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第５章 学生の受け入れ  

 

１.現状の説明 

 

（１）学生の受け入れ方針を明示しているか。 

 

はじめに本学と各学科の理念・目的・教育目標に基づいた学生の受け入れ方針の策定と

明示方法について述べていく。さらに入学するにあたり、修得しておくべき知識等、学生

に求める内容・水準の明示状況についても現状を説明する。 

「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」には、「(４)学生の確保」として、 
 
大学の特色、求める学生像、その他入学者の選抜に関する情報を積極的に発信し志願

者の確保を図るとともに、入学者の選抜方法の検証により見直しを進め、大学が求め

る資質と能力を有する優秀な学生の確保を図る。 
 
と定めている（資料５－１）。 

この方針に先行する形で、入学者受け入れの際のポイントとなる、大学及び学科のアド

ミッション・ポリシーを平成19年１月に定めた。これに副った受け入れは、平成20年度入

試から導入しており、たとえば「平成24年度 学生募集要項」に、具体的に謳っている(資

料５－２ Ｐ１～２)。また、平成21年に文部科学省から通知(「平成23年度大学入学者選

抜実施要項の変更予定について」)がなされ、その第２項「入学者受入方針(アドミッション・

ポリシー)の明確化」には、 
 
 各大学は、入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)に、高等学校で履修すべき科目

や取得が望ましい資格等を列挙するなど「何をどの程度学んできてほしいか」をでき

る限り具体的に明示すること。なお、明示する科目・資格等は、高等学校教育の内容・

水準に十分配慮したものとすること。(20高大振第89号、平成21年３月31日付) 
 
とあり、既習の望ましい教科・科目の具体例を掲げ、高等学校教育との関連性を明示する

こと、とする趣旨の通達があった。これを受けて、本学ではアドミッション・ポリシーの

中身に〈習得しておいて欲しい教科について〉という新たな項目を学科単位で設定・付加

した。「平成23年度大学入学者選抜から適用すること」との通達に従い、平成23年度入試

よりこれを実施した。 
 
〔国語国文学科〕 
 国語国文学科のアドミッション・ポリシーは、以下の通りである。 
 

① 文学に興味をもち、それを通して、様々な人生のあり方、考え方を理解し、自分と

は何かを知り、自分の生き方を確立するため、人間としての幅広い教養を身につけ

たいという意欲をもつ者 
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② 人間社会を成り立たせている言葉に関心をもち、言葉の働きを理解し、豊かな表現

能力を身につけたいという意欲をもつ者 

③ 日本の文化に興味をもち、先人達の豊かな知恵を理解し、現在の社会がどうあるべ

きかを考えることによって、よりよい社会の形成に寄与したいという情熱をもつ者 

 

このように学科のアドミッション・ポリシーを明確に策定し、「平成24年度 学生募集

要項」に、具体的に明示している(資料５－２ Ｐ１～２)。 

 

〔英語英文学科〕 
 英語英文学科のアドミッション・ポリシーは、以下の通りである。 
 

① 国際社会において必要とされる英語コミュニケーション能力、および様々な局面に

対応できる国際感覚を養うことに意欲のある者 

② 海外の異文化を積極的に学び、異文化間コミュニケーション能力を培うことに意欲

をもつ者 

 

このように学科のアドミッション・ポリシーを明確に策定し、「平成24年度 学生募集

要項」に、具体的に明示している(資料５－２ Ｐ１～２)。 

 

〔日本史学科〕 
 日本史学科のアドミッション・ポリシーは、以下の通りである。 
 

① 日本史・地域史・女性史・考古学・民俗学など、歴史的な事柄について特別な関心

をいだき、歴史情報の収集・調査・分析をする力をつけるべく、本学日本史学科で

とくに学びたいという積極的な意欲をもつ者 

② 本学で身につけた歴史的な思考力と歴史情報に対する調査研究能力をもって、地域

文化および地域社会の発展に積極的に貢献していこうとする強い意思と情熱をもつ

者 

 

このように学科のアドミッション・ポリシーを明確に策定し、「平成24年度 学生募集

要項」に、具体的に明示している(資料５－２ Ｐ１～２)。 

 

〔社会情報学科〕 
 社会情報学科のアドミッション・ポリシーは、以下の通りである。 
 

①人間社会にみられる様々な問題に関心をいだき、社会学・心理学・経済学・経営学・

情報学・メディア表現などを学ぶことにより、幅広く現代社会を理解し、その中で

生き抜くための情報活用能力を身につけたいという積極的な意欲をもつ者 

②急速に情報化が進む現代社会で必要となる情報コミュニケーション能力を養うこと

により、仕事の現場で即戦力となりたい、あるいは、自発的な社会活動を通じて豊
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かな地域社会造りに貢献したいという強い意思と情熱をもつ者 

 

このように学科のアドミッション・ポリシーを明確に策定し、「平成24年度 学生募集

要項」に、具体的に明示している(資料５－２ Ｐ１～２)。 

 

〔健康栄養学科〕 
 健康栄養学科のアドミッション・ポリシーは、以下の通りである。 
 

①食事の重要さ、健康づくりのための運動の大切さを正しく理解し、人々の健康保持・

増進、疾病予防・治療について、病院、介護老人福祉施設、事業所などで栄養管理

を行い、また、学校での給食・食育活動に貢献したいという強い意思と情熱をもつ

者 

②食料の生産、流通における、境を越えたボーダレス化が進むなかで、地球規模での

栄養・食料問題、衛生管理などの問題に取り組み、また地域住民の健康、栄養など

地域レベルの諸課題にも貢献したいという強い意欲をもつ者 

 

このように学科のアドミッション・ポリシーを明確に策定し、「平成24年度 学生募集

要項」に、具体的に明示している(資料５－２ Ｐ１～２)。 

 

ついで本学に入学を希望する障がいを持つ学生や社会人入学生等、多様な学生の受け入

れの現状について述べる。 

入学者の受け入れについては、高等学校卒業見込みの現役生のみならず、一般社会人、

学士および短期大学士、高等学校卒業程度認定試験合格者など短期大学に入学を希望する

なら誰に対しても門戸を広げており、一般社会人、外国人留学生、海外帰国および在外子

女、学士および短期大学士に対して特別の枠を設け、各学科とも若干名の募集を行ってい

る。平成24年度入試においても、「一般社会人特別入学」（資料５－２ Ｐ15～16）、「私

費外国人留学生特別入学」(資料５－２ Ｐ17～18)、「帰国子女・在外子女特別入学」(資

料５－２ Ｐ19～20)、「学士・短期大学士特別入学」(資料５－２ Ｐ21～22)のように募

集を行っている。 
身体的に障がいを持つ生徒・学生・一般人に対しては、特に別枠を設けて入学試験を行

ってはいない。ただしこれに該当する例が出た場合に備え、「AO(アドミッション・オフ

ィス)入学」(資料５－２ Ｐ４)、「センター試験を課さない推薦入学(学校長推薦)」(資

料５－２ Ｐ７)、「センター試験を課す推薦入学(自己推薦)」(資料５－２ Ｐ９)、「一

般入学」(資料５－２ Ｐ13)、「一般社会人特別入学」（資料５－２ Ｐ16）、「私費外

国人留学生特別入学」(資料５－２ Ｐ18)、「帰国子女・在外子女特別入学」(資料５－２ 

Ｐ20)、「学士・短期大学士特別入学」(資料５－２ Ｐ21)の各試験において、出願時にそ

の旨を本学教務学生課に相談して欲しいと「出願手続上の注意事項」に明記して、個別に

配慮の用意があることを示している。 
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（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集及び入学者選抜を行ってい

るか。 

 

はじめに本学における学生の受け入れ方針に基づいた学生募集方法と入学者選抜方法の

適切性について現状を確認する。 

本学の定める「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期計画」には、「（４）学生

の確保」に関して、 

 

ア 入試状況や入学者の追跡調査結果等の分析により入学者選抜方法を検証し、大学

のアドミッション・ポリシーをより反映した入試内容とするための改善を行う。 

 

とある。 

公正かつ適切な学生募集を行うために、必要不可欠な要因がアドミッション・ポリシー

の周知であるが、これに関しては、(１)に揚げた「学生募集要項」のみならず、これとセ

ットで用意・頒布する「大学案内」(資料５－３)、「大学要覧」(資料５－４)、加えて山

形県立米沢女子短期大学のホームページ（http://www.yone.ac.jp./）に記載し、読み手の目

に留まるように工夫して示している。また、６月上旬から７月中旬にかけての高校訪問(県

内外)において訪問先の教職員に対して、７月中２回に分けて行うオープンキャンパスなら

びにその最中に行われる保護者懇談会において入学志願者およびその保護者に対して、そ

の他各高校側で自主的に行われる個別進学相談会においては入学志願者に対して、高大連

携による提携校との学生交流など、あらゆる機会を捉えながら、アドミッション・ポリシ

ーについての広報に努めている。 

一方、本学のアドミッション・ポリシーを十分に理解したうえで志願して欲しい旨を志

願者に向けて「学生募集要項」の巻頭に、以下のように説明している(資料５－２ Ｐ１)。 

 

   ここに掲げたアドミッション・ポリシー(入学者受け入れ基本方針)は、本学が入学

者に対して期待する学生像を示したものです。いずれの入学試験方式についても、

以下のアドミッション・ポリシーを十分に理解したうえで受験してください。 

 

アドミッション・ポリシーをもっとも重視する入学者受け入れ方法として、平成 19 年

度入学試験から AO(アドミッション・オフィス)入学を２学科において採用し、学科のアド

ミッション・ポリシーに適合した者を選抜条件としている(資料５－２ Ｐ３ 「２.出願

資格」(３))。具体的には、２回の予備面談に必要な提出書類「エントリーシート」や本面

接受験時に提出の「志願理由書」に、アドミッション・ポリシーに対する理解がどの程度

反映されているかが吟味内容の一つとなっている。予備面談においては、必ずアドミッシ

ョン・ポリシーについての説明が行われている。 
また本学では、公正かつ適切に学生募集を行うために、［１］AO 入学のほかに、［２］

センター試験を課さない推薦（学校長推薦）入学（全５学科）、[３]センター試験を課す推

薦（自己推薦）入学（国語国文学科、日本史学科および健康栄養学科）、[４]一般入学（全

５学科）、［５］特別入学（全５学科）の各選抜を実施しており、前項(１)に触れたとおり
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である。[５]については、毎年志願者のあることが必ずしも期待されるとは限らないが、

近年のケースでは、平成 24 年度特別入学による受験者は、国語国文学科に１名、健康栄養

学科に２名、実際例があった。３名いずれも合格と判定されたが、実際に入学を果たした

のは両学科１名ずつであった。また平成 23年度入試において、英語英文学科に１名および

健康栄養学科に３名、平成 22年度入試においては、英語英文学科、社会情報学科、健康栄

養学科にそれぞれ１名ずつの受験者があり、２カ年度、立て続けに受験者があった。ただ

し 22 年度入試では、いずれの受験者も選抜の結果不適と判定され、入学までには至らな

かった。 
各入学試験における選抜方法の一つに、［４］を除いてすべて、面接試験を設けている。

[１]はとくに、アドミッション・ポリシーに共鳴して入学を志願する受験生を対象として

行う試験であるから、重視されて当然であるが、[２][３][５]についても入試委員会にお

いて面接マニュアルを設け、「本学を志願する学科のアドミッション・ポリシーを理解し、

『基本的な知見・理解力があり、何らかの分野で積極的な取り組みを行うなどの積極性が

見られ、本学に入学を強く望んでいる者』」を「採りたい学生」と位置づけ、これに関連す

る質問を行うよう、面接員に対して注意喚起を行っている。 

 

次に本学の入学者選抜基準の公表と受験者への説明責任の様態についても現状を述べる。 

入学者選抜の基準に関しては、「学生募集要項」に可能な限り示している。「３.入学者選

抜方法等」として、小論文を選抜方法に課す試験の場合(資料５－２ Ｐ６および 11)、 

 

  小論文では、①課題に対する正確な理解度、②思考の妥当性、③思考の論理的組み立

て、④文章表現力を評価します。 

 

とし、面接を選抜方法に課す試験の場合(資料５－２ Ｐ３、６、８)、 

 

  面接では、[[１]学校長から提出される調査書および志願理由書を参考に、アドミッシ

ョン・ポリシーへの適合性という観点から、[３] 学校長から提出される調査書および

自己推薦書を参考に、]①意欲、②理解度、③取り組み方、④論理的表現力および態度

を評価します。 

 

として、簡明にその基準をそれぞれに示している。なお、学生募集および入学者選抜の検

証については、評価項目(４)のところで改めて触れることとする。 

 また、入学者選抜の公正さを期した実施という観点からも本学の現状が公正かつ適切で

あると考えている。 

本学では入試ごとに以下のような実施体制で臨んでいる。   

[１]AO(アドミッション・オフィス)入試 

入学者選抜の実施は、教授会規程に基づき設置された入試委員会および AO 入試を実施

する学科の面接員（各学科３名）により実施している。 

[２]センター試験を課さない推薦（学校長推薦）入試 

入学者選抜の実施は、上記の入試委員会、各学科選出の小論文出題委員（複数名）、問
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題点検委員及び面接員（各学科３名）により実施している。小論文の採点は各学科３名の

採点員が行っている。小論文出題委員・問題点検委員は学長名で委嘱された者が担当する。 

[３]センター試験を課す推薦（自己推薦）入試 

入学者選抜の実施は上記の入試委員会及び各学科選出の面接員（各学科３名）により実

施している。 

[４]一般入試（センター試験利用） 

入学者選抜の実施は上記の入試委員会、入試委員長が指名する小論文出題委員（４名：

委員長含む）及び問題点検委員（３名：委員長含む）により実施している。小論文出題委

員・問題点検委員は学長名で委嘱された者が担当する。 

[５]特別入試 

(一般社会人，私費外国人留学生，帰国子女・在外子女および学士・短期大学士) 

入学者選抜の実施は上記の入試委員会、各学科選出の問題（小論文）出題委員（複数名）、

問題点検委員及び面接員（各学科３名）により実施している。小論文の採点は各学科３名

の採点員が行っている。小論文出題委員・問題点検委員は学長名で委嘱された者が担当す

る。 

 以上の入学者選抜のうち、AO 入試、センター試験を課さない推薦入試、センター試験

を課す推薦入試については、平成 24年度入試の実績について山形県内と県外の合格者数を

表５－１に示す。県内合格者と県外合格者数は、大きく片寄ることがなく公正に行われて

いる。ただし、学校長推薦および自己推薦入試では、健康栄養学科のみが県内の受験者に

しか志願資格を与えていないため、全員が県内者となっている。 

 

表５－１ 24 年度入試合格者における県内・外出身者の比較(実人数) 

学 科 
国語国文 英語英文 日本史 社会情報 健康栄養 全 学 

県内：県外 県内：県外 県内：県外 県内：県外 県内：県外 県内：県外 

A O - -  3:10  2:1 -  5:11 
学校長推薦 19:18  9:11 5:7 19:9 13:0 65:45 
特 別 0:1 - - -  1:1 1:2 
自 己 推 薦 10:10 - 3:4 -  6:0 19:14 
一 般 46:48 32:34  7:27 28:23 16:21 129:153 
合  計 75:77 41:45 18:48 49:33 36:22 219:225 

 

 この評価項目の最後に、選抜結果の透明性について触れておく。本学入試結果について、

当事者本人による試験結果開示請求には、合格者発表の日から４週間という期間を区切り、

本学事務室にて応じている。これまでにも結果開示請求が実際になされており、事務局担

当者がこれに応じている(資料５－２ Ｐ４～５、７、９～10、14、16、18、20、22)。 

 以上、各学科も含めて全学の状況について述べてきたので、内容重複を避けるという意

味において学科ごとのまとめ直しは行わない。 
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（３）適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき

適正に管理しているか。 

 

まず本学の入学定員に対する入学者数比率及び収容定員に対する在籍学生数比率につい

て現状を説明する。 

この評価項目に対する本学の現状として、単年度ごとでは予測を越えた入学者が不可避

的に発生しているが、複数年度にわたっての調整を行っている。 

前項に示した「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期計画」（４）学生の確保に

は、 

 

エ 入学者選抜に関する情報を積極的に提供し、本学を第一志望校とする受験生の増加 

を目指すとともに、志願者倍率2.3 倍以上を維持するよう努力する。 

 

ともある。すなわち努力目標としての数値の提示であるが、志願者倍率を一定に保つこと

により、適正な入学定員数を担保したいという本学の趣旨がここに示されている。 

 現在、本学の各学科定員数は、以下のように定めている。これに併せて、平成 23年度入

学生(第２学年)および 24年度入学生(第１学年)の実在席数も示すと、以下のとおりである

(資料５－４ Ｐ６)。 

 

         表５－２ 各学科定員と実在籍者数 

学科名 国語国文 英語英文 日 本 史 社会情報 健康栄養 全  学 

定員数 100 名 50 名 50 名 50 名 40 名 290 名 
23年度生 108 名 71 名 54 名(2)＊ 63 名 40 名 336 名 
24年度生 107 名 57 名 53 名 55 名 41 名 313 名 

   ＊日本史学科 23 年度生の 54 名には、前年度卒業延期となった 2名が含まれている。 

    

在籍者数が入学定員を 20％以上超えているのは、英語英文学科の 71名(23年度生)なら

びに社会情報学科の 63名(23年度生)であるが、これも 24年度生では両学科とも定員数の

20％以内に収めており、社会情報学科も含めて他の学科も 10％を越えない在籍者である。 

ちなみにさらに過去３ヶ年で、入学年度それぞれの在籍者数を見てみると、 

 
   表５－３ 過去３ヶ年の在籍者数 

学科名 国語国文 英語英文 日 本 史 社会情報 健康栄養 全  学 

20年度生 105 名 55 名 69 名 62 名 43 名 334 名 
21年度生 107 名 59 名 67 名 61 名 43 名 337 名 
22年度生 115 名 61 名 61 名 61 名 40 名 338 名 

 

となっており、それまで定員数に対して 20％を越える学科（英語英文学科 22 年度生、日
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本史学科 20～22年度生、社会情報学科 20～22年度生）が割合に多くあった過去の状況に

対する反省から、定員数を守ろうとする姿勢の顕れとも見られる。特に健康栄養学科にお

いては、厚生労働省東北厚生局指導養成課により、定員数を堅く守るよう指導がなされ、

本学もこれを受けて入学者が過剰にならないよう厳正に合格者判定に臨んでいる。 

 反対に、定員を割り込む事態は近年においてない。 

 入学定員に十分見合う入学在籍者数の担保として、前掲「公立大学法人山形県立米沢女

子短期大学中期計画」にある志願倍率の維持という努力目標について触れておく。2.3 倍

以上の志願倍率の維持は、現在一般入試においてのみ達成している。24年度一般入試の志

願倍率は以下であった。(資料５－４ Ｐ５) 

 

     表５－４ 平成 24年度一般入試志願倍率 

学 科 国語国文 英語英文 日本史 社会情報 健康栄養 合 計 

志願者数 136 94 38 66 67 401 

募集人員 40 30 17 20 24 131 
志願倍率 3.40 倍 3.13 倍 2.24 倍 3.30 倍 2.79 倍 3.06 倍 

  
５学科のうち日本史学科において若干届かない志願者数になってはいるが、前年の 23

年度入試においては全学科努力目標を達成しており、日本史学科では 3.71倍と高倍率であ

ったため、その反動が原因しているという本学特異の事情(隔年現象)が介在する。補足す

ると、志願者の増減傾向については後述の説明にも関わる点であるが、本学志願者には２

年周期で増減を繰り返すという現象が見られる。こうした傾向を隔年現象として本学では

捉えている。 

総じて、本学では入試委員会を中心として，絶えず入学者選抜方法の検討・見直しを行

ってきている。その都度、入試ごとに適正な募集人員を見定めている。実態例については、

次項において触れることとする。 

 本項目についても各学科の現状の説明を含めて記述してきたので、学科ごとに説明する

ことは冗長になるだけであることから行わない。 

  

（４）学生の受け入れ方針に基づき、学生募集と入学者選抜を公正かつ適切に実施してい

るかについて、定期的に検証を行っているか。 

 

本学の学生募集と入学者選抜の公正さについては以下の通りである。 

前々項に挙げた「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期計画」の「（４）学生の

確保 ア」が、ここにも適用される。  

前項でも触れたが、入学者選抜のあり方についての見直しは、入試委員会を中心に行っ

ている。入試委員会は、入試に直接関係する諸業務(事前準備・事後処理)および入学者合

格判定委員会を除いて、年に平均 11回の定例委員会を開催しているが、第 11回の定例委

員会(通例３月初旬)までに、各学科における募集人員および配点等の変更ならびに全体入

試の問題点を挙げ、この委員会で協議・検討を行う。直近の変更例を挙げれば、平成 25
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年度入試においては大きな変更点が２点あった。国語国文学科の配点および日本史学科の

各入試募集人員について学科意見が提出され、23年度入試委員会にてこれを協議のうえ適

正であるとしてこれを承認した。具体的には以下の変更点である。 

 
    表５－５ 平成 25年度入試の変更点 

学 科 名 変更事項 変更内容 

国語国文 学 科 一般入試(国語)の配点 150 点(従 前)→200点(変更後) 

日 本 史 学 科 
AO 入試の募集人員 7 名(従 前)→10名(変更後) 

自己推薦入試の募集人員 10 名(従 前)→7名(変更後) 

  

日本史学科においては、現状に見合った募集人員を考慮しての定員数の変更である。過

去５ヶ年における志願(受験)者および合格(入学)者人数を AO 入試と自己推薦入試とで対

比的に以下に示す。 

 

      表５－６ 日本史学科の AO入試・自己推薦入試の推移 

日 本 史 学科 
20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

志願：合格 志願：合格 志願：合格 志願：合格 志願：合格 

AO入試 １０： ７ １６： ９ １４：１３ １８：１４ １７：１３ 
自己推薦入試 １０：１０ １４：１０  ９： ７ １１： ９  ７： ７ 

  

一瞥して判るとおり、AO 入試における志願者が年々増加する一方で、自己推薦入試に

おける志願者が若干の増減を隔年ごとに繰り返しながら下降線を描くように減少している。

本学の謂うところの隔年現象である。両入試ともアドミッション・ポリシーに照らして厳

正に行われる入学者選抜であるが、アドミッション・ポリシーとの適合性をより重要視す

る入試形態としては AO 入試であることからすれば、結果として日本史学科の入学者選抜

はアドミッション・ポリシー重視への傾向を強めたということになる。なお、各学科の各

入試における募集人員は、25年度入試では以下のとおりとなる。 

 

      表５－７ 平成 25 年度入試の募集定員 

 国語国文 英語英文 日 本 史 社会情報 健康栄養 

A  O － － 10 3 － 

学校長推薦 
県内 20 10 8 20 12 
県外 20 10 8 7 － 

自己推薦 20 － 7     －     4 
一  般 40 30 17     20    24 

（数字はその人員数、－は募集しないことを意味する） 
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 国語国文学科における変更事由は、主要教科・科目である「国語」(近代以降の文章と古

文)を 24年度入試までは素点のままであったが、25年度入試からは 200点に換算した配点

に変更される。より国語を得意とする志願者にとって優位に立てるような措置になるが、

国語国文学科のアドミッション・ポリシー〈習得しておいて欲しい教科について〉に照ら

せば、 
 
  高校での学習では国語に力を入れて勉強して欲しいのですが、国語を中心にしながら、 
  新聞でも雑誌でも小説でも何でも、むしろいろいろな文章に興味を持って触れてくだ

さい。文章の中身は、必ずしも国語という教科に関するものに限らず、たとえば地理、

歴史、公民、外国語あるいは外国事情に及んでいて構いません。そのような文章を読

むことが、高校での関連教科の勉強に繋がりますし、また本学に入学してからも、国

語国文学について関心を持って臨むことができるものと考えます。 
 
と謳っており(資料５－２ Ｐ１)、これに抵触するものではけっしてなく、国語を中心に

据えながら関連教科・科目の勉強を促す趣旨に添った措置と捉えられる。 
 本学において、県内出身学生の割合が県外出身学生よりも大きい学科は、社会情報学科

および健康栄養学科の２学科である(資料５－４ Ｐ６)。このうち健康栄養学科について

は、県立短大という性格から、県外からの受験生に比べて本県の受験生への間口が広くな

っていることに由来する事実と考えられる。もとより定員 40 名という間口の狭さに加え

て、栄養士希望者が多く、その社会的および地域的要請を受け入れざるを得ず、図らずも

県内出身受験者にとって優位な条件になってしまっている。以上の各入試における募集人

員からいっても、現役生で県外高校から受験する場合、一般入試以外に受験の機会がない。

この点においては、多様な学生の受け入れという大きな方針に対して消極的であるという

見方も可能ではあるが、県立大学法人であるという特性を尊重している結果とも言える。 

 本項目についても各学科の現状説明を含めて記述してきたことから、重複を避けて学科

ごとの説明は行わない。 

 

 

２.点検・評価 

 

 学生募集および入学者選抜についての検証が体制として機能しているかどうか、また適

切であるかどうかについて以下に検討するが、結論を先取りすれば、体制として入試委員

会による見直し・検討がきちんと機能しており、おおむね適正化が図られている。ただ、

日本社会全体の少子化および 18 歳若年層の短期大学離れがますます深刻化し、それに伴い

本学が抱える不安材料が顕在化してきており、これに合わせた学生募集および入学者選抜

の新たな方法を案出しなければならず、本学にとっての最大の課題を有している。 

 まず、入学者受け入れ方針に関して、明示の方法と検証の実態について、吟味してみる。

本学の中期目標「大学の特色、求める学生像、その他入学者の選抜に関する情報を積極的

に発信し志願者の確保を図る」という箇所に関して、アドミッション・ポリシーについて
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の説明は、「学生募集要項」、「大学要覧」、「大学案内」、本学ホームページ、高校訪問、進

学説明会、オープンキャンパス、といったあらゆる機会を通じて行っており、一定の責務

は果たしていると言える。その点で、「大学の特色、求める学生像」の発信力は持っている

と分析される。 

それに対して、入学生のアドミッション・ポリシーに対する理解がどの程度なされてい

るか、把握することに勉めなければならないが、本学では、毎年入学生全員に対して「新

入生アンケート」を実施している。アンケート問９に「本学を志願するに当たり、学生募

集要項の冒頭に記載してあるアドミッション・ポリシーを読んで理解しましたか。１つ選

んでください。」の質問項目がある。平成24年度入学生のアンケート集計によれば、以下

の結果が出されている。 

 

   表５－８ 平成24年度入学生アンケート結果概要 

回 答 国語国文 英語英文 日 本 史 社会情報 健康栄養 全 学 

1 十分理解 26 24.3% 15 26.3% 15 28.3% 15 27.3% 17 41.5% 88 28.1% 

2 まず理解 73 68.2% 38 66.7% 35 66.0% 39 70.9% 22 53.7% 207 66.1% 

3 
理解でき

ない 
0 0.0% 1 1.8% 2 3.8% 0 0.0% 1 2.4% 4 1.3% 

4 
読んで 

いない 
8 7.5% 3 5.3% 1 1.9% 1 1.8% 1 2.4% 14 4.5% 

5 その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

B BLANK 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

  小計 107 100.0% 57 100.0% 53 100.0% 55 100.0% 41 100.0% 313 100.0% 

(資料５－５「平成24年度新入生アンケート結果概要」) 

 

このアンケート実施日時については、４月５日(木)の入学式終了後の学籍簿記入時であ

り、本学に関する予備知識がまったく十分ではない。それだけに素朴な意見の収集が期待

されるが、この調査結果を全面的に信頼すれば、「十分理解」かつまた「まず理解」と回

答した学生が大半を占めていることになる。ただし少数ながら、「読んでいない」「理解

できない」とする向きもあり、本学のアドミッション・ポリシーを全く知らないかあるい

は理解しないまま入学したケースも認められるということになる。本学において、大学お

よび学科ごとの教育目的に副ってアドミッション・ポリシーを定めた平成 19年１月からま

る５年経っており、周囲にも少しずつ浸透してきているという印象はあったが、数値的に

このような実態が掴めたのである。この結果に鑑みて、入学生においてこれを心得て入学

する姿勢が一部を除いて窺い知れる。 
ただしその検証に関しては、現在のところ、新入生を対象としたアンケートに基づいて

行うこと以外にはなされていない。また得られた結果から、今後どのように成果をあげて

ゆくかという点において、まだ何らかの改善の余地があると考えられる。 
 当該課程(各学科)に入学するのに必要な水準の示し方については、アドミッション・ポ

リシーのなかに〈習得しておいて欲しい教科について〉を加味し、高等学校時に修めても
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らいたい教科・科目を明確にしたことで、受験者において何が求められるかが判然とする

ようになったと考えられる。ただ、その教科・科目の内容に関してどの程度までの理解が

必要となってくるのか、具体性の叙述についてはいま少しく検討が必要であるように思わ

れる。こと数学や理科の教科・科目が基礎知識としてある程度要求される側面の強い、社

会情報学科および健康栄養学科においては、アドミッション・ポリシーとはまた別の方法

で受験者に対し知らしめる手段を持つ方がよろしいと判断される。 
  本学ではアドミッション・ポリシーに沿った受入方法の一つとして AO（アドミッショ

ン・オフィス）入学を平成 19年度入試から一部の学科で採用している。日本史学科および

社会情報学科では，平成 18 年５月にそれぞれのアドミッション・ポリシーを定め，学科の

アドミッション・ポリシーに適合した者を選抜条件としている。学校長推薦および自己推

薦入試においても面接試験が課され、そこで本学のアドミッション・ポリシーに関する質

問がなされ、結果受験生に対して理解を促す方向に繋がっていると理解される一方、一般

入試に関してはアドミッション・ポリシーについての理解度を確認する術が、新入生アン

ケートを措いてほかない。前項の「現状の説明」に触れたケース(アドミッション・ポリシ

ーに関わる記述を読んでいない少数回答)も、一般入試による入学者の意見と分析される。

今後こうしたケースにどう対応するか、検討を要する。 
 多様な学生の公正なる受け入れに関しては、本学では、一般社会人、学士・短期大学士、

高等学校卒業程度認定試験合格者、私費留学生、帰国・在外子女等の受験者にも別枠で特

別入試を行っていること、また近年続けてこれを利用した受験者があることからすると、

本学における多様な学生受け入れについては相応の認知度を得ていると考えてよいであろ

う。現役受験生の入学者について述べれば、学科によって本県出身の学生が多数派を占め

るところもある。ますます激化すると予想される短大入学者減少という傾向に備えて、入

学定員数の確保という点を最大限考慮するなら、県外の学生をどのように集めて受け入れ

ていくか、各学科の諸事情はあるにせよ、全学的に足並み揃えて募集に当たることが、多

様な学生受け入れの公正性の面からいっても肝要である。なお、この評価項目に該当する

事項で、障がいを持った受験生の公正なる受け入れに関しては、当事者からの申し出によ

って個別に対応しているというのが現状であるが、高校訪問などの機会を積極的に利用し

つつ、安心して受験ができるように配慮するという旨の説明を可能な限り行っていくとい

う取り組みが必要であると考えられる。 
 学生募集方法および入学者選抜の適切性については、日本史学科および社会情報学科の

２学科においてアドミッション・ポリシーをもっとも重視した AO 入試を行ってきている

こと、自己推薦入試や一般入試においてアドミッション・ポリシーに副う受験科目や募集

人員を設定していることなど、受け入れ方針に副った入学者選抜に本学も腐心していると

評価できる。 
 選抜基準の透明性に関しては、「学生募集要項」の面接および小論文の採点・評価基準や、

各教科・科目学力試験の配点を明確に示しており、進学説明会における個別相談やオープ

ンキャンパスの学科案内、あるいは高校訪問時での説明を実施してもいる。25年度一般入

試から国語国文学科では「国語」の配点が変更されるため、ここの説明は丁寧にしてし過

ぎることはないほど、心して行う必要がある。 
 入学定員に対する入学者比率の適切性に関して、本学では国語国文学科および健康栄養
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学科を除いて、近年 20％を越える入学者を収容する年が続いたため、これを是正すべく 24

年度入試については、全学科収容定員のプラス 10％前後に抑えるよう努めた。これにより

本評価項目における適切性を取り戻したといえる。これは、各学科および入試委員会と連

携して定員に対する合格者のあり方の見直し、追加合格者の検討などを併せて有機的に行

った結果と解される。つまり、在籍学生数の過剰に関する適切性が巧く働いたのである。

今後においても、濫りに収容定員を超すことのないよう、合格判定に慎重さが求められる。

ただし、昨今急速な少子化と学生の短期大学離れが全国的にますますもって顕著な傾向を

見せてきた。本学の「中期計画」に「志願者倍率 2.3 倍以上を維持するよう努力する（前

掲）」とある努力目標に届く状況は、現在一般入試においてのみである。定員を下回るこ

とはこれまでにはないものの、今後いっそう県内外の高等学校に対して本学のアドミッシ

ョン・ポリシーの周知に努めつつ、適切な学生の受け入れが機能するよう、効果的な学生

募集活動の模索が急務である。 
 
① 効果が上がっている事項 
本学全体が示す、以下のアドミッション・ポリシーとして、 
 
① 好奇心に富み、自ら課題を発見して、主体的に課題解決に取り組む意欲がある者 
② 専門分野において、基礎的な勉学を着実に積み重ねる努力を厭わず、かつ幅広い

教養にも関心を持ち、柔軟な発想ができる者 
 
と唱えるものに副った学生募集および入学者選抜には、一定の成果が上がっている。これ

を検証する方策として新入生アンケートは相応の役割を担っている。また、学生募集およ

び入学者選抜を公正かつ適切に行うための見直し・改正に関して、本学入試委員会が全面

的に責務を果たしており、しかるべき処理がこれまで営々となされてきている。適切な定

員の設定および収容定員の確保についても、各学科ごとの点検および入試委員会の是正機

能が十全に発揮されており、在籍学生数に適切性を保たせている。 

 

② 改善すべき事項 

 アドミッション・ポリシーにより見合う学生の確保について、一般入試による入学者の

理解がいま少しく得られていない。入学後の手当として、新入生におけるアドミッション・

ポリシーへの理解度の向上にむけて、全学的に組織的に取り組む必要性がある。また、な

おいっそう多様なる入学者の公正なる受け入れにむけて、障がいを持った受験生における

入学者選抜方法への不安あるいは志願する際の障壁を可能な限り取り除くための工夫とし

て、当事者からの申し出に頼るばかりではなく、高校訪問などの機会を積極的に利用して、

個別に配慮する旨の説明を可能な限り行っていくこと、ならびに県外出身の学生をさらに

受け入れるための取り組みが必要である。 
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３.将来に向けた発展方策 

 

 以上の分析に基づき、現状と将来への展望とつき合わせて、効果の上がっている事項と

改善すべき項と分けて見ることとする。 

 

① 効果が上がっている事項 

 入学定員数の確保および適切な在籍学生数の保持に関して、各学科および入試委員会の

協力体制が機能しており、24年度入試においては適正な入学者数の確保ができた。今後も

両者良好な連絡体制を保ちつつ、本学の学生数の安定的維持を図って行きたい。 
 
② 改善すべき事項 

現在アドミッション・ポリシーは「学生募集要項」をはじめ、本学各種発行誌およびホ

ームページ等で明確に示しているが、その見直しに関して、入学に必要な基礎学力の水準

を具体的に示せるような指標をここに加味していければ、受験上のメリットが大きい。た

だし、アドミッション・ポリシーはあくまでも大きな指針として掲げてあるものであるか

ら、これに並んで別途示すのが適切であろうと考えられる。その具体的な方法を検討する。 
また、多様な入学生の受け入れという観点から見れば、本学入試は各種揃った状態にあ

る。ただし、学生募集に関しては県内高校からの募集に限りがあり、今後積極的な募集活

動は県外高校に対してより広げることで、活路が見いだせると考えられる。また障がいを

持った志願者に対しては、本学の対応に安心して受験できるよう、いっそうの工夫があっ

たほうがよい。短期的な視点でいえば、県外の学生を多く集められるように、高校訪問な

どの機会を十分に活用して学生募集に臨むこと、またオープンキャンパスおよび個別の進

学相談会などにおける志願者や保護者あるいは教職員に対して、直接接触する機会を巧み

に利用して、受験上障がいとなる事由に柔軟に対応する用意のあるとの説明に当たること

である。中期的視点に立てば、入試制度の見直しが必要である。本学は、多様な学生の受

け入れとして、種々の入試(AO・自己推薦・特別入試など)を行ってきているが、これを定

期的に見直すこと、また県外の学生を多く受け入れるための県外枠について全学的に検討

することなど、来るべき 18 歳年齢層のさらなる減少に備える、喫緊の課題と考えていると

ころである。このような中期的な問題を入試委員会で検討する。 
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