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本日の内容
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 大学入試の仕組み
 「探究」／「総合的な探究の時間」
 総合型選抜の特徴
 「探究的な総合の時間」「高校での学び」を
活かした大学選び

 “探究”を核にした大学選びー総合型選抜と探
究学習の可能性



大学入試の種類
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大学入試の仕組み

総合型選抜
（旧：AO入試）

学校推薦型
選抜

（旧：推薦入試）
一般選抜

（旧：一般入試）

出願時期：９月以降
合格発表：11月以降

受験生の適性、志望動機を
重視。面接を中心に時間を
かけて選抜を行う。

主に学力試験で選抜を行う
入試。

名前の通り、原則学校長の推
薦を受けることで受験できる
入試。

出願時期：11月以降
合格発表：12月以降

試験期日：2/1～3/25
合格発表：3/31まで



総合型

4%
学校推薦型

16%

一般

80%

総合型

12%

学校推薦型

45%

一般

43%

どの入試で入学している？
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大学入試の仕組み

国公立大学 私立大学

※文部科学省資料（2020年度）より（社会人入試、帰国子女入試、中国引揚等子女入試は除いて集計）
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大学入試の仕組み

＋

記述式の充実
主体性等の評価
・調査書、志願者本人の記載する資料を
積極的に活用

・面接、プレゼンテーション等の導入

思考力・判断力・表現力を重視
多様な資料を正しく読み取る出題
リーディングとリスニングの配点
比率は１：１（各100点）

※いずれも必要な科目や配点は、大学により異なる！

2022年
1/15(土)･16(日)

大学入学
共通テスト

2月下旬～3月中旬
各大学が実施

大学個別試験
（２次試験）

合
否
判
定

国公立大一般入試のしくみ



私立大一般入試の仕組み
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大学入試の仕組み

入試教科数は２～３教科が一般的
 《文系》 英・国・（地歴公民or数学）から２～３が多い
 《理系》 英・数・理から２～３が多い

複数の入試方式が設定されていることが多い
 少数教科型・得意科目重視型・英語外部試験利用型

一般方式

共通テスト利用方式

共通テストのみの成績で合否が決まるのが主流
受験料は一般方式と比べて割安なのが一般的
一般方式と組み合わせ合否判定を行う併用型もあり



大学入学共通テストの特徴
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大学入試の仕組み

日常の事象を意識した場面設定の問題
近年のセンター試験でも増加していたが、日常の事象を意識した場面設定の問題が出題された。
▼数学Ⅰ･数学A第２問[1]（数学Ⅰ第3問[2]）

100m走のタイムが最小となるストライド、ピッチを求める２
次関数の問題。身近な事象を数学的に処理する内容であった。

▼英語リーディング第１問A
寮のルームメイトとの携帯メールのやり取りが題材。
このやり取りの次の返信をどうするか推測力を問う新
傾向の設問も出題された。

学習の過程を意識した出題設定
「どのように学ぶか」を踏まえた問題の設定として、生徒が学習する場面など、学習の過程を
意識した出題設定が見られた。
▼国語第１問問５
「文章を授業で読んだNさん」が内容を理解するために
作成したノートの空欄を補う問題。

▼英語リーディング第５問
新聞記事を読み、クラス発表でプレゼンテーション用のスラ
イドにまとめる問題。

複数の情報を組み合わせた問題
１つの問題で複数の資料（グラフ、図表、写真･絵･地図、文章･会話文など）の提示が増加。
時間内で必要な情報を読み取り考察して解答する力が問われた。
▼英語リーディング第４問
先生と手伝いを依頼された学生のメールのやりとりを読
み、添付ファイルの時刻表、混雑度のグラフを参照して
設問に解答する問題。

▼日本史B第１問
授業で「貨幣の歴史」をテーマに発表する場面設定の問題。会
話文、メモ、図表を用い、各時代の貨幣に関する設問に解答す
る。
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大学入試の仕組み

再現する力
考える力
活用する力

+
表現する力

新しい大学入試現行の大学入試
一部の大学では、「知識・技能」
を問う出題が中心

「知識・技能」に加え、「思考力・
判断力・表現力」が求められる

問われる力はどう変わるのか
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大学入試の仕組み

今までの社会

知識基盤社会

●新しい知を創造する力
●周囲を巻き込む力
●自らのキャリアを切り拓く力

これからの社会

工業社会

●決められたことを早く行う力
●決められたことを正確に行う力
●再現する力

ビッグデータ、IoT、AI…モノづくり、規格品、大量生産

今までの入試 これからの入試
ジクソーパズル レゴブロック

正解主義型 構想力型

“今まで”と“未来”



学習指導要領はなぜ新しくなる？
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「探究」／「総合的な探究の時間」

変化の激しい時代を「生きる力」を育むため

グローバル化 AIなどの
情報革新

生産年齢人口
の減少

社会の変化学習指導要領は、時代や子どもたちを取り巻く環境の
変化などを踏まえ、約10年ごとに改訂されています。
近年は、グローバル化や人工知能・ＡＩなどの技術革
新が急速に進み、10年前から社会は大きく変化してい
ます。こうした社会の変化を見据え、子どもたちが今後の
時代を生きていくために必要な資質・能力を育むことを目
的に、2022年度から段階的に改訂されます。

新学習指導要領では「探究」を重視
教科 科目

国語 古典探究
地理歴史 地理探究、日本史探究、世界史探究
理数 理数探究基礎、理数探究

総合的な探究の時間



高校の「総合的な探究の時間」で
育成する学力の三要素（例）
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「探究」／「総合的な探究の時間」

知識・技
能

 課題について横断的・総合的な学習や探究的な
学習を通して獲得する知識(及び概念)

 課題について横断的・総合的な学習や探究的な
学習を通して獲得する技能

 探究することの意義や価値の理解

思考力・
判断力・
表現力等

 探究することを通して身に付ける課題を見いだ
し解決する力

• 課題設定
• 情報収集
• 整理・分析
• まとめ・表現など

学びに向
かう力・
人間性等

 主体的に探究することの経験の蓄積を信念や自
信、自己肯定感につなげ、さらに高次の課題に
取り組もうとする態度を育てる。

 協同的(協働的)に探究することの経験の蓄積を自
己有用感や社会貢献の意識へとつなげ、よりよ
い社会の実現に努めようとする態度を育てる。
など

文部科学省「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につ
いて（答申）」別添資料より(2016年）

想定される「探究課題」のテーマ例

• 現代的な諸課題に対応する
横断的・総合的な課題
国際理解、情報、環境、福祉、健康
など社会の変化にともない切実に意識
されるようになってきた現代社会の諸
課題

• 地域や学校の特色に応じた
課題
町づくり、伝統文化、地域経済、防災、
都市計画、観光など各地域・学校固
有の諸課題

• 生徒の興味・関心に基づく
課題
文化や流行の創造や表現、教育・保
育、生命・医療など

• 職業や自己の進路に関する
課題
職業の選択、社会貢献、働くことの意
味や価値、社会的責任など自己の生
き方を現実的に検討する上で必要な
諸課題



総合型選抜とは
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総合型選抜の特徴

総合型選抜の特徴

詳細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせることによって、入学志願者
の能力・適性や学習に対する意欲、目的意識等を総合的に評価・判定する入試方法。

*入学志願者本人が記載す
る活動報告書、大学入学希
望理由書及び学修計画書等。
「探究」した内容をもとに
これらの書類を作成。

 志願者自らの意志で出願できる「公募制」のため、志
願者本人の記載する資料（*）を積極的に活用する方
法。

 合否判定に当たっては、入学志願者の能力・意欲・適性
等を多面的・総合的に評価・判定。

 高度な専門知識等が必要な職業分野に求められる人材
養成を目的とする学部・学科等で実施する場合には、入
学志願者の意欲・適性等を特に重視した評価・判定を行
う。

 知識・技能、思考力・判断力・表現力も適切に評価するた
め、調査書等のほか、小論文等、プレゼンテーション、口
頭試問、実技、各教科・科目に係るテスト、資格・検定試
験の成績等を活用。

探究的な学習を通じて育成
した
 「思考力・判断力・表現
力等」「学びに向かう
力・人間性等」

 課題を見出し解決する力
 主体的・協同的に課題を
解決し、新たな価値の創
造やよりよい社会の実現
に努めようとする態度

などを丁寧に評価してもら
える選抜方法
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「探究的な総合の時間」「高校での学び」を活かした大学選び



京都大学特色入試
（総合型選抜・学校推薦型選抜）

©KawaijukuEducationalInstitution.14

「探究的な総合の時間」「高校での学び」を活かした大学選び

京都大学特色入試は、能力、学ぶ意欲、
志を多面的・総合的に評価する本学独
自の選抜方式です。本学を志願する皆
さんの、これまでの学びの活動等にお
ける努力のプロセスや、京都大学で学
ぼうとする意欲を積極的に評価します。

本特色入試では、高大接続と個々の学
部の教育を受ける基礎学力を重視し、
1. 高等学校での学修における行動と

成果の判定
2. 個々の学部におけるカリキュラム

や教育コースへの適合力の判定
を行い、1と2の判定を併せて、志願者
につき高等学校段階までに育成されて
いる学ぶ力及び個々の学部の教育を
受けるにふさわしい能力並びに志を総
合的に評価して選抜します。

令和4年度 京都大学特色入試 学生募集要項、京都大学特色入試ホームページ「過去問題」より

教育学部（総合型選抜）
令和３年度特色入試問題「課題」
資料集として１〜７を提示。
課題文があり、問１〜問３を解答。（一部省略）

問１.資料１に示した英文を読み、下線部①〜④を
日本語に訳しなさい。

問２.
（１）資料２に示した表の1980年と2010年の数値
から、女性にとっての結婚をめぐる「選択」の変化
について読み取れることを３点挙げ、各50〜70字
で述べなさい。
（２）資料３〜７のうち、２点を選び、それぞれに
ついて「選択」という問題をめぐる筆者の主張を、
各200字程度でまとめなさい。

問３.人間にとって「選択」とは何か、800〜1,200
字で論じなさい。なお、資料３〜資料７のうち問２
（２）で選ばなかったもの２点以上に触れること。



桜美林大学探究入試Spiral（スパイラル）

©KawaijukuEducationalInstitution.15

「探究的な総合の時間」「高校での学び」を活かした大学選び

 １次審査：書類審査（「探究学習報告書①〜③」「探究学習活動報告書」）
 ２次試験：探究学習に関するプレゼンテーション（5分程度） 、プレゼンテー

ションと出願書類をベースとした質疑応答（20分程度） （課題図書の内容理
解度を含む）

「総合的な探究の時間」学習指導要領の目標に基づく評価の視点

桜美林大学2022年度学生募集要項より
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「探究的な総合の時間」「高校での学び」を活かした大学選び

関西学院大学探究評価型入学試験
【探究評価型入試のアドミッション・ポリシー】（抜粋）

本入学試験では、本学で学ぶにふさわしい知識・技能、思考力・判断力・表現力を
有しているだけでなく、横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、自ら課題を
発見し、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力
を持ち、多様な人々と協働して学ぶ態度を身につけた生徒を求めています。
第一次審査においては書類審査を行います。横断的・総合的な学習や探究的な学習

を通して培った力を提出書類にて多面的、多元的に評価します。
第二次審査において、学部ごとに面接・集団討論・プレゼンテーション・口頭試問

を行います。高校での学びを通じて培ったありのままの力を評価しますので、入学試
験のために特段の準備を必要とするものではありません。

【入試概要】
 対象校：

SGHの実績校や、SSH校をはじめとする高校・中等教育学校
 １次審査：書類審査

調査書、探究活動の概要説明書、探究活動の成果物（論文、発表の記録、実験成果な
ど）、探究活動を行った授業科目リスト、大学入学後の学びの計画書など

 ２次試験：
面接（口頭試問含む）やプレゼンテーションなど（学部により異なる）

関西学院大学探究評価型入学試験要項 2022年度より



まとめ
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”探究”を核にした大学選びー総合型選抜と探究学習の可能性

 現在の学習指導要領でも「総合的な探究の時間」は設置
 「物事の本質を探って見極めようとする一連の知的営みである」探究を、各教科や総合的な探究の

時間において推進する方向
 「課題設定、情報収集、整理・分析、まとめ・表現」といった探究することを通して身に付ける課

題を見いだし解決する力を育成
 探究活動を通じて、自己のキャリア形成の方向性、自己の生き方も考える
 探究活動を通じて、協同性（協働性）、主体性、社会参画・社会貢献を考える

 探究活動を通じて、自分が興味・関心を持っている内容を深める
こと、自分の将来の姿、自分が社会とどのように関わっていくか、
他の人と協働で何かを成し遂げた経験など、高校生のときに蓄積
できる

 より深く考えた学部・学科選びや、より自分にマッチする学部・
学科選びが可能に

 そして、探究活動の経験を通じて、「学修計画書」や面接・口頭
試問などで、「探究活動を通じて得られた経験（失敗も含む）」
「高校での学びを生かしてその学部で学びたいこと」「卒業後の
キャリアとどのようにつながっているか」をアピール

 高校での学びを評価するといいつつ、総合型選抜受験の準備は大
変
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