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optional の動きはこれまで中堅以下の大学にお

いて多く見られましたが、新型コロナウイルス

の感染拡大がエリート大学にもこの動きを促し

ました。

✔ Higher Ed Dive, “Elite colleges are extending their 
test-optional policies” （2021.1.29）

米国巨大州の動き
　コロラド州では、2021 年度入学については

SAT や ACT の点数提示が特例措置として任意

となりましたが、現在、この措置を恒久化する

法律の制定が検討されています。コロラド州は、

立法府が州立大学の大学入試に関わる決定権を

有する、数少ない州のうちの一つです。

　オレゴン州では、7つの州立大学が 2020 年 3

月時点で既に、SAT や ACT の点数提示を 2021

年度入学以降恒久的に任意とすると発表してい

ます。

　全米の大学の判断に大きな影響を及ぼすカリ

フォルニア大学は、入学判定における標準テス

トの点数利用を違法と主張する市民団体からの

訴訟に押される形で、2020 年 5 月、2021 年度

SAT/ACTの点数提示任意化の拡大
　National Center for Fair and Open Testing と

いう、大学の入学出願における標準テストの点

数提示の要求をトラッキングしているセンター

の発表によると、2021 年度入学において少なく

とも 1,680 校が SAT や ACT の点数提示を任意

（test optional）としました。2022年度入学にお

いては 1,200校が test optional となることが既

に確実視されています。

　新型コロナウイルス感染拡大以前から、test 

optional の動きはありました。その後、パンデ

ミックにより標準テストの試験実施が頻繁に

キャンセルされたため、test optional に踏み切

る大学が急増しました。また、感染拡大が収ま

らないことから、この特例措置を 2022年度入学

にまで延長、あるいは新規に導入する大学が増

えたとみられます。

　この特例措置の延長を宣言した大学には、ハー

バード大学やコーネル大学、コロンビア大学、

ボストン大学、ウィリアムズカレッジなどのエ

リート大学が含まれます。ペンシルバニア大学

は新たに test optional に踏み切りました。test 
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コロナ下の米国の大学
―大学出願における標準テストの利用縮小―
―出願者数伸びるも大学進学率大幅減―

海外高等教育事情 第33回

Topic 1　大学出願における標準テストの利用縮小
　本誌 2020年 7月号で、米国の大学の入学願書における標準テスト SAT（Scholastic Assess-

ment Test）や ACT（The American College Testing Program）の点数提示を任意（test option-

al）とする動きがあるとご紹介しました。その動きがコロナ下でさらに加速しているようです。



 MAR 2021 49 MAR 202148

入学の学生から 5年間かけて段階的に、標準テ

ストの点数提示を取りやめると発表しました。

2021 年度と 2022 年度についてはキャンパスご

との判断としており、2021 年度入学については

10分校のうち 3分校が test optional とする判断

をしていました。

　しかしその後、カリフォルニア州の上位裁判

所は 2020 年 8月、そして州控訴裁判所は同年

10月に、標準テストの点数を入学判定に利用し

てはならないとの判決をカリフォルニア大学に

対して下しました。カリフォルニア大学は、10

分校の各キャンパスが入学判断の自由を持つべ

きと、この判決に不服を示し、上訴も含めた対

応方策を検討するとしています。しかし、大

きな流れとしてはカリフォルニア大学も test 

optional に向かっています。

　このように、米国の大きな州において SAT や

ACT の点数提示の任意化の流れが鮮明となって

おり、これは全米の大学にも大きな影響を与え

ると見込まれています。一方、フロリダ州だけ

は、コロナ下にもかかわらず、標準テストの点

数提示を任意化しないとの判断を示しており、

標準テストの試験実施がコロナ下で不安定な中、

同州の入学志願者は多大なストレスに晒されて

います。

✔ Higher Ed Dive, “Bill would make Colorado’ s 
test-optional policies permanent” （2021.1.22）

✔ Oregon State University, “All Oregon public univer-
sities to no longer require standardized admissions 
tests” （2020.3.25）

✔ Higher Ed Dive, “U of California can’ t consider 
SAT, ACT, appeals court rules” （2020.10.30）

✔ Tampa Bay Times, “Florida universities won’ t 
waive SAT/ACT requirement despite pandemic” 

（2020.10.15）

カリフォルニア大学はSAT/ACTの
代替を見つけられるか？

　カリフォルニア大学は 2020 年 5月、標準テ

ストの点数提示を段階的に廃止するとともに、

2025年度入学の入学判定から SAT や ACT に代

わる新テストを導入する可能性を検討し、それ

までに新テストが開発できなければ、こうした

標準テストを入学判定から完全に排除すると発

表していました。

　2020 年 12 月、同大学のフィージビリティス

タディ委員会が、カリフォルニア大学長の諮問

に対する回答を発表しました。回答はまず、新

たなテストを 2025年度入学に間に合わせて開発

することは現実的ではないとの判断を示しまし

た。その上で、カリフォルニア州の中等教育に

おいて現在利用されている Smarter Balanced 

test の利用可能性を示唆しました。同テストは、

カリフォルニア州の中等教育のカリキュラム

Common Core に沿ったテストで、高次の思考

力などを測ります。

　一方、Smarter Balanced test の点数提示を入

学出願の必須要件とすると、SAT と ACT の時

と同様、このテストに向けて激烈な競争が高校

生の間で起きるため（become high stakes test）、

他の学力テストの点数提示と並行して用いるな

ど、慎重に判断すべきとしています。また、私

立の学校やホームスクーリングの生徒たちが不

利とならないよう、さらに検討すべきとしてい

ます。

　カリフォルニア大学理事会（UC regents）は、

この報告を受けてさらに検討する予定です。カ

リフォルニア大学の判断は、全米の大学に影響

を及ぼすとみられています。

✔ Higher Ed Dive, “U of California groups recom-
mend Smarter Balanced test to replace SAT, ACT” 
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（2021.1.13）
✔ 船守美穂「コロナ下の米国の大学―標準テスト

SAT と ACT の壊滅か？」（本誌 2020 年 7 月号）

カレッジボード、SATの科目別テストと
エッセイの取りやめを発表

　一方、SAT の運営主体であるカレッジボー

ドは 2021 年 1月、SAT の「科目別テスト」と

「エッセイ（小論文）」の試験実施を取りやめる

と発表しました。両試験は、SAT 本体の「SAT 

Reasoning Test」に比べて利用する大学が減少

しており、カレッジボードは両テストの取りや

めの理由として、運営する複数の試験の簡素化

を挙げています。その上でカレッジボードは、「よ

り柔軟な SAT」を開発するとしています。新し

く開発される SAT はデジタルに提供され、高等

教育機関や高校生のニーズを柔軟に反映すると

していますが、詳しいことは明らかにされてい

ません。なお、廃止される試験の受験を申し込

んでいた者には、受験料が返金されます。

　SAT の科目別テストはこれまで、英語、歴

史・社会学、数学、自然科学、語学の 5分野で

提供され、エリート大学の入学判断において用

いられることが一般的でした。しかし、これら

科目別テストの受験費用が低所得層等の志願者

に不利に働くことから、2010 年前後から SAT

の科目別テストの点数提示を任意、もしくは取

りやめるエリート大学が拡大しました。この中

には、ハーバード大学やカーネギーメロン大学

なども含まれます。このため、SAT 本体（SAT 

Reasoning Test）を受験する高校生は約180万

人に上るのに対して、SAT の科目別テストを受

験する高校生は 21.9 万人に留まります（2017

年データ）。

　SAT のエッセイも同様に、ごく少数のエリー

ト大学においてのみ点数提示が要求されていま

したが、2018 年 3 月にハーバード大学が SAT

エッセイを入学判定の対象外とすると発表して

以降、多くのエリート大学がこの点数提示を要

求しなくなっています。エッセイの取りやめに

ついては、低所得層等の志願者の受験機会の平

等性の観点と同時に、これらエッセイが大学入

学志望者の学力を測る指標として適切でないと

いう批判が背景にあります。

　SAT の科目別テストも、エッセイも、点数提

示を見送る大学が以前から拡大していたところ

に、コロナ禍により最後の一撃を受けた形です。

パンデミックにより試験会場の手配がつかず、

SAT 試験の多くが中止されました。予告無しに

中止となった試験もあったため、カレッジボー

ドは多くの批判を浴びました。さらに、標準テ

ストの試験実施が僅少もしくは不安定であった

ため、多くの大学がコロナ下の特例措置として、

2021年度入学における SAT や ACT などの標準

テストの点数提示見送りの判断をしました。

　なお、カレッジボードの主力事業である SAT 

Reasoning Test と Advanced Placement Course

（AP コース）は引き続き提供される予定です。

SAT Reasoning Test は、読解、作文と言語、数

学（電卓使用不可／電卓使用可）から構成され

ており、ACT と並んで多くの大学の入学判断に

用いられています。

　AP コースは、米国の高校生が大学レベルの科

目と試験を在籍する高校で受けられるようにす

るものです。ここで得た単位は、大学の判断に

より大学の単位として振り替えることが可能で

あるほか、試験の点数は大学入学判断の参考指

標とすることが一般化しています。しかし、こ

の AP コースも点取り競争の一因となっている

ことから、2018 年にはワシントン DC の 8つの
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エリート私立高校が実施の取りやめを発表して

います。

　SAT の競争相手である ACT は今のところ、

標準テストの実施変更の意図は表明していませ

ん。

✔ Higher Ed Dive, “College Board drops SAT subject 
tests, essay” （2020.10.30）

✔ Inside Higher Ed, “College Board Kills Subject Tests 
and SAT Essay” (2021.1.20)

✔ miho チャネル「大学入学判定において、SAT/
ACT エッセイの要求を取りやめるエリート大学、
続々」 (2018.6.26)

✔船守美穂「ワシントン DC の 8 つのエリート私立
高校、AP コース取りやめを発表」 （本誌 2018 年
7 月号）

所　感
　コロナ以前からあった「入学願書における標
準テストの点数提示を任意（test optional）」と
する流れが、パンデミックにより米国の大多数
の大学に拡がり、そのまま固定化しそうですね。
カリフォルニア大学もその方向に向かっている
ことが決定的です。
　試験運営主体のカレッジボードは、試験会場
を十分に手配しきれず、また、試験キャンセル
の情報伝達の不手際などもあり、多方面から責
められています。さらに、試験が十分できず収
入が十分確保できなくなったこともあり、SAT
の科目別試験とエッセイの廃止を決定しました。
メインの SAT Reasoning Test は残りますが、標
準テストの利用の範囲を自ら狭めたようなもの
です。
　全般に、外部団体に依存した標準テストの問
題点が露呈しているようです。

――外部団体に依存した標準テストの限界

　米国には、SAT と ACT という二つの標準テ
ストがあり、それぞれ別の非営利団体により運
営されています。非営利団体とはいえ、収支は
合わせなくてはいけないため、市場の状況にお
いてテストの内容を変更したり、テストの実施
を廃止したりします。SAT の科目別テストや
エッセイは、主にエリート大学に進学する高校
生の学力を測るのに用いられていましたが、利
用する大学が全米の大学数に対して少ないこと
もあり、コロナ禍による経営状況の悪化を契機
に廃止されてしまいました。
　科目別テストの代わりに、高校で提供される
大学レベルの授業 AP コースの成績が参考指標
として用いることができるとのことですが、AP
コースも、SAT を運営するカレッジボードの販
路拡大に伴う発明品ですから、あまり感心でき
たものではありません。もともとは、優秀な高
校生に大学レベルの授業を体験させる目的で作
られましたが、ビジネス的な観点から中堅以下
の高校でも実施されるようになりました。いく
ら高大接続とはいえ、高校で大学レベルの授業
を提供するために、高校の教師がカレッジボー
ドを提供する研修を受けるというのは、何か間
違っています。高校は高校の内容を、大学は大
学の内容を提供すれば良いのではないでしょう
か。
　米国は州ごとに教育内容や方法が異なり、全
米共通の物差しで高校生の学力を測る手段がな
かったため、SAT や ACT が生み出されました。
しかし、これが大学入学判定に用いられること
から、これらの標準テストに向けて勉強する流
れが生まれ、標準テストがある意味、日本の学
習指導要領のような役割を果たすことになって
しまっています。標準テストの運営団体は、全



 MAR 2021 53 MAR 202152

米の高校の学習内容や高校生の学力を確認しな
がら作問しているようですが、州ごとにバラバ
ラな教育内容や方法を単一の標準テストに落と
し込むには限界があります。
　ちなみに、両標準テストともマークシート形
式ですが、SAT は「読解、作文と言語、数学（電
卓使用不可／電卓使用可）」から構成され、ACT
は「英語、数学、読解、科学的思考力（science 
reasoning）」から構成されるなど、標準テスト
の切り口が異なります。大学や州によって要求
する標準テストが異なるため、高校生は両者に
合わせて受験対策をしなくてはなりません。
　加えて、これら標準テストは、実施する非営
利団体の体力やキャパシティにも依存するため、
今回のコロナ下においては多くの試験がキャン
セルされ、その情報伝達も不十分であったこと
から、会場に着いたら試験が実施されなかった
という受験生も数多くあったようです。
　標準テストの実施に外部機関を利用すると、
試験実施の範囲（回数・場所・試験科目等）が
当該機関の経営やキャパシティに強く依存した
ものになることには留意が必要に感じます。ま
た、試験の内容、つまり、学生が高校時代に学
習すべき内容が当該機関の考え方に左右される
ことも踏まえる必要を感じます。

――多様性と卓越性のいずれをとるか？

　標準テストの利用が縮小傾向にあるわけです
が、米国の大学はそれでも卓越性を維持するこ
とができるのでしょうか？  大学院レベルの入学
判定に用いられていた標準テスト GRE も、コロ
ナ禍以前から不問とする流れができています。
✔ miho チャネル「GRE 要件を不問とする米国大学

院の動き」（2019.5.31）

　これら標準テストを見送る理由としては、受

験準備や受験そのものに十分なアクセスのない
層の学生に不利に働くことが第一に挙げられま
す。加えて、これら標準テストの点数が、当該
学生の大学や大学院における成功と必ずしも相
関がないことも指摘されています。「大学や専攻
が多様性を拡大しようとしているのに、標準テ
ストは我々が積極的に入学させたい層の障壁と
なっている」という指摘もあります。
　無論、これら標準テストが志願者の学力を判
断する上で有用な指標であるとの声もあります
が、これら標準テストが外部団体に運営されて
いることもあり、痛し痒しの側面もあるようで
す。高校や大学における成績の方が判断材料と
して適しているとの声もあります。標準テスト
が有用な指標であるとする声は全般に、多様性
重視の大合唱にかき消されているようです。
　ここで注目すべきは、米国における多様性の
論点の変化です。米国における多様性の議論は
これまで「人種の多様性」を中心に繰り広げられ、
具体的には黒人やヒスパニック、アジアンなど、
白人以外の有色人種の社会参加を拡大すること
がポイントでした。この時点においては、多様
性の議論は日本から見ると対岸の火事でした。
　一方、近年は、多様性やインクルージョンに
おいて、低所得者層や障害者、第一世代学生、
地方に住むなど受験機会や教育機会に恵まれな
い者、育児や介護、就労などで学習活動に専念
できない者、そしてジェンダーや LGBT など、
あらゆる多様性を含みます。おそらく、このよ
うな「拡大解釈された多様性」の方が現実に即
しているのと、米国にとっては、多様性の概念
を広く取ることによって、いつになっても縮ま
らない「人種間の格差」から人々の目をそらす
ことができるというメリットもあるに違いあり
ません。
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　いずれにしても、多様性が強調されることに
より、学力や学術の卓越性をアイデンティティ
としていたはずのエリート大学においても、学
力の標準指標の利用が見送られるようになって
います。今後、「拡大解釈された多様性」が世界
に浸透するにつれ、「卓越性の追求を抑えてでも
多様性を追求する流れ」が日本にもやってくる
ことは間違いありません。
　欧州ではオープンサイエンス政策を進める観
点から、研究評価を「競争パラダイムから協調
パラダイムへ」と見直す動きがあります。卓越
した研究者を競争により一人ずつ生み出すより、
研究成果を共有し、チームサイエンスを奨励し
た方が大きな研究成果を得られると考えられて
います。チームサイエンスを推奨するためには
適材適所が大切で、データを整理する人やプロ
ジェクトマネジメントをする人、アウトリーチ
を担当する人など、研究プロジェクトの表舞台

には現れない「縁の下の力持ち」をしっかりと
評価していく必要があります。すなわち、多様
な研究者キャリアをどのように評価していくか
が論点となっています。
　教育においても研究においても、これまでの
単一な物差しで評価する「競争パラダイム」か
ら、学習や研究への多様な関わり方を推奨する

「協調パラダイム」への転換期にかかっているよ
うです。多様であることこそが卓越性の証であ
るという考え方もあるようです。
　大学入試や研究評価だけでなく、学科ごとの
カリキュラム、学科・専攻構成、教育課程や研
究者キャリアなど、高等教育と学術システムが

「競争パラダイム」を前提に構築されているため、
考え方を転換することが難しく感じられますが、
高等教育と学術の仕組みがこれから徐々に、根
底から変わっていく予感がします。

エリート大学への入学志願者急増
　Topic 1 で述べたように、コロナ下において多

くの大学で入学願書への標準テストの点数提示

が任意となったため、難関校への進学のしやす

さへの期待感から、エリート大学への入学志願

者が急増しました。2021 年度の早期出願におい

て、ブラウン大学は 22％、ペンシルバニア大学

は 23％、ダートマスカレッジは 29％、コロン

ビア大学では 49％も入学志願者数が前年度に比

べて伸びました。イエール大学とハーバード大

学の条件付き早期出願（restrictive early-action 

option）も、それぞれ 38％増、57％増となって

います。

Topic 2　出願者数伸びるも大学進学率大幅減
　米国の大学の学部入試では、コロナ下において出願件数が全般に伸びています。しかし大学進

学率は、特にマイノリティにおいて大幅に減少しているようです。

　早期出願においては、早い段階で進学先を確

定したい学生が数多く出願したとみられていま

す。2020年に開かれたオープンキャンパスのバー

チャルイベントは、これまでのオンキャンパス

イベント以上に学生を幅広く集めました。また、

これまではエリート大学に出願しなかった「高

校での成績は優秀でも、標準テストにおいて振

るわない学生」も、今回はチャンスがあると見

て出願したとみられます。

✔ Wall Street Journal, “Ivy League Colleges Report 
Dramatic Growth In Early-Admission Applicant 
Pools” （2020.12.18）



 MAR 2021 55 MAR 202154

打撃を受けるマイノリティ
　エリート以外の大学においても、出願数は全

般に伸びました。全米 900 校が利用する「共通

出願システム（Common Application）」は、昨

年度比で 15％の出願数の伸びをみました。出願

者数の伸びは8％でした。

　しかし、学生のタイプ別に分析すると、第一

世代学生や低所得世帯の学生の伸びが少ないこ

とが分かります。第一世代学生（first-generation 

students）とは、世帯から初めて大学に進学す

る学生のことです。

【2020/21年度大学出願者数】

出願者数 前年度比

第一世代学生 253,441 3.6％

第一世代学生以外 675,257 10.2％

授業料免除学生 388,501 2.1％

授業料免除なしの学生 540,197 13.3％

全出願者（計） 928,698 8.3％

（出典）Common Application

　また、連邦政府奨学金への申請（FAFSA, 

Free Application for Federal Student Aid）をみ

ても、低所得世帯とマイノリティからの申請数

が大幅に減少していることがわかります。Title 

I 適合学校（Title I-eligible schools）とは、学生

の 4割以上が低所得世帯の学校を指します。ハ

イ・マイノリティとは、学生の4割以上がブラッ

クあるいはヒスパニックの学校を指します。

【申請者の学校タイプ別FAFSA申請率の伸び

（2021.1.1現在）】

学校タイプ 前年度比

Title I 適合学校 -14.7％

Title I 非適合学校 -8.7％

ハイ・マイノリティ -17.0％

ロー・マイノリティ -6.8％

（出典）National College Attainment Network

✔ Higher Ed Dive, “In a year without admissions tests, 
elite college applications balloon” （2021.1.14）

大学進学率の大幅縮小
　上述のように、大学の出願者数はマイノリティ

も含め増加傾向にありますが、「高校卒業直後に

大学に進学」する学生の比率は、大幅に縮小し

ています。2,324 校の高校をサンプル調査した

National Student Clearinghouse の調査結果に

よると、大学進学率が全体で約 22％減少してい

ます。

　貧困層や低所得層の学生の多い高校や都市部

の高校において減少幅が特に大きく、3割近く

の減少が見られます。大学別にみると、これら

学生の受け皿となっていたコミュニティカレッ

ジや私立非営利の大学が大きな影響を受けてい

ます。

【高校卒業直後の大学進学率の前年度からの変化】

2019秋 2020秋

四年制州立大学 -4.0％ -13.8％

四年制私立大学（非営利） -5.9％ -28.6％

コミュニティカレッジ 0.7％ -30.3％

（出典）National Student Clearinghouse

　パンデミックが始まった直後から米国の大学

の多くは戦々恐々とし、感染状況が芳しくない

にもかかわらず対面授業による新学期を約束し

たり、入学決定時期を遅らせたり、ギャップイ

ヤーを許したり、場合によっては、オンライン

授業のみにも関わらず、学生寮での居住を許し

たりしていましたが、その恐れは当たっていた

と言えます。

✔ Higher Ed Dive, “Far fewer recent high school 
graduates enrolled in college this fall: report” 

（2020.12.10） 
✔ National Student Clearinghouse, “High School Bench-

marks 2020 With a COVID-19 Special Analysis”



 MAR 2021 55 MAR 202154

所　感
――市場原理に晒された大学経営の厳しさ

　厳しいですね。マイノリティの学生は現実的
な判断をし、大学進学を見送っているのでしょ
うけれど、大学側にとってこれは授業料収入の
激減という形で直撃します。サンプル調査では
ありますが、マイノリティの学生を多く受け入
れていたコミュニティカレッジや非営利の 4 年
制私立大学は 3 割前後の入学者減少をみていま
す。
　米国の大学はリーマンショックの時の経験が
あるため、コロナ禍においても入学者、すなわ
ち収入の大幅減を予見し、早い段階から様々な
対策を打ってきました。教職員の募集停止や大
学執行部を中心とした給料の削減、キャンパス
内の工事の見送りなどを次々と決定しています。
次号でご紹介しますが、人文社会科学系大学院
生の募集見送りにも踏み切っています。米国で
は大学院生に対して奨学金を提供することが一
般的であるため、大学院生の存在はコストを意
味するのです。
✔ 船守美穂「コロナ下の米国の大学―2020 年度大

学進学者数、2 割減か？」（本誌 2020 年 6 月号）
✔ miho チャネル「コロナ下の米国大学（4）：大学

授業を物理開催しても訴訟の危険性？」（2020.7.7）

　リーマンショックの時は非常勤講師も多く雇
い止めされました。このため、学部教育におけ
る科目の開講数が大幅に縮小し、学生は卒業に
必要な必修単位を 4 年以内に履修登録すること
すらできず、在学期間が 6 年間以上になるなど、
大きな不利益を被りました。大学授業料の高騰
もあり、大学進学離れも起きました。大規模公
開オンライン講座（MOOC）は、安価に高等教
育を提供する手段として生まれたという側面も

あります。
　日本の大学も当然、コロナの影響を受けてい
ます。例えば、私学高等教育研究所の調査報告
では、「入学者の減少や休学、退学等による財務
の悪化」と「感染症対策による支出の増加」が、

「新型コロナウイルス感染症による、大学の経営
管理または財政への影響（Q23, Q28）」として
多く挙がっています。しかし、今後の収入減を
見越した大幅な経費削減策が打ち出されている
ようには、アンケートの選択肢や自由記述から
は読み取れません。むしろ、「学費減免措置等の
補填」や「オンラインのための機器や通信費等
の補助」「感染予防設備の設置・購入補助」を 8
割の大学が国に対して求めています（Q24）。
✔ 日本私立大学協会 私学高等教育研究所「新型コロ

ナウイルス感染症に伴う大学経営管理上の対応に
関する調査」（最終報告書）（2020.9）

　日本においては、私立大学も含め、高等教育
が社会資本の一部であるという認識がまだある
のでしょう。国からの何らかの補助を少しは期
待できないでもない空気があります。一方、米
国の高等教育は州立大学を含め市場競争の中に
投げ出されており、連邦政府や州政府があてに
ならないため、なりふり構わぬ収支の帳尻合わ
せが起きます。自由競争は良い側面もあるので
しょうけれど、弱者の犠牲の上に成り立つと問
題が大きいように感じます。米国の大学では非
常勤講師やマイノリティなどの学生、これらを
多く受け入れ教育していたコミュニティカレッ
ジなどにコロナ禍の影響が強く出ています。
　高等教育は、学生に影響が降りかかるほどま
でに市場競争に委ねられてしまってはいけない
と思うのですが、いかがでしょうか。

■■


