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例文3. 次は、2020年度から予定していた大学入試の英語の民間による試験制度が

2024年度へ見送りが決まった記事です。 

Introduction of private English tests for Japan univ. entrance to be 

postponed: minister 

The introduction of private English tests for university entrance exams will 

be postponed, Education, Culture, Sports, Science and Technology Minister 

Koichi Hagiuda announced at a press conference Nov. 1.  

The tests, held in lieu of the National Center Test for University Admissions 

currently administered by an independent administrative agency, were to be 

adopted starting with the 2020 academic year, but will now be reviewed 

completely, including whether private English tests will be used. Hagiuda said 

the ministry would aim to adopt a new system in the 2024 academic year.  

The National Center for University Entrance Examinations was set to begin to 

accept applications for the issuance of common IDs necessary to sit the private 

English exams, on Nov. 1 but this has now been suspended.  

Hagiuda's announcement, which followed a Cabinet meeting on Nov. 1, came on 

the heels of a remark he made on a television program Oct. 24, in which he 

said, "people should choose to compete for university places in accordance 

with their standing," despite it being pointed out that the test-taking scheme 

created economic and regional disparities. 

 

語句：(見出し）Introduction 導入、private English tests 民間英語試験、univ. 

(university) 大学、entrance 入学、to be postponed 延期へ、: minister 大臣

発表 

 (リード) exams 試験、Education, Culture, Sports, Science and Technology 文

部科学省、Minister 大臣、announced 発表した、press conference 記者会見、Nov. 

11月 

(第2パラグラフ）held 行われた、in lieu of ～の代わりに、National Center Test 

for University Admissions 大学入試センター試験、currently 現在のところ、

administered 運営された、independent 独立した、administrative agency 行政

機関、be adopted 導入される、starting with ～から始める、academic year 学

年度、be reviewed 見直される、completely 全面的に、including ～を含め、

whether ～かどうか、be used 実施される、aim to ～をしようと狙って、new system 

新制度 

(第3パラグラフ）was set to ～をすることになっていた、begin to ～を始める、

accept 受理する、applications 願書、issuance 発行、common IDs 公の身分証明
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書、necessary to ～に必要な、sit テストを受ける、suspended 延期された 

(第４パラグラフ）followed 続いて、Cabinet meeting 閣議、on the heels of ～

のすぐ後に続いて、remark 発言、television program テレビ番組、Oct. 10月、

choose 選ぶ、compete 立ち向かう、in accordance with ～に従って、standing 立

場、despite ～にもかかわらず、being pointed out 指摘されていた、test-taking 

scheme 試験を受けるときの配置、created 作られた、economic 経済的、regional 

地域的に、disparities 格差  

 

試訳：(見出し）大学入試の英語民間試験導入、見送りと文科相 

(リード) 大学への入試英語民間試験の導入時期を延期にすると、11月1日の記者会

見で萩生田光一文部科学大臣が発表した。 

(第2パラグラフ）試験は、現行大学入試センターの代わりに独立の行政機関で運営

されているが、2020年度に導入を始めることになっていた。しかし現在、英語民間

試験が実施されるかどうかも含めて抜本的見直しになる。文科省は2024年度に向け

新制度を導入することを目指していると、萩生田文部科学大臣は述べた。 

(第3パラグラフ）大学入試センターは英語民間試験を受けるために必要な通常身分

証の発行の願書を11月1日に受け付ける予定だったが、現在これが延期になった。 

(第４パラグラフ）11月1日の閣議の後の萩生田大臣による発表は、10月24日のテレ

ビ番組での発言のすぐ後で出てきたもので、その番組で大臣が「皆さんはそれぞれ

の身の丈に合わせて大学を選び頑張るべき」と言ったが、受験制の配置が経済的や

また地域的な格差があることがすでに指摘されていた。 

  


