。1 つ
の長文を読み解くタイプはもち
ろん、複数の長文を読んだ上で
比較整理する問題も

リスニングは読み上げ１回も実施。
コミュニケーションとしての英語力が必要！
リスニングについては、すべての音声

表現力を重視するという方針のもと作

が2回流れる「バージョンA」と、問題に

られた今回のプレテスト。問題文も含め

よっては音声が1回しか流れない「バー

英 語が使われ、文 字 数も大 幅に増 加

ジョンB」の2種類で実施されました。対

し、要 点を把 握し、整 理する能力が問

話や議論を聞かせる問題などが出題さ

われています。

れ、必要な情報を把握し、要点を整理、
判断する力などが求められました。

実際のコミュニケーションでも
1回しか聞けない場合が多いから
リスニングテストも実践的な内容に
なっているのね。
さらには選択肢の中から2回以上
同じ答えを選んでいい問題も！
消去法では太刀打ちできないわね。

知識の深い理解と思考力・判断力・

口コミサイトの投稿から
「事実」と「個人の意見」を
判別させる問題や、ディベートの
授業に備えて資料を読んだり、
記事や物語の要点を
まとめたりする問題も
出たのね。

【プレテスト概要】2018年２月〜３月実施
参加：全国１５８校、約６３００人（高校２年生） リーディング８０分、リスニング３０分/難易度の基準 CEFR A1〜B1

注目

高校３年生の４〜１２月の間に、事前申請した
２回までの民間試験の成績が大学に送られる

大 学 入 試 英 語 成 績 提 供システムに 参 加 要 件 を 満 たして い る と さ れ た 民 間 検 定・試 験

ケンブリッジ
英語検定

TOEFL
IELTS
TOEIC ®

C2
C1
B2
B2
B1
B1
A2
A2

Proﬁciency
Advanced
First for Schools
First
Preliminary for Schools
Preliminary
Key for Schools
Key

GTEC

Advanced
Basic
Core
CBT

TEAP

Test of English for Academic Purposes（TEAP）
Test of English for Academic Purposes
Computer Based Test（TEAP CBT）

TOEFL iBT テスト
アカデミックモジュール（実施主体 IDP:IELTS Australia）※条件付承認
アカデミックモジュール（実施主体 ブリティッシュ・カウンシル）

実用英語技能検定（英検）

Listening & Reading Test および
Speaking & Writing Tests

１級
準１級
２級
準２級
３級

対象：「公開会場実施」
対象：「公開会場実施」・「１日完結型」
対象：「公開会場実施」・「１日完結型」・「４技能ＣＢＴ」
対象：「公開会場実施」・「１日完結型」・「４技能ＣＢＴ」
対象：「公開会場実施」・「１日完結型」・「４技能ＣＢＴ」

※申請時点で「２年以上の実施実績」という要件を満たしていなかったが、平成３０年６月で実施実績２年が見込まれるとして承認された。
発行:

きょうだい

3人の

ク 求められる英語力って？

悩み相談ト

TOEIC ® 攻略のカギは
Part7対策

長男:はると

New

リリース
※画像は実際に使われるテキストを元にしています。

対策コース

※

お！ 小学校でもそういえば英語の授業が始まったんだよね
どれどれ見せてみて…
……？？？なに、これ、自分の旅行のスケジュールをつくるの？
※教科化のこと

そうだよ！そしてそれをお友達に伝えたり、
なんでこうしたのかって説明したりするんだ
…自分で伝えたい内容を考えて話すってこと？？
教科書に書いてあることを読んで繰り返すだけじゃないんだ

長女:すみれ

自分の考えを他の人にどう伝えるか…
コミュニケーションとしての英語力よね

TOEIC®
L&R TEST

次女:さくら

高得点のカギとなるPart３、
４、
７
の内容を盛り込んだ英文で、
リス
ニング力と読書速度を向上！
TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service（ETS）.
This web page is not endorsed or approved by ETS.
*L&R means LISTENING AND READING.

1問にかけられる時間は、
たったの1分？！
Part7はTOEIC ®リーディングセクションの
最難関といわれています。それは、11〜14
題の英文を読み込み、1題あたり2〜5問の問
題を解かなければならないからです。時間に
すると、1問1分で解かなければなりません。

※

それそれ！この間も新しいテストが行われたんだよね
英語の文章量が増えた上に消去法で解けない問題もあって…
私、答えを考える時間あるのかな めちゃめちゃ不安だよ

TOEIC突破には

1分間で
１６０wpm以上の
スピードが必要！

※大学入学共通テストのプレテストのこと

単語とか語句を並び替えるような知識問題がなくなってて
象徴的だったわね！
英語を速く読むのは大前提で、話の流れから筋道を立てたり、
複数の英文を読んで比較したり、問いに対して考えないと
正解にたどりつけないものばかりだったわ
でも落ち着いて考えればわかる問題ばかりよ！

問題数と時間配分例

リーディングセクション 100問/75分

Part5
Part6
30問/10分 16問/10分

パソコン

Part7
54問/55分

スマホ

タブレット

う〜ん…まずは考える時間を確保するためにも
長文読解スピードを上げたい…

ほら、もうさくらはトレーニングしてるじゃない

ワード テスト

10問の穴埋め
問題に挑戦
トレーニング&
チェック

音声を確認しながら
和訳問題

そうだった！この間先生にも wpm あがったねって言われたんだ
www.kitan-method.com/000̲docotan/

たくさんの英文を読んで聞くトレーニングは
「英語で考え、英語でアウトプットする」ことにもつながるわ。
いわゆる英語脳ってやつね！
どれだけ英語のインプット量が多いかが重要
多読、速読は一日にして成らず。「英語ができるのは当たり前」
の社会がすぐそこまできているわ。
大事なのは自分はどう考えるのか、そして考えたことを人に伝える
コミュニケーションの英語力。
知識の詰め込みだけでない使える英語力を鍛えていきましょう

英語講座のご案内

い

「語彙」
「演習」
「速読」
「リスニング 」で 英 語 長 文
読解力の向上を目指す！
初めて英 語に触れる初 級
から難 関 私 大 の 過 去 問ま
で収録。

読書速度はスマホでカンタン計測！
英語総合読解力測定
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