令和 7 年度以降の大学入学共通テストの試作問題に関する調査モニター

募集要項
令和 ４ 年 ８ 月 29 日
独立行政法人 大学入試センター
大学入試センターでは、平成 30 年度告示高等学校学習指導要領に対応した令和７年度以
降の大学入学共通テストの試作問題に関する調査を行うため、誠実に試験に臨んでくださるモ
ニターを募集します。
募集期間：令和４年８月 29 日（月）13:00～９月 20 日（火）17:00
※ 応募状況によって、早期に募集を締め切らせていただく場合があります。

記
１．募集人員
【 情報コース 】 1,000 名
【 ３教科コース 】 500 名
２．モニター調査の内容
① 試作問題の解答
事前に大学入試センターから送付される試作問題を、調査当日に自宅等で解答する（大
学入試センターが試験監督を行うため、調査当日は Web 会議システム「Zoom」に接続した
状態で解答すること。）。試験終了後、解答用紙を大学入試センターに返送する。
【 情報コース 】以下の２科目を解答してもらいます。
・ 『情報Ⅰ』
・ 『旧情報（仮）』
【 ３教科コース 】以下の２科目を解答してもらいます。
・ 『国語』
・ 『地理総合』、『歴史総合』、『公共』のうち１科目
※次ページの URL 及び QR コードは、令和３年３月に大学入試センターが公表した「地理
総合」「歴史総合」「公共」「情報Ⅰ」のサンプル問題です。今回の試作問題とは異なりま
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すが、イメージとして参考にしてください。
【参考】サンプル問題（地理総合、歴史総合、公共、情報Ⅰ）
〇大学入試センターHP「令和７年度以降の試験に向けた検討について」
URL https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r7ikou.html

② 自宅等での Web アンケートへの回答
３．募集要件（以下の各コースの条件を全て満たすこと。）
【 情報コース 】
① 日本国内の国公私立大学の１年生又は２年生であること。
② 令和３年度大学入学共通テスト又は令和４年度大学入学共通テストを受験した経験が
あること（科目は問わない）。
③ 受験した大学入学共通テストの得点を申告できること（自己採点結果でも可）。
④ これまでにプログラミングの基礎を学んだことがあること。
（例） 高等学校で「情報の科学」を履修した。
大学でプログラミングに関する授業を受講した、または受講している。
⑤ Web 会議システム「Zoom」で行われるミーティングに、接続が安定した状態で参加でき
る環境が用意できること。また，調査中は，「Zoom」のカメラ機能を常時オンの状態にでき
ること。
※ 専用ソフトウェアやブラウザ版などの、ミーティングへの参加の方法は問わない。
※ 参加に用いる端末は、試験監督者からの画面共有、音声等での指示が伝わるのに十分な画面
の大きさ、オーディオ環境等を有していれば、その種類は問わない。

【 ３教科コース 】
① 日本国内の国公私立大学の１年生又は２年生であること。
② 令和３年度大学入学共通テスト又は令和４年度大学入学共通テストで以下の科目を受
験した経験があること。
・ 『国語』
・ 『世界史Ａ』『世界史Ｂ』『日本史Ａ』『日本史Ｂ』『地理Ａ』『地理Ｂ』『現代社会』『倫理』
『政治・経済』『倫理、政治・経済』から１科目以上
③ 受験した大学入学共通テストの得点を申告できること（自己採点結果でも可）。
④ Web 会議システム「Zoom」で行われるミーティングに、接続が安定した状態で参加でき
る環境が用意できること。また，調査中は，「Zoom」のカメラ機能を常時オンの状態にでき
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ること。
※ 専用ソフトウェアやブラウザ版などの、ミーティングへの参加の方法は問わない。
※ 参加に用いる端末は、試験監督者からの画面共有、音声等での指示が伝わるのに十分な画面
の大きさ、オーディオ環境等を有していれば、その種類は問わない。

４．調査実施日
令和４年 11 月 10 日（木）、11 日（金）、12 日（土）のうちいずれか１日間
※ 申し込みの際に、調査実施日を第２希望まで登録いただきます。
実際の調査実施日は、モニター参加の可否を連絡する際に、併せてお知らせします。
５．調査当日のスケジュール（予定）
当日は、大学入試センターが定める入室時間に Zoom の指定されたブースに入室していた
だき、アンケート回答が終了するまで Zoom に接続した状態で調査に参加いただきます。その
後の当日の詳細な流れは、追って「受験上の注意」などで告知いたします。
なお、以下の入室時間および調査時間は確定ではありません。後日、モニター参加者に受
験票とともにお送りする「受験上の注意」を必ずご確認ください。
（1） 令和４年 11 月 10 日（木）、11 日（金）のスケジュール（２日間共通）
【 情報コース 】
時間

事項

17：30～17：50

入室時間

17：50～18：10

冒頭説明（20 分）

18：10～18：20

事前説明、問題冊子の開封（10 分)

18：20～19：20

『情報Ⅰ』試作問題の解答(60 分)

19：20～19：25

答案等の封入（5 分）

19：25～19：45

休憩(20 分)

19：45～19：55

事前説明、問題冊子の開封（10 分)

19：55～20：40

『旧情報（仮）』試作問題の解答(45 分)

20：40～20：45

答案等の封入（5 分）

20：45～20：50

事後説明（5 分）

20：50～21：20

アンケート回答（必須）、提出後退室
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【 ３教科コース 】
時間

事項

17：50～18：10

入室時間

18：10～18：30

冒頭説明（20 分）

18：30～18：40

事前説明、問題冊子の開封（10 分)

18：40～19：10

『国語』試作問題の解答(30 分)

19：10～19：15

答案等の封入（5 分）

19：15～19：35

～休憩(20 分)～

19：35～19：45

事前説明、問題冊子の開封（10 分)

19：45～20：15

『地理総合、歴史総合、公共』試作問題の
解答(30 分)

20：15～20：20

答案等の封入（5 分）

20：20～20：25

事後説明（5 分）

20：25～20：55

アンケート回答（必須）、提出後退室

(2) 令和４年 11 月 12 日（土）のスケジュール
【 情報コース 】
時間

事項

13：10～13：30

入室時間

13：30～13：50

冒頭説明（20 分）

13：50～14：00

事前説明、問題冊子の開封（10 分)

14：00～15：00

『情報Ⅰ』試作問題の解答(60 分)

15：00～15：05

答案等の封入（5 分）

15：05～15：25

～休憩(20 分)～

15：25～15：35

事前説明、問題冊子の開封（10 分)

15：35～16：20

『旧情報（仮）』試作問題の解答(45 分)

16：20～16：25

答案等の封入（5 分）

16：25～16：30

事後説明（5 分）

16：30～17：00

アンケート回答（必須）、提出後退室

【 ３教科コース 】
時間

事項

13：30～13：50

入室時間

13：50～14：10

冒頭説明（20 分）

14：10～14：20

事前説明、問題冊子の開封（10 分)
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14：20～14：50

『国語』試作問題の解答(30 分)

14：50～14：55

答案等の封入（5 分）

14：55～15：15

～休憩(20 分)～

15：15～15：25

事前説明、問題冊子の開封（10 分)

15：25～15：55

『地理総合、歴史総合、公共』試作問題の
解答(30 分)

15：55～16：00

答案等の封入（5 分）

16：00～16：05

事後説明（5 分）

16：05～16：35

アンケート回答（必須）、提出後退室

６．受験上の留意事項
① 全てのコースにおいて、受験票に記載された科目を必ず全て解答していただきます。ま
た、全てのコースにおいて、受験終了後に、オンラインフォームを用いた Web アンケートに
必ず回答していただきます。これらの要件を満たさない場合、謝金の支払の対象とはいた
しません。
② 全てのコースにおいて、調査当日と同じ接続環境で Zoom の事前接続テストに参加して
いただきます。令和４年 11 月１日（火）、４日（金）、７日（月）のうち希望する１日に必ず参加
してください（いずれも 18:00 から 15 分程度行う予定。）。いずれの日程も都合がつかない
受験者は、別途大学入試センターと調整のうえ、個別に事前接続テストを行います。
③ 【 ３教科コース 】において、『地理総合、歴史総合、公共』試作問題については、「地理
総合」「歴史総合」「公共」 の３題から、解答する１題を大学入試センターが指定します。
７．謝金
■支払い予定時期：令和４年１２月中
謝金は、コースによって異なります。下記コース別謝金表をご覧ください。なお、自宅等か
らの受験となりますので、交通費は支給されません。
本謝金は課税対象のため、所得税を差し引いた金額を口座振込しますのでご了承くださ
い。徴収された所得税は原則、1 年間の収入額によりますが、翌年に確定申告を行うことで一
部または全額が還付されます。
なお、謝金のお支払いは、応募するコースの全時間帯の調査に出席し、誠実な態度で指
定された全科目を解答、かつ、Web アンケートに回答した場合に限ります。原則、この要件を
満たさない場合、謝金をお支払いすることはできません。また、調査参加態度に著しい問題
があるとみなされる者に対しては、調査への参加および謝金の支払いを拒否する場合がある
ことを、あらかじめご承知おきください。
ただし、調査中にやむを得ず解答することが困難となるような事態が発生した場合には、速
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やかに大学入試センターまでご連絡ください。（詳細は、後日受験票とともにお送りする
「受験上の注意」を、ご確認ください。）
コース別謝金表
コース

謝金
（所得税徴収前）

口座振込される金額
（所得税徴収後）

【 情報コース 】

8,000 円

6,880 円

【 ３教科コース 】

6,000 円

5,530 円

８．受験者ご自身で準備いただく物
・黒鉛筆又はシャープペンシル
・プラスチック製の消しゴム
・Web 会議システム「Zoom」で行われるミーティングに接続するための端末（例：デスクトップ型
パソコン、ノートパソコン、タブレット型パソコン、スマートフォンなど）
・Web 会議システム「Zoom」で行われるミーティングに接続が安定した状態で参加できる通信
環境（例：有線 LAN、Wi-Fi、LTE（４G など））
詳細は、受験者に後日お送りする「受験上の注意」でご確認ください。
９．モニターの決定
① 応募者多数の場合は、応募時にいただいた情報（大学入学共通テストの受験科目、学
修・履修要件、居住地等）を踏まえて、大学入試センターで総合的に勘案し、参加いただく
方を決定いたします。
② モニター参加の可否については、9 月下旬頃に monitor@cen.dnc.ac.jp より登録されたア
ドレスに送信いたします。迷惑メールの受信拒否設定をされている方は、同アドレスからの
メールを受信できるように設定してください。10 月 4 日（火）になってもメールが届かない場
合は、下記の「大学入試センター 試作問題モニター調査担当」までお問い合わせくださ
い。
③ モニターに決定された方には、10 月下旬までに受験票等を郵送します。なお、モニター
参加決定後、やむを得ない事情で調査への参加を取り消したい場合には、下記の「大学
入試センター 試作問題モニター調査担当」まで申し出てください。その際、交代者をご推
薦いただける場合は、併せて申し出てください。
１０．その他留意事項
① モニター調査実施上の詳細な説明は、調査当日に行います。
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② 試験問題作成に係る調査研究のため、当日は Zoom 上での録音・録画を行います。
③ Zoom に接続する際や Web アンケートに回答いただく際に発生する通信料は各自のご負
担となります。
④ 後日受験票とともにお送りする「受験上の注意」を、必ずご確認ください。10 月 27 日（木）
までに受験票等がお手元に届かないときには、下記の「大学入試センター 試作問題モニ
ター調査担当」までご連絡ください。
⑤ 謝金振込のための銀行口座は本人名義のものに限ります。10 月上旬頃までに口座情報
をご提出いただきますので、お早めにご準備をお願いいたします。
⑥ お申し込みいただいた方の氏名、住所等の個人情報は、本調査の実施に関わる用途以
外には使用しませんが、本調査で収集する試作問題の解答内容やアンケートへの回答内
容は、個人が特定できないように処理した上で、本調査の結果の分析に当たって資料とし
て利用します。

ご不明な点がございましたら、下記の「大学入試センター 試作問題モニター調査担当」まで
お問い合わせください。
※試作問題モニター募集に関する照会先
独立行政法人大学入試センター 試作問題モニター調査担当
〒153-8501 東京都目黒区駒場 2-19-23
TEL 03（5478）1366,1360（直通）
E-mail monitor@cen.dnc.ac.jp
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