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2020年度から大学入試センター（以下，センター）
試験に代わって，大学入学共通テスト（以下，共通テ
スト）が実施される。出題科目はこれまでと変わら
ない。しかし英語についてのみ，共通テストの英
語試験と併行して，6つの事業者が運営する 7種
類（同じ試験でもレベルの異なるものをカウントすると 22種

類）の民間試験が利用される（図 1参照）。民間試験
は「読む・聞く・書く・話す」の英語 4技能を
評価するために導入され，併用期間は 2023年度
までの 4年間とされている。文部科学省（以下，文
科省）は明言を避けているが，2024年度以降は共
通テストの英語試験を廃止して民間試験に一本化
する方針であり，2020～23年度は一本化に向け
た試行期間と言える。
「全入時代」と言われる現在でも，一人ひとり
の受験生は自らの将来をかけて大学入試に挑む。
その受験生を制度の試行に使うことを正当化する
理由は見当たらない。ましてや新制度には構造的
な欠陥があり，試行の段階で維持困難になること
が危惧される。さらに，国が 2020年度の導入に
拘泥したために制度設計が場当たり的になり，し
わ寄せを受ける初年度の受験生には理不尽な負担
がのしかかる。民間試験の受験開始は 2020年 4
月に迫っている。しかし，いまだに確定していな
い部分が多いために，受験申込の段階で受験生や
高校に混乱が広がり，導入の中止や延期を求める
声が高まっている。本稿では，2020年度英語入
試改革が抱えるこれらの問題点を整理することを
通して，入学者選抜の主体である各大学の責任を
問う。

	国立大学協会の無責任

国立大学協会（以下，国大協）は国立大学の振興，
高等教育や学術研究の水準向上などを目的とする
一般社団法人で，すべての国立大学が加盟し，各
大学の総長・学長が会議等に出席する。その国大
協は 2017年 6月 14日，「「高大接続改革の進捗
状況について」に対する意見」と題した文書を公
表した。文書の中で国大協は，民間試験の具体的
な活用法を検討するためには以下の点に関する詳
細が示される必要があるとして，文科省に早急な
対応を求めた。
認定の基準及びその方法
学習指導要領との整合性
受験機会の公平性担保，受験生の経済的負担
軽減等の具体的方法
異なる認定試験の結果を公平に評価するため
の対照の方法
この要請に文科省は具体的な対応をしなかった。
つまり，これらの問題は解決されていない。それ
にもかかわらず，国大協は 2017年 11月 10日付
の「2020年度以降の国立大学の入学者選抜制度
―国立大学協会の基本方針―」において，2020
年度からの 4年間は国立大学の一般選抜の受験
生全員に共通テストの英語試験と民間試験の両方
を課すことを国大協の基本方針とすることを発表
した。
6月の意見書公表から 11月の基本方針決定ま

での約 5カ月間に，国大協の内部でどのような
議論や検討が行われたかは明らかにされていない。
国立大学の一教員として筆者が知りうるのは，こ
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の結論に至る過程で国大協の入試委員会が各国立
大学に 2度の意向調査を行ったことだけである。
いずれの調査も回答期間が 1週間ほどしかなく，
大学内の正規ルートで議論を深める余裕はなかっ
た。また，一部の設問はきわめて誘導的であった。
たとえば，図 2は 1回目の意向調査の冒頭の設
問であるが，この時点ですでに民間試験の利用が
前提となっており，民間試験を使わないという選
択肢はなかった。
このような動きを知り，筆者は所属大学の学長
に，テスト理論や英語教育など関連分野の研究者
や学会の意見を聞くように国大協に提案してほし
いと申し出た。また，当時の国大協会長であった
山極寿一・京都大学総長にも，研究者集団として
学術的根拠にもとづく判断をしてほしいと直訴す
る文書を送った。残念ながら，どちらにも実効は
なかったが，この時期，全国の国立大学の教職員

の中には，民間試験の利用をめぐる国大協の性急
な動きに対して筆者と同じような不信や不安を抱
いている者が少なくなかったのではないか。
しかしながら，国大協は猛スピードのままで結
論を急ぎ，2018年 3月 30日には民間試験の成
績の具体的な利用法に関するガイドラインを発表
した。その 4日前には文科省が，こちらもきわ
めて性急かつ杜撰な手続きで決定した，共通テス
トの枠内で使われる民間試験を発表しており，国
大協が文科省に歩調を合わせたことは明らかであ
った。
大学の経営者集団として，他の重要案件との兼
ね合いで政治的な妥協をしたのかもしれない。予
算配分への影響を恐れて，国の意向に添うことが
国立大学の利益につながると判断した可能性もあ
る。しかしそれは，一方では国を代表する研究
者・教育者の集団でありながら，科学的な合理性

図 1―各資格・検定試験と CEFRとの対照表
出所：http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/koudai/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/07/09/1418843_004_1.pdf



0907科学国立大学は若者を犠牲にすることに加担するな

を否定し，国立大学に寄せられる信頼を裏切るこ
とでもあった。とりわけ，自らの大学を志願する
受験生に不当な犠牲をしいる決断をした責任は重
い。
新制度導入から 4年間の受験生だけに共通テ

ストの英語試験と民間試験の両方を課すことにつ
いて，かつては文科省の官僚であり当時は国大協
の常務理事を務めていた木谷雅人氏は「Between 
情報サイト」（民間試験の一つである GTECを運営するベネ

ッセの子会社進研アドの広報サイト）で，以下のように述
べている。
「入試における認定試験の活用について十分
な実績，経験のデータがない中，検証してデ
ータをそろえていくうえでもまずは両方を課
す必要があるという判断になった。」
さらに，前出の山極寿一・前国大協会長は

2019年 1月 3日・10日号の『週刊文春』におけ
る池上彰氏との対談の中で次のように述べている。
「民間業者の試験できちんと統一的に測れる
のか，まだ良くわかっていないんです。特に
スピーキングの能力をちゃんと測れるかどう

かは未知数で，実際に試行錯誤を繰り返すこ
とが必要でしょう。」
「混乱が予想されますね。問題は解決してい
ません。」
検証が必要な試験なら受験料をとるべきではな
いし，入試に用いるべきではない。きちんと測れ
るかがわからない試験で若者の将来を左右しては
いけない。混乱が予想されるなら，制度の導入を
中止すべきだ。国大協の幹部が受験生の目に触れ
るメディアでこのように無責任な発信をすること
には驚くしかない。政府主導の入試制度改革に無
理を押してつきあう過程で，入学者選抜の実施主
体は大学であることを忘れてしまったのだろうか。
あるいは，開き直りのようにもとれる発言の裏に
は何か別の意図があるのだろうか。いずれにせよ，
2020～23年度の受験生は新制度のお試しに使わ
れることは明らかである。受験生が可哀想と率直
に思う。

	新制度の主な問題点

国大協が 2017年 6月公表の意見書にあげた問

図 2―国大協が 2017年に行った意向調査より
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題点こそが，その後，関連分野の研究者，教員，
マスメディアなどが繰り返し指摘してきた多種多
様な問題の核心であり，新制度の致命的な欠陥で
ある。
筆者らの分野横断的研究者グループは 2019年

6月に，共通テストへの英語民間試験導入の中止
を求める国会請願を行った。1週間余りの間に全
国から 8000を超える署名が集まり，衆参両院に
提出した。その際，文科省にも同趣旨の要望書を
提出したが，その要望書では新制度の問題点をさ
らに詳しく指摘した。不合理に満ちた制度なので
問題点を列挙せざるをえないが，数がふえるほど
個々の問題が小さく見えてしまう。しかし，どの
問題も本来ならそれ一つで入試制度としては重大
な欠陥と言えるものである。アップデートのため
に修正加筆をしたものを以下に記す。
1．異なる民間試験の成績を比べるために用い
られる「各資格・検定試験と CEFRとの対
照表（以下，CEFRとの対照表）」（図 1）に科学的な
裏づけがない。
（1）テストはそれぞれに測る能力が違うので，
異なるテストの成績を比べて優劣をつける
ことはできない。たとえば，50 m走とマ
ラソンのタイムを比べて走力の優劣を決め
ることができないように，GTECと英検
の成績を比べて英語力の優劣を決めること
はできない。仮に，Xさんは GTECを受
けて A2レベル，Yさんは英検を受けて
A1レベルのスコアを得たとして，Xさん
が Yさんより英語力が高いとは言いきれ
ず，両者が同じ試験（たとえば GTEC）を受け
たら，Yさんが Xさんより良い成績をと
る可能性は十分にある。

（2）CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）が誤用され
ている。
CEFRは多様な国・地域で多様な母語を
もち多様な教育を受けた人たちの第 2
言語能力を大まかに評価するための目安
であり，「国際標準規格」ではない。
CEFRは個々人の能力発達の目安として

開発されたものであり，大勢の受験生の
能力を数値化して比較するために用いる
ものではない。
CEFRは完成しておらず，改善が進んで
いる。今回の英語入試改革で用いられる
CEFRは 2018年に改訂される前の古い
バージョンである。

（3）CEFRとの対照表は，各試験の実施団体
が文科省に申告した当該試験のスコアと
CEFRの 6段階との対応づけをつなぎ合わ
せたものであり，第三者による科学的な検
証を受けていない。
各試験の実施団体が文科省に申告した当
該試験のスコアと CEFRとの対応づけ
を文科省内で検証したとされる「英語の
資格・検定試験と CEFRとの対応関係
に関する作業部会」は，審査される側の
民間試験団体の代表者（5名）と民間試験
の開発や対応づけに携わった研究者（3

名）から成り，客観的かつ科学的な検証
をする資格と能力のある第三者を含んで
いない。
一部の民間試験については，対応づけの
手続きの不備（裏づけとして発表された論文の学
術的欠陥）を多くの専門家が指摘している。

和製の民間試験には共通テストとしての
利用が決まってから仕様を変更したもの
が多く，対応づけの前提となる同一試験
内の等化・標準化（どのレベルのどの回のテス
トを受けても，同じ能力なら同じ成績が返されるよ

うな処理）が十分にできているとは考えが
たい。

（4）スコアのダンピング（テストの易化や対応づけ
の下方修正）が起こる可能性があり , すでに
前兆がある。
良い成績を簡単にとれる試験に受験生が
集中することが予想される中，すでにい
くつかの試験が同じ CEFRのレベルを
より低いスコアでとれるように対応づけ
の修正を行っているが，いずれの修正に
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ついても裏づけが不明瞭である。今後，
受験者獲得競争が過熱するにつれ，スコ
アのダンピングがいっそう激しくなるこ
とが危惧される。

（5）GTEC CBTは 1つの試験で A1レベルか
ら C1レベルまで判定できることになって
いるが，限られた問題数でそれを行うのは
無理がある。このことがかねてより専門家
たちに指摘されているにもかかわらず，あ
らたに TEAPが測定範囲を従来の A2～
C1から A1まで下げることが発表された。
受験者の多いレベルをカバーするための変
更と思われるが，上述のように，文科省に
はこのような変更の妥当性を客観的に検証
するシステムがなく，今後も試験団体の言
いなりの状態が続くことが予想される。

2．大学入試英語成績提供システムの参加要件
が公表ベースである上に，試験の運営が民間
試験団体に丸投げされている。
民間試験の利用はセンターが運営する大学入
試英語成績提供システム（以下，成績提供システ
ム）を介して行われる。共通テストの枠内で
利用される民間試験は，センターが策定した
成績提供システムの参加要件を満たす必要が
ある。しかし，ほとんとの参加要件は必要な
条件を満たしていることを公表することを求
めるものであり，公表内容が事実であるかの
検証は行われていない。また，試験の運営が
各試験団体に丸投げされており，第三者が監
視や監査をする制度はない。その結果，各試
験の内部で何が行われているかはわからず，
以下のような点が懸念される。
（1）採点の質が担保されていない。
どのような資格・資質の採点者が，どの
ような体制で採点を行うのか不透明。
和製の民間試験は受験料が海外の試験の
数 分 の 一（た と え ば IELTS は 2万 5380円，

GTECは 6700円）であり，同水準の質の採
点が行われているとは考えがたい。

（2）トラブルや不正への対応が不透明

作問や採点のミス，機器トラブル，スピ
ーキングの回答音声の回収ミス，受験時
の不正，問題漏えいなどが発生した際の
対応が各試験団体に任されており，共通
テストとしての責任体制が確立されてい
ない。民間試験は営利目的で運営されて
おり，隠蔽の可能性を否定できない。

3．障がい等のある受験生への合理的配慮が不
十分
従来のセンター試験では障がい等に対す
る配慮の統一基準があるが，民間試験に
ついては試験団体によって大きく異なる。
特にスピーキングについては，話すこと
にかかわる障がいに対する配慮が十分に
なされていない。また，医学的には認定
されにくい障がいや社会的に認知されて
いない要因が成績に影響するケースが少
なくないが，配慮が不十分である。

4．受験対策で利益を得る試験団体がある。
民間試験団体の中には，当該試験の受験
対策のための問題集やセミナー，通信教
育などを販売しているところがあり，試
験の公正性維持が危ぶまれる。
入試運営事業と受験対策事業を同一の民
間企業が行うことにより，マッチポンプ
式のビジネス展開が可能になる。たとえ
ば，民間試験団体が受験対策事業の収益
を伸ばすためにテストの仕様を変更した
り，受験者の成績データを当該試験を含
む自社商品の販売促進に利用したりする
ことができるようになる。

5．共通テストに求められる受験機会の均等が
担保されていない。
民間試験の受験料は最低でも 5000円台，
高いものは 2万 5000円を超え，受験申
込にパスポートが必要なものまである。
その上，試験会場が全国に数地区しかな
い試験もあり，都市部と地方とでは選択
肢に大きな差がある。
幼いころから民間試験や受験対策講座な
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どを手軽に受けられる都市部の富裕層に
圧倒的に有利な制度であり，地方の低所
得層からの大学進学がいっそう難しくな
る。
非課税世帯や離島・へき地の受験生の負
担を軽減するための「例外措置」が機能
しない。高 2時に B2（英検準 1級合格程度）

以上の成績を有する生徒は高 3時に民
間試験を受けなくてよいという例外措置
が設けられたが，設定されたレベルが高
すぎて（中学校教員の 30％あまりしか達していな

いレベルであり），負担軽減にならない。
6．高校会場の利用により公正性・公平性が低
下するとともに，高校教員の負担が増す。
最も多くの受験者が見込まれる GTEC
は 2018年 12月までは，受験生の高校
を会場としないと公表していたが，
2019年 5月にその方針を変更し，高校
会場が使われることになった。当該高校
の教員は試験監督をしないことになって
いるが，大学入試としては公正性を欠く
恐れがあり，学外の試験会場で受験する
生徒との不公平も生じる。
高校教員が年に何度も休日出勤をして，
会場設営や生徒の誘導など大学入試にか
かわる責任の重い仕事を請け負うことに
なり，現在進められている「学校におけ
る働き方改革」に逆行する。

7．大学受験が実質的に前倒しになる。
新制度では，高 3時の 4～12月に受験
した 2回分までの成績が 1月に実施さ
れる共通テストの成績と併せて利用され
る。民間試験については，受験者数に応
じて会場等を手配したい試験団体の都合
もあり，受験申込が高 2時の 9月に始
まる。大学によって民間試験の成績の利
用法が異なるため，生徒はこの時期まで
に志望校をある程度絞っておく必要があ
り，その後の志望校変更はこれまでより
難しくなる。

民間試験の受験申込から受験までの手続
きはきわめて複雑であり，生徒だけでは
対応が難しい。そのため，教員や保護者
の支援を得られない生徒は，必要な情報
を必要な時期に得られなかった等の理由
で，当該年度に希望の大学を希望の枠で
受験できなくなる可能性がある。
これまではセンター試験の受験申込の直
前に大学進学を決める生徒もいたが，今
後は英語民間試験を受けていなければ，
当該年度の大学進学への道が狭まる。同
じ理由で，社会人の大学へのアクセスも
これまでより悪くなる。
民間試験の受験は高 3の 4月から始ま
るが，実施日が学校行事やクラブ活動（高
校総体等）と重なることが多い。また，受
験が早期化することにより，高校生活の
クライマックスとも言える高 3の夏ま
での時期を生徒が謳歌できなくなる。

8．制度導入初年度の受験生全員がトラブルな
く受験できる目処が立たず，不安や混乱が広
がっている。
（1）会場の確保が難航している。
制度開始が間近に迫り，最も早い英検の
受験申込が 2019年 9月 18日から始ま
るが，筆者がこの原稿を書いている 9
月 8日の時点で，試験会場と試験日が
すべて確定している民間試験はない。ほ
とんどの試験団体が受験申込の状況を見
ながら会場を確保する態勢であり，すべ
ての受験生が希望の試験を希望の日時・
場所で受けられる目処は立っていない。
先の見通しが立たないので，多くの受験
生が受験申込の早い試験に殺到すること
が予想されるが，受験申込には返金なし
の予約金が必要な試験がある。その結果，
試験団体が受験しなかった受験生の予約
金で稼ぐような事態になりかねない。

（2）情報の周知が遅れている。
場当たり的に設計される複雑な制度の詳
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細が五月雨式に文科省や各民間試験団体
から発表されるため，新制度に関する情
報が受験生や教員，保護者に行き渡って
いない。特に，浪人生，既卒者，専門高
校や進学校以外の高校からの大学進学希
望者が大きな不利益を被る恐れがある。
情報不足との声を受けて文科省は 8月
27日，民間試験活用の関連情報をまと
めた「大学入試英語ポータルサイト」を
開設した。しかし，ばらばらであった情
報が整理されたことによって不確定な部
分が多いことが明らかになり，かえって
不安が高まった。

9．無計画な公教育の市場化に拍車がかかる。
鉄道や水道などの公共インフラと同様に，教
育がなし崩しに市場化されている中で，今回
の大学入試の一部市場化についても，その是
非がまったく議論されていない。本来，大学
入試の市場化はスピーキングテストの導入以
上に重大かつ今後の教育への影響の大きい問
題である。今後，これが共通テスト全体ある
いは英語教育本体の市場化につながる可能性
もある。

10．4技能やスピーキング能力が画期的に向上
するとは考えられない。
今回の改革は入試をテコに教育を変えようと
いう試みであるが，本末転倒であるばかりか，
入試を変えれば英語教育が改善するという理
論的・実証的な証拠はない。それにもかかわ
らず，改革と引き換えに犠牲にするものはあ
まりにも大きい。

	各大学の無責任

2017年 11月，共通テストの英語試験と民間試
験の併用を 2020～23年度の国立大学の入学者選
抜の基本方針と定めた国大協は 2018年 3月には，
民間試験の成績の具体的な利用法のガイドライン
を示した。（1）一定水準以上の民間試験の結果を
出願資格とする，（2）CEFRとの対照表にもとづ
いて民間試験の成績を共通テストの英語試験に加

点する，という 2つの選択肢を示し，（1）（2）の
いずれか，あるいは両方を組み合わせて利用する
というガイドラインであった。国大協はさらに同
年 6月，出願資格とする場合は CEFRの A2レ
ベル以上，加点方式とする場合は英語全体の得点
の 2割以上とするという活用法の参考例を示し
た。こうして国大協は新制度開始に向けた準備を
大急ぎで済ませた。
一方，各国立大学は民間試験の利用法をすんな
りとは決められなかった。大学入試については，
志願者の準備に大きな影響を及ぼす変更がある場
合には，2年程度前に予告・公表するという文科
省が定めたルールがある。しかし，最終的にすべ
ての国立大学が民間試験の利用法を発表したのは，
受験開始が迫った 2019年 7月末であった。加点
法を用いる大学の中には，いまだに配点を発表し
ない大学もある。
各国立大学は国大協の方針と上述のような新制
度の欠陥との間で苦しんだ。この時期には，民間
試験の利用に反対する教員側と国大協の決定を重
視する幹部との間に激しい論争が起こった大学も
少なくなかった。その結果，多くの大学が選んだ
のは国大協の基本方針を骨抜きにすることであっ
た。言いかえれば，国大協の基本方針から大きく
逸脱しない範囲で，民間試験の成績が合否判定に
与える影響をできるだけ小さくし，万一制度が破
綻した場合の被害を最小限にくいとめる方法を考
えたのである。
これは大学にとっては苦肉の策とも言えるが，
受験生にとってはきわめて理不尽な負担を迫る悪
質な判断である。たとえば，民間試験を出願資格
として使う大学には，ほとんど選抜の意味をなさ
ない低いレベルを設定した大学が少なくない。旧
帝大や難関と言われる大学，医学部などは CEFR
の A2レベルを，地方国立大学は A1レベルを出
願資格とするケースが目立った。一方，加点法を
採用する大学では，民間試験の配点が 1次試験
全体の数パーセント程度のところがほとんどであ
る。
たとえば，熊本大学は全学部について A1を出
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願資格としているが，A1とは英検 3級の合格ラ
インより低い能力でももらえるレベルであり，熊
本大学を受験するほとんどの生徒にとっては，民
間試験を受験することが受験資格になっているの
と同然である。さらに，受験生の中には高 3に
なる前によりレベルの高い 2級や準 1級に合格
している者も少なくないはずだが，新制度では高
3時に受験した成績しか認められないので，その
ような生徒もわざわざ 3級を受けるケースが出
てくるだろう。
さらには，岡山大学のように成績を不問としな
がら，受験者全員に民間試験を課す大学もある。
こうなってくると，民間試験の受験料を払うこと
が実質的な出願資格ということになる。一方では，
一般的な高校教育では到底望めない C1レベル以
上だけに加点するにもかかわらず，受験生全員に
民間試験を課す三重大学のような大学もある。
国大協の基本方針を骨抜きにするもう一つの方
法として，民間試験を受けるか，英語力を証明す
る高校からの文書を提出するかを受験生に選ばせ
る大学もある。しかし，併願する大学との兼ね合
いで，結局は民間試験を受けざるをえない生徒が
多い。
このように混乱した状況から判断すると，多数
の教科・科目の中から英語だけを取り出して出願
資格とすることや加点法の配点の根拠などについ
て，各大学が大学としてなすべき慎重な検討をし
たかは疑わしい。そして本来，理で動くべき大学
が自らの大学の志願者に理不尽きわまりない経済
的・時間的・精神的負担を強いる判断をしたこと
が何よりも嘆かわしい。中には，2020年度の英
語民間試験の利用法を予告する文面に以下のよう
な但し書きをつけて，混乱の可能性を示唆したり，
当該年度の受験生の気持ちを慮ることなく，翌年
度以降に向けた抱負を述べたりした大学もある。
「上記の内容は 2020年度において，大学入
学英語成績提供システムが問題なく運用され，
且つ英語認定試験が公正な実施形態で滞りな
く実施されている状態であることを前提とし
ています。それと相違する状態となった場合

には，状況に応じて，救済措置を講じる可能
性があります。」 （静岡大学 2018年 12月 26日発表）

「令和 3年度大学入学共通テストから新たに
導入される英語認定試験については，経済格
差，地域格差等の公平性や英語認定試験実施
主体等の受検体制の整備などこれまで様々な
問題が指摘されています。本学では，令和 4
年度以降の入学者選抜における英語認定試験
の活用方法について，引き続き検討を重ねて
いくこととします。」
 （山梨大学 2019年 7月 29日発表）

このような状況の中で，英語民間試験を一般選抜
の合否判定に一切使わないと決定した国立大学は，
東北大学，北海道大学と筆者が勤務する京都工芸
繊維大学の 3大学である。民間試験を利用しな
いことを予告した文書において，それぞれの大学
が判断の理由を述べているが，つきつめれば，国
大協が 2017年 6月の意見書で指摘した問題が解
決していないからである。言いかえれば，国大協
が 2017年 6月時点の毅然とした態度をそれ以降
も保っていれば，多くの受験生が欠陥入試制度に
巻き込まれることはなかった。国大協および国大
協を構成する各大学の責任が問われる。

大学は正気を取り戻して
「理」「知」を示せ

山極寿一・京都大学総長の後任として 2019年
6月に国大協の会長に就任した永田恭介・筑波大
学学長は，同年 7月 29日付の日本経済新聞朝刊
において，次のように述べている。
「20年度からの入試改革には批判もあるし課
題もある。英語の民間試験も今後の修正の余
地なく，これでやれといわれたら拒否したい。
その程度の信頼度だし，地域間の格差も否定
はしない。ただ，問題点より波及効果の方が
大きい。中学高校で現状レベルの読み書き能
力は維持しつつ，より聞く・話す能力を意識
した英語教育が広まってほしい。中高生には
どこかで 1回，4技能の重要性を意識してほ
しい。そういうメッセージが込められてい
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る。」
前会長と同じく永田会長もまた，新制度に深刻
な欠陥があることを認識しながら，修正すればよ
り良いものが手に入ると言う。より良いものとは
「4技能」であり，その先には国が目指す「グロ
ーバル人材の育成」がある。そして犠牲になるの
は，すでに目の前で悲鳴をあげている数十万人の
受験生。
大学はどうかしてしまっているのではないか。
国の大義のために目の前の若者を犠牲にすること

に加担するのか。
新制度には構造的な欠陥があり修正では太刀打
ちできないことや得るものより失うものの方が圧
倒的に大きいことは専門の研究者たちが論理的・
実証的な根拠にもとづいて訴えてきた。しかし，
文科大臣や文科官僚は抗議や反対の声に耳を貸す
ことなく，「4技能は大事」と繰り返してきた。
こんな流れのときだからこそ，大学にはそろそろ
正気に戻って，「理」や「知」の強さ，優しさを
若い人たちに見せつけてほしい。


