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  02）学部における学生の受け入れ 

 

（学生募集方法、入学者選抜方法） 

ⅠＡ群 大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を 

採用している場合には、その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性   

【実態】【長所】 

本学では、高い基礎学力と応用力を有する学生および多様な能力をもった個性豊かな学

生を受け入れるため、既存の入試制度の見直しや拡充を行い、選抜方法の多様化と評価尺

度の多元化を図りつつ、全国および世界各地からのリクルートを進めている。 

一般入試を全学部で実施するほか、1999 年度以降、順次大学入試センター試験利用入試

を導入・拡充（法・一文・商・人科・スポ科・国際の各学部。2007 年度からは政経も導入）

し、第二次試験で本学独自の個別試験と組み合わせることにより、高校教育課程の基礎的・

基本的な能力を有し、かつ各学部で受け入れるにふさわしい適性をもつ人材として全国か

ら優秀な学生を受け入れている。この間の入学試験制度改革を経て、2005 年度には９月に

入試を実施（商・国際）し、国際化時代にふさわしい人材の受け入れを図っており、表の

ような多様な入試制度の下で選抜を行うことによって、受験生に複数回の受験機会を提供

している。 

2004 年度以降全学共通入試として帰国生共通入試を実施するほか、外国学生入試や外国

学生の渡日前入学許可制度による入試を実施している。 

本学には、２つの附属校と３つの系属校があるが、各学部は受け入れ定員を設定し、生

徒の志望により推薦入学者を受け入れている。 

また、2006 年度からは一部の学部で大学入試センター試験の成績のみで合否を判定する

制度もスタートする。 

このほか、３年編入学試験（二文・商・社）、学士入学試験（人科・国際を除く全学部）

を実施し、若干名を受け入れている。 

 

■1年次募集人員 

 政治 

経済 

法 第一文 第二文 教育 商 理工 社会 

科学 

人間 

科学 

ｽﾎﾟｰﾂ

科学 

国際 

教養 

自己推薦    150程度 約50 30  40 

AO      250

総合選抜 約90     

創成    111   

数学ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ    若干名   

ｽﾎﾟｰﾂ推薦      80 

９月入学    50   100(※１)

指定校 約170 約120 約230 180 約260  約80 

附属校    900   

系属校    600   

帰国生 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 (※２)

外国学生 若干名 若干名 若干名  若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 (※２)

社会人 若干名   100程度   

※１．国際教養学部はAO方式で実施。 
※２．国際教養学部はAO入試の枠内で帰国生と外国学生を募集。 
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■２年次以上募集人員 

 政治 

経済 

法 第一文 第二文 教育 商 理工 社会 

科学 

人間 

科学 

ｽﾎﾟｰﾂ 

科学 

国際 

教養 

学士 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名  若干名  

３年編入    若干名  若干名  若干名    

外国学生編入   若干名  若干名 若干名  若干名    

 

１年次のそれぞれの募集方法の特徴、目的、位置づけ等は概略以下のとおりである。 

 

入 試 制 度 特徴等 

一般入学試験 高等学校の教科学習の達成度を評価し、合否判定を行う。入試制度の中で最も中心的な

位置（募集定員の約66％）を占めている。 

大学入試センター試験

利用入学試験 

高等学校での基礎的な学力を幅広く評価する入試制度として導入。これまでの３教科３

科目のみの一般入学試験に対し、出題教科・科目を多くした入学試験。センター試験と

一般入試を組み合わせることにより、これまでの一般入試とは異なる受験者層の受け入

れ、より多面的な判定、地方の受験生への受験機会の提供等を図る。受験生の約 7割が

一般入試と併願。 

AO 方式等による入学試

験 

政経「総合選抜入試」

理工「創成入試」 

国際「AO 入試」 

各学部の教育理念や受け入れ方針にふさわしい学生、アドミッションポリシーが反映さ

れる選抜方法。アドミッションズ・オフィスを設置し、志願者の資質や意欲・個性を総

合的に判断して合格者を決定。読解力・分析力・思考力・語学力・表現力等を備えた人

材を書類審査、（筆記試験、）面接等を組み合わせて総合的に選抜。当該学部の教育目標・

カリキュラムを理解し、基本的に第一志望とする学生を受け入れる。 

特別選抜入学試験 

（数学オリンピック） 

理工系の分野に求められる数学的才能に恵まれた人材を広く受け入れ、育成することを

目的とし、理工学部の数理科学科をはじめとする９学科で実施。（国際数学オリンピッ

ク代表者を選出する「日本数学オリンピック」で予選合格した人を選抜） 

自己推薦制入学試験 高等学校における学業と教科外活動等において優れた実績をもつ者が自らアピールす

ることにより、高等学校長の推薦によらず応募できる。社会科学部では、地方性を重視

し、原則として各都道府県から１人を受け入れることを目標としている。 

指定校制推薦入学試験 高等学校における基礎的学習能力に加え、個々の学部への進学を強く希望する学生を受

け入れることを目的とし、高等学校長の推薦により出願できる制度。学部により指定校

の決定方法、被推薦者の資格要件（過去の入試実績や学力以外の活動実績等）が若干異

なる。全国から学生を受け入れるために、地方性にも配慮している。 

社会人入学試験 大学で学ぶ意欲をもつ社会人を、一般入試とは異なる入学試験によって受け入れる。社

会人に大学教育の門戸を開くことを目的とする。 

スポーツ推薦入学試験 スポーツ界のリーダーとなり得る資質を有する者をスポーツ科学部において受け入れ、

育成することを目的に、本学体育各部の部長推薦に基づき、書類および面接により選考。

帰国生入学試験 外国の高等学校を卒業した日本人が対象。異文化体験を通して身につけたさまざまな能

力や個性を備えた学生を受け入れることを目的。国際教養学部を除く全学部で実施。 

外国学生入学試験 外国において外国の教育制度のもとで 12 年の学校教育のすべてを修了した留学生を受

け入れることを目的とする。二文・スポ科・国際を除く全学部で実施。 

人間科学部 eスクール 

（通信教育課程）入学試験

生涯学習時代にふさわしい人間科学の各分野について学ぶことを志望する学生を受け

入れ育成すること、教育の機会を全国に拡大することを目的として、インターネットを

通じてオンデマンドで講義や試験等を実施。 

 

（入学者受け入れ方針等） 

ⅠＡ群 入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

【実態】【長所】 

入試制度（入学者受け入れ方針）と各学部等の理念・目的・教育目標との関連について

は、一般入試、大学入試センター試験利用入試においては、試験科目・配点の設定を各学

部・学科の特性に合わせることにより、その他の入試においては、受験資格・選抜方法に
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各学部の独自色を反映させることで保たれている。特に AO、自己推薦による募集方法にお

いては、志望動機や個性を重視することにより、それぞれの学部・学科の教育目標に適合

した学生を受け入れている。 

 

ⅠＢ群 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

【実態】【長所】 

入学者受け入れ方針、入学者選抜方法については、基本的に学部教授会において決定す

る。これまで入試制度の見直しと並行してカリキュラム改革を行い、１年次に導入教育、

基礎科目を設置してきた。また、被推薦者の入学前教育として、課題作文の提出やインタ

ーネットを利用したオンデマンド講座の履修等を課している。 

入試制度の改善、出題体制等のうち全学にかかわる事項については、全学入試委員会で

協議するが、必要に応じて入学センターは学部間の事前調整を行っている。また法人会議、

教学会議へ諮る案件については、事前に全学入試委員会において意見聴取あるいは審議・

整理している。 

 

（入学者選抜の仕組み） 

ⅠＢ群 入学者選抜試験実施体制の適切性 

ⅠＢ群 入学者選抜基準の透明性 

（入学者選抜方法の検証） 

ⅠＢ群 各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

【実態】【長所】 

入学者選抜試験の実施にあたっては、入学センターは各学部の入試実施に関して業務の

平準化を進め実施マニュアルを作成する一方で、入学試験環境の整備や入試当日の情報の

集中化を図っている。また不測の事態には、迅速・適切な対応を目的として、全学的な協

力体制の下、各学部で設置する入学試験本部をサポートしている。なお、帰国生共通試験

については、従来各学部において実施されてきたが、2004 年度入試より出題・実施にかか

わる協力体制を構築し、全学的な体制で臨んでいる。 

入学者選抜基準の透明性を保つため、入学試験要項に各学部試験の目的や評価基準、例

えば小論文においてどのような能力や個性を評価するか、などを明らかにしているほか、

合格発表後には①学部、試験科目ごとの受験者平均点・合格最低点、特定科目の合格基準

点、②選択科目の偏差値による標準化処理、③センター試験科目の得点の換算法等を公表

している。また各種入試制度における志願者数、受験者数、合格者数、実質倍率等のほか、

自己推薦における合格者の活動成績例等を「入学データ集」にまとめて公表している。一

般入試不合格者への入試成績開示については、希望者(受験者本人)に対し、①科目別の得

点(学部によっては標準偏差により標準化された得点)、②合計得点、③合格最低点を郵送

にて通知している。一般入試以外については、一部のセンター利用入試を除き不合格者へ

の得点開示を行っていない。 

指定校方式の推薦入学については、地域的なバランスなども考慮しつつ毎年見直しを行

っている。一部の学部では教員が指定校を訪問し、学内情報の提供や高校からの要望を受

け付ける機会を設けている。附属・系属高校等の本学への推薦入学については、大学教員
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を高校に派遣し、ガイダンスを行っている。 

高等学校の「調査表」については、学部により若干取り扱いが異なるが、出願資格や推

薦要件の確認等に使用している。 

入学者選抜の公正性・妥当性を確保するため、すべての入試の合否判定は、各学部教授

会（入試判定会）において決定される。 

一般入試の各科目の試験問題作成にあたっては、各学部において出題委員会を組織し、

厳密な情報管理・責任体制の下で行われてきたが、2005 年度より自学部では作問が困難な

科目について、全学入試委員会の下に出題委員会を設置し、全学から問題作成能力を有す

る教員を集め、相互検証のもとに問題作成を行っている。また、点検者のグループを設け、

内容・形式上の点検を相互に行って、試験実施に臨んでいる。 

入試当日には、試験開始前に出題委員により再度問題点検を行って受験生からの質問等

に対応しているが、万が一終了後に出題ミスが発見された場合でも合格発表までにその内

容・取り扱いについてホームページの掲載と受験生宛文書により通知している。採点は、

少なくとも２人以上の教員が同一の答案を採点する二重チェックを行うとともに、コンピ

ューターシステム上でも配点チェックを行うなど遺漏のないシステムを構築している。学

外の第三者による問題の事前点検等については、機密保持の観点から実現するのは困難な

状況にある。また科目間の重複、問題の適切性や妥当性、出題範囲の妥当性など入試後の

検証についても各学部に委ねられている。なお、2001 年度入試後に外部に入試問題の分析・

評価を依頼し、全学入試委員会において報告する機会を設けたことを付記しておく。 

そのほか学生の募集にかかる広報企画・運営に関しては、入学センターが全学的に一元

管理し、リクエストに応じて全国各地の高等学校へ模擬講義（100 校程度)を行うほか、 高

等学校や予備校における大学説明会（約 100 カ所)、東京地区の 12 の私立大学による進学

相談会、早稲田大学と慶應義塾大学との合同説明会、国立大学と連携した相談会などへ教

職員を派遣している。これらの企画に関連し、高校訪問の機会や本学を訪問される高等学

校の進路指導教員などを介して高校とのコミュニケーションを強化しつつある。さらに、

2004 年度からは地方との連携を深め、本学の特色である地方性の回復を目指した「地域コ

ーディネーター制度」をスタートさせた。担当職員が全国各地域を訪問し、中高等学校教

員（本学 OB）等から情報収集するとともに本学の教育改革の取り組みを直接 PR している。

また、オープンキャンパスを実施し、各学部説明会、模擬授業、個別相談・資料配布など

を実施した。2005 年度は２日間で約３万 5,000 人の受験生・保護者が来場した。特に昨年

度に引き続き高校１・２年生向けのガイダンス等を実施し、約 1,500 人の参加者を得た。

今秋には低学年の学問に対する目的意識を掘り起こすため、模擬講義を主体とする予約制

の公開講座を開講し、約 300 人が参加した。入学関係の主な広報媒体としては、入学セン

ターホームページのほか、大学入学案内、入学データ集などの各種資料類、低学年向けパ

ンフレット、さらに各学部・大学院で作成する紹介パンフレットなどがある。 

さらに、主としてオープンキャンパスに参加できない受験生のために「大学体験 Web サ

イト」を開設し、模擬講義（15 講座）、導入教育（４講座）、授業体験（17 講座：正規の大

学の授業の一部を編集）等を夏期休業期間を中心に公開した。また新学部・学科について

は、学部等の概要説明と入試制度を紹介するビデオのウェブ配信も行っている。 

なお、受験生への便宜を図るため、一般入試におけるコンビニエンスストアからの検定
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料振り込みや不合格者への入試成績開示申し込み、さらに合格者番号表のホームページ掲

載や電話応答システムによる合否確認などを導入した。 

【問題点】【改善の方法】 

グランドデザインを推進することが、優秀な学生・生徒を確保し、本学が 21 世紀に目指

す「地球市民の育成」の実現に結びつくが、まずは学部・大学院等におけるミッション、

教育理念・目標の明確化とそれに基づく教育研究活動の活性化やそのための諸環境の整備

を進めることが本学にとって極めて重要である。併せて各学部・大学院は理念・教育目標・

教育課程の特色等に応じた多様で確固とした、特色ある入学者の受け入れ方針を確立し、

それぞれの入学者選抜方法と入学後の教育課程との接続を確保するべきである。 

本学では 2000 年のグランドデザイン策定、入学センターの設置と前後して、大学入試セ

ンター試験を利用した入学試験の導入をはじめ各種推薦入学制度を充実させるなど、さま

ざまな改革を進めてきた。入試制度を拡充し、多様な学生を確保する一方で、いくつかの

課題が指摘されているが、各学部を中心に取り組むべき事項のほか、全学的な体制で臨む

ことにより一定の効果が期待できるものもある。 

１）出題、実施体制を整備し、負担の軽減を図ることは、近年特に重要な課題となって

いる。 

２）入学者のうち地方出身者の割合については、1985 年度にはすでに関東地区の出身者

が 60％を超え、2005 年度には一般、センター利用、AO 入試合わせて 67.5％に達しており、

本学にとって重要な「地方性の回復」という課題は依然残っている。 

３）帰国生入学試験を全学的に統一し、複数学部へ同時に出願することが可能となった

ため、帰国生の受験者は増加した。一方、一部の学部で外国学生の入学試験についてもこ

の共通試験を利用することとなったことから、出願時期が早まるなど日程上の制約等によ

り受験者が若干減少している。 

４）入試に関するデータを十分に生かしているとはいえないため、データを解析・統合

し学部へ適宜情報提供するなど体制整備が要請されている。 

全学入試委員会を中心とした入試制度改革を進めることを前提に、特に 2006 年度以降の

課題としては、18 歳人口が減少する中で一定の質を維持しつつ受験生を確保するために、

学部のアドミッションポリシーと選抜方法、入学後の学業成績との関係を整理し、その成

果を検証する必要がある。社会的な動向や各種の入試制度による受け入れ定員のバランス

にも配慮しつつ、受け入れ方針を見直したり、受験生、高校、保護者等各層に対する明確

な情報発信をしていく必要がある。 

 

（定員管理） 

ⅠＡ群 学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と入学者数の比率の適切性 

ⅠＡ群 定員超過の著しい学部・学科等における定員適正化に向けた努力の状況   

ⅠＢ群 定員充足率の確認の上に立った組織改組、定員変更の可能性を検証する仕組みの導入状況 

【理念・目的】【実態】【問題点】 

本学では、学部の新設は、既存学部それぞれの定員調整を前提としている。 

2005 年度は前年度の国際教養学部の新設に引き続いて、既存学部の入学定員の見直しを

行い、これにより理工学部を除くすべての学部の入学定員が 1,000 人未満となった。 
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（単位：人） 
学部 年度 学則定員 入学者数 定員比 

2005 年度 900 1,077 1.20 政  経 

2004 年度 900 1,184 1.32 

2005 年度 700 745 1.06 法 

2004 年度 700 930 1.33 

2005 年度 960 1,191 1.24 一  文 

2004 年度 960 1,238 1.29 

2005 年度 560 656 1.17 二  文 

2004 年度 560 702 1.25 

2005 年度 960 1,199 1.25 教  育 

2004 年度 960 1,165 1.21 

2005 年度 900 1,089 1.21 商 

2004 年度 900 1,195 1.33 

2005 年度 1,670 1,693 1.01 理  工 

2004 年度 1,670 1,833 1.10 

2005 年度 630 745 1.18 社  学 

2004 年度 630 744 1.18 

2005 年度 560 736 1.31 人  科 

2004 年度 560 662 1.18 

2005 年度 400 486 1.22 スポーツ 

2004 年度 400 514 1.29 

2005 年度 600 657 1.10 国際教養 

2004 年度 600 673 1.12 

2005 年度 8,840 10,274 1.16 合  計 

2004 年度 8,840 10,840 1.23 

【注】９月入学者（商学部一般入試 51 人、国際教養学部 AO 入試 99 人）は算入していない。 

 

（編入学者、退学者） 

ⅠＡ群 退学者の状況と退学理由の把握状況  

 

※退学者の実態については各学部・大学院の報告を参照。 

 

編入・転科・転部学生数 

編入学試験は３年次に、転部・転科試験は２・３年次に実施している。実施状況は表の

とおりである。転部・転科については、出願資格として、所属学部・学科で成績優良者ま

たは一定の単位を取得していることなどの条件が付されている。転部・転科の多くは２年

次編入であるが、入学後に希望する進路を変更したなど、特別の事情によるものである。

なお、理工学部においては、次頁の表のほかに「マレーシア・ツイニングプログラム」に

よる２年編入者が各１人いる。 
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（単位：人） 

 2004 2005  

学士入学 92 98  

編入 56 54 ３年次 

転科・転専修 17 20 ２年次：政経、教育、理工、人 
３年次：理工 

転部 42 69 ２年次：政経、法、一文、二文、人、スポ科 
３年次：二文、社 

 

【改善の方法】 

2006 年度から 2009 年度に向けては、文系学部においては現在の 1.15 倍から 1.13 倍へ、

理工系学部においては 1.10 倍から 1.08 倍を目標としている。入学手続き状況により変動

する要素があるが、2006 年度からは一部の学部において補欠合格者制度を取り入れること

が決定しており、過去の手続き状況や教員対学生の比率等を勘案しつつ、より精度の高い

適正かつ安定的な学生確保を目指して定員管理を行う。 

 


