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国立大学入学者選抜制度への
「情報」の追加について
中山泰一

電気通信大学

高等学校情報科と情報入試のながれ
2018 年 3 月 30 日，2022 年度から高等学校で実

そ し て，2021 年 7 月 30 日 に 文 部 科 学 省 は，
2025 年の大学入学共通テストから「情報」を出題教
科として，「情報Ⅰ」をその科目とすることを決定

施される新学習指導要領が告示された．情報科は，

した（表 -1）．それまでの経緯は文献 1），2），3）を，

情報の科学的な理解に重点を置き，「情報Ⅰ」を必

また，大学入試センターが同年 3 月 24 日に公表し

履修科目とした上で，その発展的内容を扱う「情報

た「情報」のサンプル問題は文献 4）を参照されたい．

Ⅱ」を選択科目として設置することになった．内容

さらに，文部科学省は同年 9 月 29 日に，
「情報Ⅰ」

は，次のとおりである．

を独立した時間帯に 60 分で行うことと，2025 年

●情報Ⅰ
（必履修科目，2 単位）

の大学入学共通テストでは既卒者のために旧学習

（1）
情報社会の問題解決

指導要領（2009 年 3 月告示，情報科は「情報の科学」

（2）
コミュニケーションと情報デザイン

と「社会と情報」の選択必履修）に対応した経過措置

（3）
コンピュータとプログラミング

問題を出題することを決定している

4）

．

（4）
情報通信ネットワークとデータの活用
●情報Ⅱ
（選択科目，2 単位）

国大協による「6 教科 8 科目」の原則の検討

（1）
情報社会の進展と情報技術
（2）
コミュニケーションとコンテンツ

現在，国立大学協会（国大協）で，2025 年に実施

（3）
情報とデータサイエンス

する入学者選抜制度が議論されている．これまで，

（4）
情報システムとプログラミング

国立大学は一般選抜においては，第一次試験として

（5）
情報と情報技術を活用した問題発見・解決の探究

大学入学共通テスト（原則 5 教科 7 科目）を課して

表 -1

令和７年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施大綱において定める出題教科・科目

教科

グループ

国語

『地理総合，地理探究』，『歴史総合，日本史探究』，『歴史総合，世界史探究』，『地理総合，歴史総合，公共』

地理歴史

『公共，倫理』，『公共，政治・経済』，『地理総合，歴史総合，公共』（再掲）

公民
数学
理科
外国語
情報

出題科目
『国語』

①

『数学Ⅰ，数学Ａ』，『数学Ⅰ』

②

『数学Ⅱ，数学Ｂ，数学Ｃ』
『物理基礎，化学基礎，生物基礎，地学基礎』
『物理』，『化学』，『生物』，『地学』
『英語』，『ドイツ語』，『フランス語』，『中国語』，『韓国語』
『情報Ⅰ』
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きた．これに「情報」を加えた「6 教科 8 科目」を原則

過措置についての意見では，（1）経過措置問題の出

とすることが検討されている．高等学校新学習指導

題，（2）得点調整の実施，（3）現在の高校生への周

要領で 2022 年度から「情報Ⅰ」が必履修科目となる

知を求めている（図 -1）
．これに対し，大学入試セ

こと，2018 年 5 月 17 日に開催された第 16 回未来

ンターは 2021 年 12 月 17 日に「情報」の出題方法の

投資会議で「大学入試においても，国語，数学，英

詳細（図 -2）を公表するともに，「情報 I」と「旧情報

語のような基礎的な科目として，情報科目を追加，
文系，理系を問わず理数の学習を促していく」とさ
れたことが背景にあると考えられる．

4）

（仮）」の間で得点調整を行うと公表している ．
デジタル社会を生きる生徒には，文系，理系を問
わず，大学入学時点で情報活用能力を身に付けてい

「情報」を加えた「6 教科 8 科目」の原則が検討され

ることが求められる．国立大学の入試科目に「情報」

ていることは，2021 年 11 月 12 日開催の国大協総

が加わることの意義は大きいと筆者は考えている．

会後の記者会見で示されており，2022 年 1 月 28 日
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開催予定の国大協総会で審議される予定とのことで
ある．本稿の掲載は，その審議の前であり，予断
を許さない状況ではあるが，筆者は「情報」を加え
た「6 教科 8 科目」の原則が決定されることを強く
願うとともに，その願いが叶うと信じている．
国大協入試委員会が大学入試センターに宛てた経
以下の条件を満たした上で実施される場合には，
「適当である」
と考えられる．
1．旧教育課程
「情報」に対応した経過措置問題（以
下，
『旧情報』）については，旧教育課程にお
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ける教科「情報」の選択科目である，「社会と
情報」
「情報の科学」いずれの履修者も回答で
きるような問題内容，あるいは選択問題の設

新教育課程（平成 30 年 3 月告示の高等学校学習

定が行われること．

指導要領に基づく教育課程）に対応した『情報Ⅰ』

2．
『旧情報』と『情報Ⅰ』との間で難易度に差が出

とは別に，現行の教育課程（平成 21 年 3 月告示

ないような作問がなされること．なお，『旧

の高等学校学習指導要領に基づく教育課程）の「社

情報』と『情報Ⅰ』で一定の平均点差が生じた

会と情報」及び「情報の科学」の内容を出題範囲と

場合には，得点調整が実施されること．

する経過措置科目『旧情報（仮）』を出題する．

3．現在旧教育課程を履修している高校生に対し

なお，
『旧情報（仮）』では，高等学校等において「社

て，令和 7 年度入試においては，現在大学共

会と情報」，「情報の科学」のいずれの科目を履修

通テストで出題されていない『旧情報』および

していても不利益が生じないよう，両科目の共通

『情報Ⅰ』が出題されることについて，十分な

部分に対応した必答問題に加え，「社会と情報」に
対応した問題及び「情報の科学」に対応した問題を

説明がなされること．
図 -1 国大協入試委員会が大学入試センターに宛てた経過措置に
ついての意見（第 7 回大学入学者選抜協議会（2021 年 9 月 13 日開
催）の配布資料（参考資料 4「『情報Ⅰ』の経過措置についての関係
5）
団体からの意見」）からの抜粋）

出題し，選択解答させる．
図 -2 令和 7 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト「情
4）
報」の出題方法について
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