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１  はじめに

　大学入学共通テスト（以下，共通テスト）を前に，出
題方法や傾向を先読みできないことで，教育現場には不
安感が広がっている。しかし，これまでの歩みの足跡と
重心移動がわかれば次の一歩は予測が立つだろう。本稿
では共通テストに向けた試行調査の「現代社会」，大学
入試センター試験（以下，センター試験）および共通第
一次学力試験（以下，共通一次）の分析から導き出され
る授業と定期考査のあり方を論ずることとしたい。
　そこでまず過去の出題形式の分析（共通一次試行テス
ト 2 回分，共通一次 4 年分，センター試験 31 年分，そ
して共通テストの試行調査 2 回分の約 1700 題※１）を
行い，出題の方向性を検討したい。次に，具体的な授業
展開を定期考査の改善案とともに提案したい。

２  出題形式と出典の傾向

 ２-１.出題形式
　まず出題形式に注目して分析を加えてみたい。例えば

「記述しなさい」という問いであれば自らの言葉で表現
する力が問われているといったように，問われている力
がどういうものなのかは出題形式から読み取ることがで
きるだろう。共通テストにつながるセンター試験，そし
て共通一次はどのような問いを受験生に投げかけてきた
のだろうか。
　本稿では，約 1700 題の過去問を対象に，「最も適
当なものを①～④のうちから一つ選べ」という問いを
選○択 ，「最も適当な組み合わせを○つの選択肢の中か
ら一つ選べ」を 組○択 ，そして「適当でないものを○
のうちから一つ選べ」を でない○択 と分類した（図１）。
　共通一次の試行テストではすべて 選○択 問題が出題さ

図１ 　共通一次，センター試験，共通テスト試行調査の出題形式分析

れていた。 でない○択 問題は１題も出題されておらず，
現在でいう「知識・理解」の定着のみをはかるテストを意
図した形式だったことがわかる。各国公立大学が求める
思考力を独自に問うことを目的にした二次試験とのはっき
りとした住み分けが行われていたことがわかるだろう。
　次に共通一次本試験だが，入手することができ
た 4 年分でいえば，共通一次の試行テストに比べて
でない○択 問題が約２% 出題されるようになった。ま

た，ここで初めて出題されるようになった 組○択 問題
とは，文章に引かれた下線 3 箇所のうち誤っているも
のの組み合わせを問う形式のものである。
　31 年間にわたって実施されてきたセンター試験で特
筆すべき特徴は， 組○択 問題が 11.8% にまで，そして
でない○択 が 25.1% にまで割合を増やしていることで

ある。なお，この でない○択 は 1990 年の試験で５択
が１問，６択が２問出題されたが，それ以降はすべて４
択になっている。 でない○択 問題ではより正確な知識・
理解を問おうとしていると考えられる。他方， 組○択

問題は知識・理解をもとに思考力や判断力を問おうとし
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ているといえるだろう。
　では共通テストの試行調査はどうなっているだろう
か。図１ の通り， でない○択 問題の割合が約半減した
ことと，組○択 問題が 44.7% にまで割合を増している。
正確な知識・理解をもとにした思考力や判断力を問う傾
向がますます高まっていることは，こうした出題形式か
ら読み取れるだろう。実際に，試行調査の「問題のねら
い」で示されている「主に問いたい資質・能力」の内訳
からも，この傾向は明らかである。

 ２-２.資料の出典
　次に問題の中で出てくる統計資料について考察してい
きたい。まず，共通一次試行テストおよび本試験では図
表や統計がリード文や問題文に登場したことは１問もな
いことを確認しておきたい。一方，1990 年から 2020
年の 31 回のセンター試験（本試験のみ）と２回の共通
テスト試行調査では 94 の図表や統計資料が提示された。
問題を解くうえでそれらの資料の読解が必須といえる。
また，提示されている図表のうち中央省庁が公表してい
る図表が 66％と大半を占めている。その内訳は内閣府

（21%）を筆頭に，総務省（16.1%），厚生労働省（6.5%）
と続く。ほかにも OECD（2018，2017，2014 年）や
UNDP や IMF による資料も多くみられる。これは著作
権の関係や資料の確かさがより求められるようになった
時代の変化の影響なのかもしれない。

３  対策としての授業・定期考査改善の提案

　ここまでみてきた出題形式の変化と資料読み取り問題
の出典の傾向をふまえ，求められる授業改善について具
体的な事例を交えて論じたい。

 ３-１.資料の読み取りを重視した授業と評価
　今後の資料読み取り問題の傾向を先取りしていると考
えられるのが，筑波大学理工学群・社会工学類の推薦
入試の問題である。例えば 2014 年の 8% 消費増税後の
2015 年 11 月に実施された試験では，「消費増税と格差
拡大」がテーマとなっている。複数の図表から消費増税
時に広がる格差の是正には，軽減税率の導入よりも低所
得者階級への現金給付のほうが効果的だということを導
かせ，数式で証明させる問題が出題されている。図表の
読み取りを行い，政策の是非を分析させる形式の最先端
といえるだろう。なお，2016 年は経済の発展状況と為
替レートから数式で導かれるインバウンド政策の予測，
2017 年は日中の二国間貿易の推移について関数を用い

た予測，2018 年は国土交通省の資料などから空き家率
の社会的背景の読み解き，2019 年はケニアにおける大
統領の出身民族・統治形態と道路開発の関連を問うもの
であった。
　こうした思考力を問う出題に対応する力を身につけさ
せるためには，指導（授業）と評価（定期考査）をより効果
的に組み合わせた授業のあり方が求められていくだろう。
　例えば帝国書院の教科書『高等学校 新現代社会』に
おける「現代社会の諸課題」は社会的事象の多面性を多
角的に考えさせるのに適したテーマが扱われている点
で，授業で扱う題材として適当だろう。12 個のテーマ
のうちからいくつか取りあげてみたい。
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現代社会の
諸課題

消費税率はどこまで引き上げるべきか
～持続可能な財政と望ましい税制を考える～

増え続ける日本の債務残高（借金）

このままではさらなる増税が必要？ 

消費増税が景気に与える影響は？

●論点を確認しよう
　社会保障給付費の増加により，日本の財政は
きわめて厳しい状況にある。その対応として，

消費税率も引き上げられている。しかし，この

借金は依
い

然
ぜん

として多額である。日本の財政を持

続可能なものにしていくためには，増え続ける

社会保障給付費を抑えるとともに，さら

なる増税が必要になると考えられる。

（➡p.137） ➡①

➡②

ステップ２▶▶▶▶▶
考える視点 1

ステップ１▶▶▶▶▶
なぜこの問題を考えるのか

●消費増税が景気に与える影響は？
　消費増税を考えるうえで欠かせないのは，景
気に与える影響である。過去に消費税率を上げ
た際に，景気が悪化したことから，景気が回復

するまでは増税すべきでないという意見もある。

他方で，景気回復のタイミングを待って増税を

する余
よ

裕
ゆう

はないという意見や，増税が将来への

不安をやわらげ，逆に消費にとってよい影響を

もたらすという意見もある。

➡③
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は 1990 年代以降名目GDPが伸び悩んだこともあり，債務
残高（対GDP比）は主要先進国中最悪の水準にある。

8③実質経済成長率の推移〈内閣府資料〉

8②国・地方のプライマリー・バランス（対GDP比）の推移
〈内閣府資料〉　消費税を 10％にして，毎年３％の経済成長を
実現できたとしても，政府がめざしている 2025 年度のプラ
イマリー・バランス（➡p.137）の黒
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　日本の財政は危
き

機
き

的状況で，景気回復を待っ
て増税をする余裕はない。国際社会における日
本の財政への信認が失われれば，円の価値が
大きく下がり，大幅な円安になる。ガソリンな
どの輸入品価格が大きく上がるだろう。 Aさん

　社会保障を持続可能なものにしていくため
には，消費税率の引き上げもやむをえない。
増税で社会保障への不安がやわらげば，消費
にとってよい影響をもたらすのではないか。Bさん

　消費税を過去 2回引き上げた際には，い
ずれも景気が大きく悪化している。景気が回
復するまでは，増税すべきでない。かえって
景気を悪化させてしまうおそれがある。 Cさん

142-143 諸課題.indd   142 2020/10/06   9:05

143第１節　市場経済のしくみ

S
E
T
P

S
E
T
P

　　　　p.134-135 では財政の課題について学習した。少子高齢化により社会保障給付費は増え続けており，歳入
の大部分を国債でまかなう状況が当面続くと考えられる。その対策として消費税率が段階的に引き上げられてきた。
日本の財政問題を解決するためにはどうすればよいか考えてみよう。

NAVI

◀  ◀  ◀  今までの学習と関連させてみよう。

世界各国の消費税率はどうなっている？日本の税収の推移

世界各国の税収構成はどうなっている？ 

・「財務省」ウェブサイト  ・『年次経済財政報告』
・「社会保障と税の一体改革」ウェブサイト

検
けん

索
さく

ステップ３▶▶▶▶▶
考える視点 2

ステップ４▶▶▶▶▶
あなたはどう考える？

●消費税は財源として適切か？
　かりに増税するとして，その財源は消費税が

適切な税であるかどうかという議論もある。消

費税は景気にも左右されにくく，年金生活の高

齢者も負担する税なので適切であるとする意見

がある。他方で，消費税は逆進性があり，低所
得者にとって負担となるだけでなく，家計の可

か

処
しょ

分
ぶん

所得を減少させるので，財源を所得税や相

続税に求める意見もある。

➡④

（➡p.137）

（➡p.117）

●望ましい税負担のあり方
　消費税率をどこまで引き上げるべきかは，今

後の社会保障のあり方とも密接に関連している。

「社会保障を手厚くして消費税率も引き上げな

い」といういいところどりの選択はできない。

望ましい税負担のあり方について考えてみよう。

※国税と地方税の合計
日本 アメリカ イギリス ドイツ フランススウェーデン

資産課税など
（相続税など）

消費課税
（消費税など）

法人所得課税
（法人税など）

個人所得課税
（所得税など）

（2014年，日本は2014年度）
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8④一般会計税収の推移〈財務省資料〉 8⑤世界各国の消費税率〈財務省資料，ほか〉　税率が高い
国の多くは食料品などの税率を低くする軽減税率を導入して
いる。ニュージーランドは，医療や年金の財源がすべて税金
であるために，消費税率が高くなっている。

8⑥税収構成の国際比較〈財務省資料〉　日本は，税収に占
める法人所得課税の割合は 6か国中で最も高いが，消費課税
の割合は低い水準にある。
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フランス 20%
 10％ ：宿泊施設の利用，外食サービスなど
5.5％ ：書籍，食料品など
2.1％ ：新聞，医薬品など

イギリス 20%
5％：家庭用燃料および電力など
0％：食料品，水道水，新聞，書籍，医薬品など

ドイツ 19%
7％：食料品，水道水，新聞，書籍，宿泊施設の

利用など
ニュージーランド 15% 0％：貴金属などごく一部（食料品や医療は対象外）
オーストラリア 10% 0％：食料品，上下水道，医療，教育など

スイス 8%
3.8％：宿泊施設の利用
2.5％：食料品，医薬品，新聞，書籍など

　消費税は景気にも左右されにくく，安定した
財
ざい

源
げん

である。また，所得税と異なり，年金生活
の高齢者も税金を負担するので，世代間の不
公平が生じない。増税するのであれば，消費
税が適切である。 Dさん

　消費税は逆進性があり，低所得者にとって
負担となる。所得税や法人税を増税して，税
の支払い能力がある人に相応の負担を求める
べきである。Eさん

　消費税を増税すれば，家計の可処分所得は
減少し，景気にも悪影響を与える。相続税を
増税すれば，高齢者もお金を使おうとするの
で，景気への影響も少なくてすむはずだ。 Fさん
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　まず，消費税率引き上げに関連する項目である（図２）。
通常，授業では教科書で示されているステップ１～４の
流れに沿って積み上げ型で展開するものだろう。そうし
た授業での学習をふまえたうえで，定期考査では，例え
ば「増税はするべきではない」とする C さんの主張を
展開するために必要な図表を紙面上の６つの図表から１
つ，それでも増税が必要だという人が示すと考えられる
図表を１つ選ばせる組み合わせ問題などが考えられる。
そうすることで，より思考力・判断力を問うことができ，
入試に向けたより実践的な訓練になると考えられる。
　次に成人年齢の引き下げを多角的に考察させる項目を
参考にしてみたい（p.114 ～ 115）。この項目ではさま
ざまな図表を段階的に読解し，最終的に成人年齢の引き
下げに対する賛成・反対を考えるよううながしている。
これを共通テスト的に活用するとすれば，例えば，成人
年齢の引き下げに賛成する立場をとる B さんの主張を
展開するために必要な図表の組み合わせを紙面上の６つ
の図表から２つ選択させ，そのうえでその理由を４択で
選ばせるという問題が考えられるだろう。

図２ 　『高等学校 新現代社会』p.142 〜 143
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　このように，既存の教科書を活用して思考力・判断力
を育成する授業，その定着度合いを問う定期考査を行う
ことが，出題形式・内容面でも共通テスト対策に直結す
るといえるだろう。

 ３-２.共通テストの先へ；新設科目「公共」を見すえて
　ここまで「現代社会」の問題の分析をもとに述べてき
たが，この科目は 2022 年度から「公共」という新科目
になる。科目としてだけでなく，「公共（性）」という概
念自体が注目されているといえるだろう。例えば公共性
に注目した思想家の一人であるアーレントについては，
2019 年のセンター試験の「現代社会」（第 2 問・問 2）
で（正答としての扱いではないものの）他者との対話の
重要性を，2013 年のセンター試験「倫理」（第 1 問・問
8）では彼女の活動概念を問うものが出題されている※２。
今後，共通テストでは 2022 年から始まる「公共」概念
にからめた上記のような問題がより出題されると予想で
きる。また，この「公共」の試験のあり方を視野に入れ
ておくことは，これからの中長期的な進路指導にもつな
がるだろう。そこで紹介したいのが，早稲田大学による
調査報告である。この調査は，文部科学省の委託を受け
た早稲田大学を中心とする複数の大学によって，個別の
大学の地歴科・公民科の入試問題を思考力育成型に変え
る研究である。その成果は 2018 年に公表されている。
　この調査の中で作成された問題をみると，移民受け入
れ賛成派と反対派のそれぞれの論文を読解し，賛成か反
対かのどちらかの立場に立ったうえで意見表明を 400
字程度で行うものなどがある。報告書にはこの出題の意
図として，「（問題案の作成は）すでに習得した知識を試
験においてそのまま「再生」することで解答できる純粋
な知識問題からの脱却を方針として進められてきた」※３

とある。実は，これは既存の「現代社会」の授業や教科
書で対応できるものである。例えば『高等学校 新現代
社会』の p.197 ～ 207「第Ⅲ部　共に生きる社会をめ
ざして」では「日本は外国人労働者の受け入れを拡大し
ていくべきか」をテーマにロールプレイを通して多角的
に思考し，レポートを書く力の育成が紹介されている。
こうした生徒の多様な意見の表明の機会と，教室という
場での共有の時間を設けることがこれからは重要とな
る。さらにいえば，この範囲は「公共」では，学習指導
要領の大項目 C「持続可能な社会づくりの主体となる私
たち」に発展的に引きつがれている。その準備を普段の
授業で行っていくことがスムーズな「公共」への移行を
可能にするだろう。

高等学校学習指導要領の内容
（１）現代世界の特色と諸課題の地理的考察
 ウ　地球的課題の地理的考察

主に問いたい資質・能力
知識・技能 思考力・判断力・表現力

開発目標と地球的課題についての理
解

地理的事象を多面的・多角的に考察
した結果を，理由や根拠に基づいて
まとめることができる。

小問の概要
開発目標とその背景になっている地球的課題との相互関連性について考察する。

 ３-３.SDGsの観点を取り入れた授業と定期考査
　2030 年までに達成すべき 17 の目標と 169 のター
ゲットからなる国際連合の持続可能な開発目標である
SDGs も注目すべき項目の一つである。なぜなら，新科
目「公共」においても，SDGs は「国際貢献」の主要な
学習内容として取りあげられているためである。
　すでに共通テスト試行調査（平成 30 年度）の「地理 A」
においても「持続可能な開発目標（SDGs）」を取りあげ
た参考問題が紹介されている。この問題では SDGs に関
してグループに分かれていくつかの目標について調べると
いう場面設定が示されている。なお，大学入試センターは，
この問題のねらいを次のように発表している（表１）。
　こうした問題に対応するには，どのような授業と定期
考査（評価）を行えばよいのだろうか。ここで，3 年生
320 名を対象として「政治・経済」の授業内で実施した
貿易ゲームおよび，そのふり返りでレポートを作成させ
た筆者の授業実践を紹介したい。貿易ゲームとは，開発
教育の一つとしてよく知られている，貿易のしくみを体
験的に学ぶアクティビティである※４。そしてそのレポー
トを書く前に SDGs を紹介したうえで，「SDGs のゴー
ルを 2 つ選択し，その実現のためにどのようなことが必
要かについて，この貿易ゲームの流れをふまえて 200 字
程度で答えなさい（左の枠内には SDGs のアイコン 2 つ
を転記してください）」というレポートを課した（写真１，

写真２）。
　そして，この授業後の定期考査では試行調査「地理 A」
の問題をそのまま出題した。授業を受けた生徒の正答率
は 95.3% であった。比較のために授業を受けていない
1 年生 40 人に実施した小テストの正答率は 85% であっ
た。体験したからこそ得た SDGs に対する関心と理解
の定着がこの結果の違いにつながったといえるだろう。
SDGs について学べるアクティビティは今後もぜひ積極
的に取り入れていきたい。

 ３-４.具体的な定期考査の提案
　共通テストの試行調査「現代社会」においては，科目
の工夫・改善点として「「持続可能な社会」の実現や「食」
をめぐる社会問題の解決など，現代社会の諸課題の探究

表１ 　SDGs に関する出題のねらい
平成 30 年度共通テスト試行調査（地理Ａ 問題例２ 問５）（大学入試センター資料より作成）
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を題材として問題を出題した」※５とある。 
　こうした題材の参考になると考えられるのが 2022 年
度から始まる「公共」の学習指導要領である。探究学習
を行う大項目 C では，次のことを身につける指導が求
められている。
　「地域の創造，よりよい国家・社会の構築及び平和で安
定した国際社会の形成へ主体的に参画し，共に生きる社
会を築くという観点から課題を見いだし，その課題の解
決に向けて事実を基に協働して考察，構想し，妥当性や
効果，実現可能性などを指標にして，論拠を基に自分の
考えを説明，論述すること」（下線部は筆者）。これらが
身についているかを問うのが共通テストである。そのた
めの問いのあり方が，前述のような過去の共通一次やセ
ンター試験と比較したときに明らかになる特徴であろう。
　ではどのように対策を立てればよいのだろうか。私は
授業で習得したものを問う定期考査のあり方を変えるこ
とを提案したい。同時に，資料の読み取り問題の準備も
重要である。前述のように，共通テストの試行調査でも
図表や資料の引用元は中央省庁のものが主である。普段
から公的機関による統計資料に慣れておくとよい。なお，
こうした資料の引用を中央省庁の発行する資料から行う
傾向は，思考力を問う問題を取り込もうとしている高等
学校の入学者選抜の問題でも同様である。例えば 2020
年の東京都でも財務省，外務省，そして国際連合の資料・
図表から読み取る問題が出題されているし，千葉県でも
前期の入学者選抜で内閣府の資料の読み取りが出題され
ている。高大接続が声高に叫ばれていたが，中高接続に
も目を転じれば大学入試の指導にも生きてくるので個人
的にお勧めしたい。
　以上の 2 点をふまえた定期考査における改善策をま
とめると以下のようになる。

　選択式のみの改善策をここに提示したが，表現力を評
価する論述の問題を加えることも考えられるだろう。し

かし採点の時間的制約の厳しい論述問題の評価は，ワー
クシート上のレポートをルーブリックで評価することを
通して総合的に行っていくことが現実的だろう。

４  さいごに

　本稿で行ってきたように共通テストの問題の傾向をメ
タ視点で分析すると，3+4= □（共通一次的）や□ +
□ =7（センター試験的）の□に入る組み合わせを問う
知識・理解を軸としたものに加えて，3 ■ 4=7 の■に
入るものや，□■ 4=7 の□と■に入るものを問う思考
力・判断力を軸とする傾向があるといえるだろう。思考
力・判断力を問う出題傾向になると考えられる共通テス
トに対応する力を身につけさせるためには，指導（授業）
と評価（定期考査）をより効率的に組み合わせた授業の
あり方が求められるだろう。今回の試案を参考にしてい
ただければ幸いである。

〈参考資料〉
※１：入手することができた 1990 年から 2020 年のセンター試験の「現

代社会」の本試験，および 1993 年以降の同科目の追試験につい
て分析を行った。加えて同科目で 2017 年と 18 年に実施された
２回の共通テストの試行調査についても対象とした。また，共
通一次については「倫理・社会」の 1976 年の実地研究試験と
1977 年の試行テスト（この２つを試行テストとする），および
1979 年から 82 年の本試験を対象として分析を行った。

※２：戦後 75 年を迎え，アーレントが想起されるアイヒマン裁判から
2021 年で 60 年となるこの受験の年に関連し，予想される末尾の
年にスポットライトをあてた作問についても蛇足ではあるがみて
おきたい。例えば 2020 年の 1 月のセンター試験「政治・経済」
の第 1 問はマックス = ウェーバーだったが，それは彼の没後 100
年（スペイン風邪による肺炎が理由といわれている）というタイ
ミングと偶然ではないだろう。2021 年１～２月の入学試験とい
うタイミングを意識して下表のようなできごとを示すことで，生
徒はより生きた知識として学ぶことができるだろう。

　　　表　末尾に「１」がつく年のおもな事象と関連事項
年 おもな事象（ ）内は関連事項

1951 欧州石炭鉄鋼共同体設立条約締結（英EU離脱）
1961 アイヒマン裁判（アーレントの「公共」概念）
1971 環境庁発足（SDGs）
1981 大阪空港訴訟で最高裁判決（環境権と改憲議論）
1991 ソビエト連邦崩壊（プーチンの強権化と東欧情勢）
2001 アメリカ同時多発テロ事件（テロ・地域紛争）

※３：文部科学省ウェブサイト 平成 29 年度「大学入学者選抜改革推
進委託事業　高大接続改革に資する，思考力・判断力・表現力
等を問う新たな入学者選抜（地理歴史科・公民科）における評
価手法の調査研究　成果報告書」（https://www.mext.go.jp/
content/1412875_2.pdf），p.43

※４：貿易ゲームの詳しい実施方法やルーブリック的視点を導入したワー
クシートの開発については筆者が千葉県高等学校教科研究員とし
て平成 29・30 年度にまとめた研究を参照のこと。（「ルーブリッ
ク評価の導入による授業改善の実践—模擬裁判，囚人のジレンマ，
貿易ゲームを通して—」千葉県総合教育センターウェブサイト

（https://ap.ice.or.jp/_wakaba2013/_docs/2019/w19-0009/
w19-0009.pdf）

※ 5：大学入試センターウェブサイト「試験問題等−平成 30 年度試行
調査（プレテスト）の問題作成における主な工夫・改善等につい
て」（https://www.dnc.ac.jp/sp/kyotsu/daigakunyugakukibo
usyagakuryokuhyoka/pre-test_h30.html），p.4

写真２　生徒のレポート写真１　貿易ゲームのようす

考査時間が 50分，出題数を30題とした場合を想定する。
・正しいものを4択の選択肢から選ばせる問題を14題出題する（各3点）。
・複数の用語や資料（内閣府等が発表しているものを利用）の組み合わせ
を答えさせる4択の問題を5題（うち3問は各3点，2問は各4点），
6択のものを4題，8択のものを4題出題する（ともに各 4点）。

・「適当でない」ものを選ばせる4択の問題を3題出題する（各 3点）。


