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五 学生の受け入れ 

 

到達目標 

本学における学部学生及び大学院学生の受入れについては、文部科学省が定める「大学

入学者選抜実施要項」等の指導方針に基づき、公正な入学試験の実施に努めている。18歳

人口の急減期という厳しい環境のもと、学修意欲があり学力の優れた受験生を一人でも多

く集め、質の高い学生を確保するために、アドミッションズ・ポリシーに基づき本学にふ

さわしい入学者の受入れを行っていく。具体的な達成目標は次の通りである。 

① 本学の教育理念及び教育目標、受入れ方針等について、効果的な広報によって周知

を図る。 

② アドミッションズ・ポリシーと入学者選抜との整合性を確保する。 

③ アドミッションズ・ポリシーとカリキュラムの整合性を確保する。 

④ 質の高い学部学生及び大学院学生の確保と適正な定員管理を遂行する。 

⑤ 学部及び大学院において厳正かつ公正な入学試験を実施する。 

⑥ 多様な選抜方法を工夫し、入試ごとに適正な募集人員を配分する。 

⑦ 適切な学生指導を通じて退学率を引き下げる。 

 

１．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） 

［現状説明］ 

◎  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 

１）アドミッションズ・ポリシー 

 本学は建学以来実学主義を掲げて、産業界をはじめ各界で活躍する実務型の人材育成を

目指してきたが、「ゆとり教育」への初等・中等教育の方針転換と大学の大衆化の流れの中

で、社会環境の複雑化とライフ・スタイルの多様化に応じて個性あふれる多様な能力を持

った学生を選抜するために、たびたび入試改革を行ってきた。 

かつて本学の入試においても、一般入試におけるペーパー・テストの点数のみによる入

試判定への依存は、偏差値至上主義の弊害をもたらし、本学を滑り止めとする受験生の比

率を高めた結果、入学後に勉学意欲に欠けた学生を多く抱えることになった。これに対応

すべく、その後の多様な入学者選抜方法、とりわけ推薦入試や AO（アドミッションズ・オ

フィス）入試を取り入れる中で、「本学の建学の理念及び教育方針を理解し、将来への目的

意識が明確で進学意欲の高い、本学を第一志望とする者を優先して選抜する」ことを、本

学のアドミッションズ・ポリシーとして確立し、その趣旨に沿って入学選抜を行い今日に

至っている。 

 しかしながら、予想された以上に早い「大学全入時代」の到来を迎え、AO 入試や推薦入

試への依存度が高まる中で、ある程度は避け得ない入学者の学力水準のばらつきという新

たな問題が生じた。これに対処するためにも、入試改革と平行して、時代の変化と入学生

の多様な能力に十分対応できる魅力あるカリキュラムの提供や、一人一人の学生を手厚く
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指導するきめ細かな教育システムを構築すべく、抜本的な教育改革を行ってきた。 

２）学生募集方法 

 学生募集活動は、本学の入試業務の中でも大きなウエイトを占めている。特に広報活動

については、受験生の一人一人に本学の教育理念や教育目標、それぞれの学部の教育内容、

そして本学が求める学生像について十分理解した上で志願してもらうためにも、重要な役

割を担うものと位置付けている。そのためのツールは、近年の IT環境の発展に伴い、従来

のアナログ的手段からデジタル的手段へと大きく変化した。本学では、ホームページによ

る大学案内のほか、受験情報誌や受験産業の Web 企画に参画するなどを通じて、大学の紹

介と速やかな資料請求を可能にしている。一方で、オープンキャンパスの開催をはじめ、

地方会場や関東地域の各高等学校で開催される進学相談会等にも積極的に参加し、大学紹

介、入試概要、学生生活等について、受験生への周知を図っている。進学相談会や高校訪

問等への派遣には、入試担当教職員のほか、大学の現状に詳しい課長・係長クラスの事務

職員に進路アドバイザーを委嘱し、対応している。 

 学生募集に係る本学の主な取組み内容は、下記のとおりである。 

 

 Ａ．入試広報 

   ａ ホームページ 

   ｂ 大学案内（パンフレット） 

   ｃ 受験情報誌（ＷＥＢ企画を含む） 

   ｄ 新聞広告（突き出し・連合広告） 

   ｅ 電車内吊広告（ドア上・窓上広告） 

   ｆ 主要駅の看板広告 

   ｇ その他（ポスター・ＤＭ等） 

 Ｂ．入試説明会・進学相談会 

   ａ オープンキャンパス 

   ｂ 大学見学会 

   ｃ 入試説明会（高校教員対象） 

   ｄ 進学相談会 

     ① 会場ガイダンス 

     ② 高等学校内ガイダンス 

   ｅ その他 

     ① 模擬講義（出前授業） 

     ② 面接指導 

     ③ 講演会 

 Ｃ．高校訪問 

   ａ 大学案内（パンフレット）の配付及びオープンキャンパスの案内 

   ｂ 指定校推薦入試の案内 

   ｃ 入学願書の配付及び入試日程の案内 

   ｄ その他（挨拶等） 
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３）入学者選抜方法 

 本学の入学者選抜については、近年の大学を取り巻く環境の変化と、受験生のニーズや

動向に基づき、これまで毎年のように入試制度の改善・改革を続けてきた。本学のアドミ

ッションズ・ポリシーのもと、現在の入試方式に改められたのは、2000 年度入試からであ

る。我が国の大学受験界に根強い「偏差値偏重」を打開するため、一般的な学力試験のほ

かに多様な入学者選抜方法を実施することは、本学が求める個性豊な人材の確保に資する

のみならず、受験生にとっても受験の機会と選択の幅を広げ得ると考え、これまで数次に

わたる入試改革を行ってきた。2006 年度入試は以下の内容で実施された。 

       

Ａ．推薦入試 

   ａ 付属高校・教育提携高校推薦入試 

   ｂ 指定校推薦入試 

     ① 一般 

     ② 特別（専門高校・総合学科） 

   ｃ 公募制推薦入試 

     ① 一般 

     ② 特別（専門高校・総合学科、資格取得者、課外活動） 

 Ｂ．一般入試 

   ａ Ａ方式入試（3科目型） 

   ｂ Ｂ方式入試（2問選択型） 

   ｃ 大学入試センター試験利用入試 

 Ｃ．AO（アドミッションズ・オフィス）入試 

   ａ AO（一般）入試 

   ｂ AO（特別）入試 

      ① 専門高校・総合学科 

      ② 海外帰国子女（海外帰国子女、中国からの帰国者・残留者の子女） 

      ③ 各種団体推薦 

       ④ 高卒認定・大検 

      ⑤ 社会人 

   ｃ AO（課外活動）入試 

      ① スポーツ活動 

       ② 文化活動 

 Ｄ．外国人留学生入試 

   ａ 外国人留学生推薦入試 

       ① 指定校推薦（中国での現地入試を含む。） 

      ② 留学生別科推薦 

   ｂ 外国人留学生一般入試 

 Ｅ．編・転入入試（2年次編入・3年次編入） 

   ａ 編・転入推薦入試 

   ｂ 編・転入一般入試 
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   ｃ 編・転入（社会人）入試 

 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

 18 歳人口の減少に伴い、今後とも少子化傾向の影響を受けて、志願者の減少は避けられ

ない状況にある。何よりも安定的な志願者の確保は、経営の安定のみならず、教育の質の

向上のためにも重要な課題であり、これまで毎年の入試結果や受験生の動向等を分析・検

証し、様々な施策を行ってきた。本学はここ 20 年以上にわたり一度の定員割れも起こすこ

となく、質の良い入学者の確保に一定の効果を上げてきたことは高く評価できる。こうし

たさまざまな手段による入試広報の成果もさることながら、受験生のニーズに応じた新し

い学部・学科の設置や、何よりも新松戸キャンパス（校舎）の開校等もあって、18歳人口

の減少に伴う志願者数の減少も、本学においては、志願者確保が全国でも特に厳しい北関

東にありながら、下げ止まりを見せていることは評価できる。 

 

本学への志願者総数の推移（全学部計） 

年度 2003 2004* 2005 2006** 

入学定員(計) 1,160 1,160 1,160 1,260 

志 願 者 数 1,852 2,662 2,411 2,481 

    *   新松戸キャンパス（校舎）の開校 

    **  スポーツ健康科学部開設 

 

 入学者選抜方法については、本学では創立当初の早い段階から、一般入試に全国でも例

を見ない小論文形式を取り入れるなど、独自の入試制度を取り入れてきた。大学の規模が

格段に大きくなり志願者が飛躍的に増加した現在でも、AO 入試をはじめ、さまざまな選抜

方法を採用することで、個性豊かで問題関心や学習歴の多様な志願者にも対応できる体制

が整えられた。ただ、それぞれの選抜方式については、以下のような問題が指摘できる。 

まず一般入試では、本来は一定の学力を備えた学生の確保に大きな役割を果たすもので

あり、今なお入学者選抜の根幹をなすものであるが、近年、滑り止めで受験する成績上位

者と、他の選抜方式では受験できなかった成績下位者とに二極化する傾向にあり、しかも

志願者数は減りつつあって、本来の役割が失われつつある。 

また推薦入試については、指定校推薦等では、一定の基準以上の学力を有する者を高等

学校長からの推薦によって受け入れており、学生の入学後の学修意欲も高く、本学の教育

理念や目標を熟知していることから、その有効性は入学後の成績にも現れている。しかし、

志願者の獲得をめぐる大学間の競争も激しくなりつつあり、本学が高等学校に与えた指定

校推薦枠は半分も満たされていない状況である。 

付属高等学校推薦では、付属高等学校自体のランキングの序列が高く、毎年基礎学力の

高い 100 名前後の志願者が確保され、本学における良質の学生の確保に重要な役割を果た

して来た。ただ、そのほとんどが新松戸キャンパスを選択しており、また本学への進学希

望者がスポーツ関連の学生に限られつつある傾向にある。 

 外国人留学生の受入れについては、これまで文部科学省の指導の下に、いくつかの学部・

学科で留学生定員を設け、特に、途上国からの留学生については定員を大幅に上回る積極
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的な受入れを行ってきた。しかし、入国管理上のさまざまな問題が生じたことから、ここ

数年は入学者を削減することで質の向上を図っているが、アルバイトの制限をはじめとす

る入学後のケアなど、課題は残されている。 

 以上、本学における学生募集の方法、入学者選抜方法は、外国人留学生入試を除いて、

これまでのところ、本学の教育理念及び教育目的を実現すべく、それにふさわしい入学者

を確保する手段として、適正に行われていると判断できる。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 個性のある多様な学生の確保という観点から、本学では多様な入試方式を取り入れ、し

かも全学部全学科共通で実施してきた。こうした多様な入試方式での学生の受入れは、一

方で、推薦入試や AO入試で入学した者の中に「学力低下」や「学修意欲の低下」等の問題

を顕在化させてきたことも、また否定しがたい事実である。そこで本学では 2007 年度から、

1 年次のカリキュラムの中にリメディアル教育を正式に制度化することで、基礎教育の徹

底を図っていくことになった。 

推薦入試については、本学では「高等教育振興室」を設置しており、ここを高大連携の

窓口にして高等学校との信頼関係を深め、高等学校長との懇談会を頻繁に開催するなどし

ながら本学の教育方針や教育内容に賛同を得て、質の良い本学への入学希望者を確保して

いく。また、外国人留学生入試に対しては在留資格を得るためだけの入学志望者を排除し、

志と勉学意欲の高い留学生に広く門戸を開放するべく、入学から就職までのきめ細かなケ

アのできる組織の立ち上げなどに取り組んでいく。 

また入試制度の改革のみならず、常に教育内容の改善を行い、学生に魅力のあるカリキ

ュラムの充実に努め、それをホームページや受験情報誌等の媒体に掲載し、高校生をはじ

めとして、その保護者、高等学校教員、その他の関係者に周知を図ることも必要と考えて

いる。AO 入試については、事前面談の内容を充実させ、「入学前学習指導」のほかに、入

学後の「補習教育」、「キャリア教育」等の指導体制の充実によって対応していく。 

 

（入学者受け入れ方針等） 

［現状説明］ 

◎  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 

 本学は、1965 年（昭和 40 年）の開学以来一貫して、実学主義とリベラルアーツ（教養

教育）に重点をおいた教育を実施してきた。「教養豊かな、視野の広い職業人の育成」と「実

業界・産業界で活躍する人材の育成」を建学の本旨としており、既設の経済学部、社会学

部、流通情報学部及び法学部はもとより、2006 年 4 月開設のスポーツ健康科学部において

も、「実学重視」を教育の基本方針として、社会から歓迎される優れた人材を育成し、世に

送り出すことを目標としている。本学における入学者の受入れ方針は、こうした本学の教

育理念を踏まえて、各学部・学科の教育目標等を十分理解し、何よりも本学で学ぶことを

志望する質の高い個性豊かな学生を受け入れることにある。そのため、かつての学力重視

の客観テストに加えて、本学が人間力と称している知・徳・体に優れた学生の選抜のため、

特に推薦入試や AO（アドミッションズ・オフィス）入試に力を入れている。 

 

１） 経済学部 
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 経済学部では、情報化、国際化の時代に対応して、経済学及び経営学（会計学）の専門

知識のみならず、広い国際的視野と情報処理能力を備えた「教養ある実業人」を育成し、

社会に送り出すことを教育の目標としている。そして、この目標を達成するため、基礎学

力のある学生もさることながら、何よりも経済社会に関心をもち、意欲的でかつチャレン

ジ精神に富む学生を求めている。このような受入れ方針のもと、経済学部でも、全学共通

で実施されている一般入試や推薦入試等、様々な入学者選抜方法を利用している。 

２） 社会学部 

社会学部は、「実学重視」という本学の教育方針に基づき、教育上の目標を「社会学的素

養」を身に付け、人と人、人と社会の関わり合いを観ていく力、考えていく力、そして構

想していく力をもった教養人の育成に置き、これまで実証的感覚を身に付け社会学的感性

を有した人材を養成してきた。少子化が進展する厳しい入試環境のもと、社会学科・国際

観光学科の特色とその教育目標を達成すべく、複数の入試方式による入学者の受入れによ

って、学生の多様な潜在的能力に期待し、それが大学という学びの場で交流することでよ

り大きな力となるよう希望している。 

３) 流通情報学部 

 流通情報学部は、「実学主義に基づいた教育」を実践し、流通情報分野における専門的知

識を有した人材の育成を教育目標に掲げてきた。情報技術の飛躍的発展とそれによる市場

経済のグローバル化の中、豊かな想像力と感受性によって事物の本質を的確に捉え、現場

での課題の発見と解決能力を有する、流通情報分野のハード、ソフトに強い人材の育成を

目指している。流通情報学部では、少子化が進展する厳しい入試環境のもと、上記教育目

標を達成するために、本学部のこうした方針を理解する学生を複数の入試方式によって受

け入れている。 

４） 法学部 

本学は、実学主義という教育理念の下で、教養ある実業人の育成を目指してきた。法学

部も創設以来、法律学・政治学の基本を学び、リーガルマインドを身に付け、問題発見・

解決能力を養うという教育目標を掲げてきた。そうした本学の理念と法学部の教育目標を

理解した上で、本学法学部で学びたいという明確な意識を持った学生を受け入れることを、

入学者受入れの方針としている。また、単に学力試験にあらわれる学力のみにとらわれず、

さまざまな能力を持った多様な学生の受入れを目指している。 

 

こうして入学者を受け入れるために、本学及び各学部、入試センター等ではさまざまな

工夫をしている。具体的には、毎年発行する入試広報（ホームページ、大学案内〔パンフ

レット〕、受験情報誌など）や各種の入試説明会（オープンキャンパス、AO 入試に先立つ

予備面談等）などあらゆる機会を通して、本学及び各学部の理念・目的・教育目標を受験

生に周知させている。また、学力試験にあらわれる学力のみを入学者受け入れの基準とす

るのではなく、各種の推薦入試（付属校、指定校、公募制）を実施しているほか、AO（ア

ドミッションズ・オフィス）入試など多様な入学者選抜方法を採用している。また、国際

化に対応すべく、流通情報学部を始め各学部では、留学生も積極的に受入れている。 

◎ 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 

近年、日本の国際的地位は政治的、経済的にも大きく上昇し、大学を取り巻く環境も  
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産学連携が広く認知されるなど、大きく様変わりした。一方で、個の重視や職業観の多様

化の影響を受けて、大学入試もかつての画一化されたペーパー・テストだけですべての入

学者を選抜する方式では、社会のニーズに対応しきれなくなった。そのため、入試そのも

のも種々の選抜方法で受験生の多様な能力を図る必要に迫られてきたが、本学の多様な入

学者選抜方法は十分その機能を発揮していると考えている。 

本学は、社会科学分野の複数の近接学部で構成されているため、基礎学力において、志

望学部による入学者の能力の違いを際立たせる要因はあまりない。入試はすべて全学共通

で行われており、そのため合否に関しては入試の成績順位に従い、学部・学科の定員をも

とに、受験生の学部・学科志望に基づいて判定している。特に AO 入試や推薦入試では、ア

ドミッションズ・ポリシーとして、本学を第一志望とする者を優先している。また定員を

大幅に超過する学部・学科への志望者については、受験生の希望がある場合には、その成

績を考慮し、他の学部・学科への志望変更を条件に入学を許可することも行われている。 

 

１）経済学部 

入学試験は、経済学部の理念や教育目標に基づいて編成されたカリキュラムのもとで学

修させるべく、一定の学力レベルと学修意欲をもった学生を確保することである。一般入

試や指定校推薦入試、公募制推薦入試など、多様な入学者選抜方法を導入した結果、学生

の基礎学力にバラツキが見られるようになった。そこで、こうした基礎学力に差のある学

生を対象にしながら、しかし一定の教育水準を確保するため、経済学の基礎科目から応用

展開科目まで、体系的にカリキュラムが編成されている。しかも学生のニーズに応じて、

自由度の高いコースを選択し、自分の目標に最も適した科目群を選択できるように配慮し

ている。 

近年、全国的な傾向として経済学部への志願者が増えつつあるが、それは経済学や経営

学への人気によるものというよりも、経済学部の教育内容がどちらかといえば概括的で、

卒業後の進路が必ずしも特定の専門分野に限定されないことに起因するものであり、狭い

枠に嵌められることを嫌う若い世代の志向に負うところが大きい。そこで経済学部では、

柔軟に将来の方向性を選択できるよう、両学科に、将来への進路の選択を随時模索できる

ように、緩やかな履修モデルに沿ったカリキュラムを提供している。 

２）社会学部 

異なる入試方式による入学者の選抜は、受験生の能力を多面的に評価しようというもの

である。入学者選抜方法は、いわゆる基礎学力の評価を目的とした「一般入試」のみなら

ず、大学の教育課程に付いて行ける程度の学力をもちつつ、志望動機・入学後の勉学につ

いてどう構想し、それをどう表現するかを重視する「AO 入試」、高等学校時代における勉

学及び課外・社会活動に関する一定の評価を得られた者を対象とする「推薦入試」、そして

「留学生入試」から構成される。 

「一般入試」を除いて、判定は面接を重視している。とりわけ社会学科では３コースの

どれを選択するのか、そしてその理由を聴取している。また、スポーツ課外活動を志望す

る者については勉学との両立をどう図っていくか、入学後の生活設計についても確認して

いる。また、中高年者、障害者の志願もあり、入学後の学生生活について事前に入念に協

議し、お互いが納得した上での受入れを実施している。国際観光学科については、資格取
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得と科目履修、専門学校との違いについて説明し理解を求めている。 

また、入学者選抜前のオープンキャンパスや選抜時の面談は、カリキュラム内容の一端

を理解してもらう貴重なコミュニケーションの場であると考えて臨んでいる。 

３）流通情報学部 

流通情報学部でも、他学部と同様、「一般入試」では学力を重視した受験生の選抜を行い、

筆記試験の結果を合否判定の基準としている。 

「推薦入試」では、高等学校が推薦した学生あるいは一定の要件を備えた学生を対象と

し、複数の専任教員による面接を通して、学生の入学意欲や勉学意欲を確認し、これによ

り合否を判定している。「AO（アドミッションズ・オフィス）入試」では、大学の教育課程

についていける程度の学力をもちつつも志望動機、入学後の勉学についてどう構想し、そ

れをどう表現するかを課題作文や面談を通して確認し、これにより合否を判定している。

「留学生入試」は一定水準の日本語によるコミュニケーション能力と日本の生活文化への

適応度を重視し、入試時の面接を実施している。 

カリキュラムとの関係について言えば、入学者選抜前のオープンキャンパスや大学説明

会、選抜時の面談が、本学部のカリキュラム等の教育の内容を理解してもらうコミュニケ

ーションの場であると考えている。そこでは流通情報学部の履修科目の内容や各種資格取

得、専門学校との違いなどについて説明している。 

４）法学部 

多様な入学者選抜方法によりさまざまな能力と意欲のある学生の獲得に努めている。具

体的には毎年発行する入試広報（ホームページ、大学案内〔パンフレット〕、受験情報誌な

ど）や各種の入試説明会（オープンキャンパス、AO 入試に先立つ予備面談等）などを通し

て、法学部の理念・目的・教育目標の周知を図るだけでなく、それを具体化するためのカ

リキュラムの理解にも努めている。 

必修科目となっている「基礎演習」においては、多様な学生が入学してくることを前提

に、いわゆる「読み・書き・パソコン」を学ばせるようになっているほか、法学部独自に

作成した 1年ゼミ用の手引き『ようこそ、法学部で学ぶ諸君！』を授業の補助教材として

利用している。こうして、本学法学部の特徴を理解した上で意欲をもって入学してくる多

様な学生が大学の専門教育にスムーズに入れるよう、「私法入門」「公法入門」などの科目

を設けるなど、カリキュラムにも工夫を凝らしている。 

 

今日の初等・中等教育の抱える諸問題によって学力低下も顕著であり、結果として基礎

学力のばらつきの大きい新入生を大学は抱えることになったが、大学卒業者を待つ社会の

要求は日本の国力に応じた高いレベルにあり、大学は以前にも増して大きくなったこのギ

ャップを、４年間の教育で埋めることが期待されている。本学の各学部のカリキュラムは、

入学生の基礎学力の低下に対応して、近年、各学部とも導入教育・基礎教育に力を入れる

ようになった。具体的には各学部とも、導入科目を設置するなど、カリキュラム上でのリ

メディアル教育を重視するようになった。また、もともと本学は「少人数教育」を謳って

全員ゼミナール制を取っており、特に 1年次の基礎演習では、新入生に「読み、書き、コ

ンピュータ」に代表される自己表現力の向上を共通の目標に徹底した指導を行い、またコ

ース制度を設けて学修のガイドラインを明示するなど、入学者の能力とカリキュラムとの
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整合性を図る努力が続けられている。 

[点検・評価（長所と問題点）] 

 本学では、５学部とも充実した教育システム(カリキュラム体系)を整備し、少しでも質

の高い個性豊かな学生を受け入れるべく、推薦入試、一般入試、AO 入試、外国人留学生入

試及び編・転入入試等の多様な入試方式を取り入れている。特に推薦入試や本学独自の AO

入試は、学生の多様な側面を総合的に評価することができる入学者選抜方法であり、オー

プンキャンパス等の機会に本学及び各学部の教育理念や教育目標を十分知った上で入学し

てくるというメリットがある。 

これからも本学の理念に基づいて、志と気概を持った個性豊かな学生を受け入れ、意思

決定能力や判断力を備えた真の意味で実力のある「教養ある実業人｣として育てていくには、

一般入試のような学力試験だけでは不十分であろう。調査書、志望理由書、筆記試験及び

面接等による総合的な評価が必要不可欠であり、そういう意味では、書類審査と面接を重

視している推薦入試や、志願者と長い時間をかけながら数次の面接と添削指導を行ってい

る AO 入試などは、十分にその意義を発揮しているものと評価できる。ただ、推薦入試や

AO 入試が最近では多くの大学で実施されるようになり、本学第一志望者に限らず受験する

傾向があり、志望動機なども安易に流れる傾向が憂慮されるようになって来た。何より、

受験生がこうした推薦入試及び AO入試の本来の趣旨を理解せず、安易な入試の手段として

考えていることは問題である。 

複数ある入試方式にまたがる合否判定の公平性の問題については、入試・教育情報を Web

上やオープンキャンパスなどで詳しく開示するなどし、受験者本人がその能力を最大限に

発揮できる入試方式を選択できるよう努めているが、完全に克服することは難しい。しか

し、可能な限り評価の客観化に努め、推薦入試や AO 入試などでは一人の受験者に複数の教

員が複数回の評価を下すシステムを採用している。 

また、本学の各学部のカリキュラムは、受入れ方針との整合性について必ずしも十分な

検討がなされてきたとは言い難いが、しかし入学生の基礎学力の低下に対応して、近年、

各学部とも導入教育及び基礎教育に力を入れるようになった。具体的には各学部とも、導

入科目を設置するなど、カリキュラム上でリメディアル教育を重視するようになっている。

もともと本学は「少人数教育」を謳って全員ゼミナール制を採用し、特に 1 年次の基礎演

習では、新入生に「読み、書き、コンピュータ」に代表される自己表現力の向上を共通の

目標に徹底した指導を行い、またコース制度を設けて学修のガイドラインを明示するなど、

入学者の能力とカリキュラムとの整合性を図る努力が続けられている。また留学生には、

日本語を中心とする外国語教育を行うなど、入学後の受入れ態勢が十分に整えられている

と言って良い。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 本学の受入れ方針に沿った学生を入学させるには、入学者選抜方法の絶えざる見直しが

必要である。特に、今日の「大学全入時代」を迎え、学園理事会との連携によって、責任

ある入試広報体制を構築することが急がれる。それぞれの学部の教育理念や目標を十分理

解した上で志望する受験生を少しでも多く確保するため、今後一層学部の教育方針・カリ

キュラムの特長等について広報するとともに、AO入試や推薦入試の充実を図っていくこと

になろう。幸い、2006 年度から企画広報室が設置され、広報担当の専任職員が配置された
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ことから、今後の積極的な活動に期するところである。 

 全国的に見ると４年制大学の約４割もが定員割れを起こしており、とりわけ本学が立地

する北関東地域は受験生確保が全国でももっとも厳しい環境にあることから、従来と同じ

入試広報の在り方では、本学もいずれ定員確保に困難をきたすであろうことは容易に推察

できる。学生募集については、学園（理事会）が前面に立って責任を持ち、教職員の協力

を得ながら進めていく体制をつくるべく、「日通学園戦略会議」等で長期的な対策を講じな

ければなるまい。 

ところで、推薦入試や AO入試などにより早期に入学が決定する学生が多くなっているこ

とや、また基礎学力に差のある学生が多く入学していることなどから、入学前に行う学習

指導や導入教育の重要性は、今後さらに高くなろう。入学後の成績状況を追跡調査し、そ

の内容と入学者選抜方法との関係を検証するなど、入学者選抜方法についてもさらに検討

していく必要がある。 

 また、これは高等学校における進路指導上の問題でもあるが、進学希望者のかなりの部

分は、文系・理系の区別はともかく、厳密な学部・学科の選択を行うには無理な現実があ

る。そこで進学のミスマッチへの対応として、例えば入学時の 1年間は各学部共通でカリ

キュラムを運用し、その後に学部を選択させることなども考えられるが、｢大学設置基準の

大綱化｣の中で 1 年次から専門科目を配当している学部も少なくなく、学部間の調整が必要

である。そこで本学では、2008 年度からのカリキュラムの改革で「副専攻制」を全学部で

導入することで、対応することを予定している。 

 

（入学者選抜の仕組み） 

［現状説明］ 

◎  入学者選抜試験実施体制の適切性 

 本学における入学者選抜の全般的業務は、基本的には入試センターの所管となっている。

入試センターには、入試センター長が置かれ、学長が選考し理事会の承認を得て任命され

ている。入試センター長は、学長の命を受け、入試運営委員会、全学入試協議会を通じて

各学部教授会と連携を保ちつつ、入試課職員を統括して入試業務に当たっている。また、

AO 入試については各学部教員から構成される専従組織（AO 一般：AO 委員会、AO 課外：課

外活動振興計画委員会）が、受験適格者を長時間かけて選抜する任に当たっている。 

 

入試運営委員会       ：入試センター長を委員長に各学部 1名ずつ、計５名の入試 

                    担当運営委員で構成。 

全学入試協議会       ： 学長を委員長に、入試運営委員会構成員、各学部長、AO 委員

長、学生部長、事務局長、計 15 名で構成。 

AO 委員会            ： 各学科１名ずつの計８名の AO 委員で構成。委員長は互選。 

課外活動振興計画委員会  ：学生部長を委員長に各学部 1名ずつ、計５名の課外活動振興計

画委員で構成。 

 

 本学入試の基本政策は、入試運営委員会が企画、立案し、学長、各学部長、入試センタ

ー長、各学部入試運営委員及び事務局長で構成される全学入試協議会において協議、決定
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される。一方、入学者選抜試験の実施体制としては、学長を本部長に各学部長、入試セン

ター長及び各学部入試運営委員で組織される試験実施本部が設置され、試験監督や採点業

務については教員が、試験場警備、受験生誘導、試験場設営、入試庶務などについては入

試センターを中心に多数の職員が、それぞれ実施をサポートしている。 

 合格者の判定については、あらかじめ学長を交えた入試運営委員会が原案を策定し、全

学入試協議会において全学的見地から調整・協議した上で、最終的に各学部教授会の議を

経て決定される。 

本学における入学者選抜は、基本的にはすべての選抜方式について、全学部共通の内容

と方法で実施されている。一般入試では科目試験を行い、その総合得点順位が各学部にお

ける合格者決定の基準となっている。また、推薦入試では調査書審査、面接試験（公募制

では作文試験を加える。）、AO 入試では専門委員会の選考を経た有資格者に対して調査書審

査、面接試験、外国人留学生入試では日本語試験と面接試験が課され、ペーパー試験のあ

るものについてはその得点を優先基準として、面接試験を含めて合否を判定している。 

◎  入学者選抜基準の透明性 

一般入試については総合得点のみを選抜基準としている。合格最低点は、３教科型では

160 点（満点 300 点）、２教科型では 60 点（満点 100 点）を基本とするが、平均点、学科

ごとの試験別定員などを考慮して若干の上下を設けている。推薦入試における作文(小論

文)は原則として 60点を（満点 100 点）合格最低点とし、採点は２人の採点者がそれぞれ

50 点（日本語としての基礎能力＝30 点、論旨＝20 点）を持ち点として別個に採点した結

果を単純合計し、100 点満点としている。 

一方、推薦入試や AO入試の面接では評価の客観性を担保するため志望学部の教員 1 名と

他学部教員 1 名の組み合わせにより志望動機や卒業後の進路などの聞き取りを中心に面接

を行い、不合格者について再面接の機会を与え、合格者の適正判断に慎重を期している。 

また、これらの評価基準、最低点、合格基準等については、高等学校教員への進学説明

会で開示し、各高等学校の進路指導者に当年の入試情報も含めて周知徹底を図っている。

受験生に対しては、茨城県をはじめ関東圏の受験生延べ約 2,000 人を対象に６月から各キ

ャンパス、月 1回の割合でオープンキャンパスを開催し、学部・学科相談会等でできるだ

け多くの入試情報を提示している。また、大学情報に明るい事務職員に進路アドバイザー

を委嘱し、関東近県を中心に延べ 200 回程の高等学校説明会（高等学校主催の大学説明会）

に立会い、本学受験希望者との直接面談も含めて、本学の入試情報の提示ときめ細かなア

ドバイスを行ってきた。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

本学の入試においては、学長を頂点とした全学的な実施体制が確立されており、基本的

には円滑に実施されていると言えよう。また、入試判定も複数のハードルが設けられ、選

抜基準の透明性が図られる体制となっている。しかし、すべての入試業務を担当する入試

センターについては、多様な入学者選抜方法によって繁雑な入学試験を実施していくには、

組織的にも人員的にも限界になりつつある。入試に関わる業務を総合的に推進するために

も、入試制度の改革及び学生募集の企画・立案等について各部署との調整を行うことによ

り、より一層の入試業務の効率化を図る必要がある。 

 本学における多様な選抜方法は、入試の公平性を確保し、透明性のある客観的な選抜基
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準で実施する必要がある。一般入試のような個別学力検査を実施する場合は、純粋に点数

によって判定されるため、この点の問題はないと言えよう。しかし、AO入試や推薦入試の

ように、受験生の能力、適性、意欲等を重視し、面接、作文・小論文等の結果及び書類審

査によって総合的に評価する場合、入試の種類によっては、選抜の基準が多少異なってお

り、特に、多くの教員が分担して行う面接や課題の採点については、担当者を複数配置す

る等の措置をとり公正さを確保しているものの、必ずしも万全とは言えない。 

受験生への広報としては、上述の他に多数の受験業者主導の進学説明会があり、本学も

多く出席しているが、往々にして有名私大中心になりがちで、本学の情報が高校生に必ず

しも十分に伝わっているとは言い難い。そこで、効果とコストのバランスの取れた進学説

明会を構想すると同時に、特に志望者の大半を占める関東近県においては、労を厭わず高

等学校に直接出向いて情報を直に伝えることが必要になってきている。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

受験生への広報として、関東近県では高校生との直接接触による情報のやり取り、地方

では業者主催の進学説明会への出席等により、更なる志望者の開拓を図る。近年、情報開

示の観点から、入学試験の結果ばかりではなく、成績の個人への開示が求められており、

選抜基準の透明性を確保するためには、受験生個人への成績開示についても、実施に向け

た検討を行っていく。 

 

（入学者選抜方法の検証） 

［現状説明］ 

◎  各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

すべての入試問題作成はパソコン等の普及により 2004 年から全面的に印刷も含めて学

内で行われるようになった。作問から印刷・製本までの流れは作問委員会（問題作成）、技

術顧問（校正、レイアウト統一）、入試運営委員会（印刷、製本、管理）の三つの組織で限

定的に分業されている。A方式では英語、国語、選択科目（日本史、数学、世界史、政経、

地理）、B方式では英語、国語、数学から入試問題が作られる。それぞれの科目でその分野

の専門家や近接分野の複数の教員が入試運営委員会から示される日程に基づいて長期にわ

たって問題作成作業に携わる。各科目では、それぞれ二人の作問者を取りまとめ役として

３～５人ほどの問題作成者が各試験方式共通のマニュアル及び科目特有のマニュアルの両

方に基づいて問題レベル（概ね、平均点６割）、過去問との検証、問題間の調整なども含め、

守秘義務のもと、全責任を負うことになる。 

問題作成は、複数の独立した入試センター管理下の問題作成室で原稿作成が行われ、完

成原稿は入試運営委員の管理下におかれ、技術顧問によるパソコン入力補助、レイアウト

統一が施される。さらに印刷段階に入った入試問題は、初稿、再校、仕分け校を経て、内

容や、校正ミスが複数回にわたってチェックされる。さらに、入試後には問題、解答を問

題集として印刷、公表している。 

 ところで、入試の多様化は、そのまま入試問題の作成者に多大な時間と労力の消費を強

いることになる。本学の場合、学部共通ではあるが、一般入試だけでも２回の A方式、３

回のＢ方式があり、その両方式で共通の国語、英語、数学はそれぞれ五つの問題冊子を作

ることになる。作問量の増大は、結果として出題ミスの機会を増す。学内印刷体制への変
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更はこれを防ぐことにも寄与している。入試直前まで問題印刷が可能なため、予定回数を

超えてのチェックもできる。しかしながら、本学ではここ数年、解答に関わる重大ミスは

ほとんどないとはいえ、毎回といってよいほど部分的な訂正が出ており、現在行っている

ルーティン・チェックを省力化する状況にはない。問題作成は、すべての教員に公平に分

担させるというような性格のものではないことから、どうしても問題作成者が偏り、その

分負担感が大きくなっていることは否めない。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

 専任教員が入試問題を作成することは、入学者の受け入れに対して主体的な役割を果た

すと同時に、公平性を維持し、機密の漏洩を防ぐという観点から評価されるべきものであ

ろう。しかし、専任教員のすべてが高校教育の現状を理解しているとは言い難く、出題に

当たっては、特定の教員に偏りが見られるとともに、入試問題の難易度や出題範囲の適切

性についても、疑問が残る場合もある。入試問題の難易度や出題範囲については、より適

切性を求められるものであることから、出題者の人選と出題者への高校教育内容の周知の

方法について、再検討の必要がある。 

 また、出題ミスを出さないことが入試問題作成の基本であることから、出題者による問

題チェックの一層の厳格化のほか、出題に関わらない他の教員による問題チェックの導入

など、チェック体制の強化についても検討しなければならない。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 2003 年度より入学から就職までの個人データ・ベースを構築し、入試種別による各種情

報比較を経年的に行うことが可能となっている。入試内容は主として合格者最低点と入学

者評定平均、入学者偏差値平均の３点を組み合わせ、特に後二者を融合したインデックス

によって、経年的に吟味を行っている。入学者選抜の検証に関しては、個人データ・ベー

スの構築からの年が浅く、いまだその効果が出るまでに至っていない。最低３年、できれ

ば５年ぐらいを期に入試改革を計画するぐらいの入試環境の安定化が欲しいが、現状では、

最近の５年間の本学志願者の動向は、入試改革はもとより「キャンパス選択制」や学部増

設などで毎年のように大きく変わり、いまだに将来の方向性を見定めにくい状況にある。

しかし、今後、このデータ・ベースの利用により、本学の入試の実態をより客観的かつ細

部にわたって把握できるようになると思われる。さらに、入学後の学生の追跡調査も恒常

的に可能となっていることから、入試と教育、さらには就職も含めた総合的視点から、多

くの改善点が提出されることになろう。 

 

（アドミッションズ・オフィス入試） 

［現状説明］ 

◎  アドミッションズ・オフィス入試を実施している場合における、その実施の適切性 

 2000年度入試から実施されている本学のAO入試は、社会科学の分野に強い関心を持ち、

強い学修意欲と問題意識を持った志願者の能力と適性を多面的・総合的に判定する入試で

あり、本学を第一志望とする者のみを対象としている。 

 AO 入試の種類は、一般、特別及び課外活動に大別され、一般は普通科に在籍する高校生

を主な対象としているのに対し、特別は普通科に在籍する高校生とは異なった体験・経験

を有している者を対象とし、専門高校・総合学科、海外帰国子女、各種団体推薦、高卒認
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定・大検及び社会人に細分されている。一方、課外活動は、本学の場合、スポーツ・文化

活動推薦に代わるものと位置付けている（重点部への入部を前提）。 

 AO 入試では、本学を第一志望とする者がオープンキャンパス等でエントリー後、予備面

談を行い、受験希望者の志望動機、目的意識、勉学意欲、適性並びに人間性等を判断し、

次のステップである課題文（三つの作文、各 1,000 字程度）の作成へと進み、本学教員に

よる数次の面談や課題文の添削指導を受け、出願可となった者から順次、本面談（入試）

に進めることとしている。 

 AO 入試合格者はその入試の性格から学力にばらつきがあり、基礎学力が不足している者

も少ないながら目立つ。さらに合格時期が他の入試に比べて早く、本学では早いものでは

前年９月に合格が決まってしまうことから、この入学までの最大半年間を有効に使っても

らうために、入学前学習指導が実施されている。基礎学力向上のため国語、英語の単語・

熟語学習と応用力向上のため課題文問題が全入学予定者に課され、得点、評価が本人に伝

えられ、入学のための学力準備に一役買っている。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

 本入試は、本学への進学熱望度の高い者を対象としている。また、ペーパー・テストで

は測れない知・徳・体に代表される人間としての総合力（人間力）を評価する入試であり、

実学主義の下、社会人養成を自負する本学にふさわしい入試形態と言えよう。特に本学独

自の AO 入試として、産業界との連携の一環として日本通運株式会社及び「全日本トラック

協会」からの推薦を受け入れていることは、特筆すべきものと言えよう。ただ、AO入試一

般の実態として、高校生レベルで知・徳・体の３拍子が揃った者はそう多くはなく、結果

として学力レベルの不十分な高校生を救済する様相の入試になりつつあることは、今後の

検討課題である。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 大学全入時代を迎え、また、大学大衆化の要請に応えて行くためにも、AO 入試そのもの

を廃止することは考えられない。本来の趣旨に立ち返り、入学者の量的確保の観点から質

的確保に焦点を移していくとともに、移行期間中においては入学者の学力レベル向上のた

めの支援体制を入学前・後にわたって取って行く必要がある。入学直後におけるアチーブ

メント・テストの導入、能力別クラスの編成など、実行できることから順次実施に移して

いく。 

 

（入学者選抜における高・大の連携） 

［現状説明］ 

◎  推薦入学における、高等学校との関係の適切性 

 本学の推薦入試は、広く社会科学系に興味・関心があり、本学を第一志望とする者で、

高等学校長が推薦する者を対象としており、付属高校・教育提携高校推薦、指定校推薦及

び公募制推薦入試がある。本学では、入学者全体の推薦入学者の占める割合が比較的多く、

その中でも指定校推薦が顕著となっており、その重要性は高く評価されている。 

 指定校推薦入試は、本来、生徒を送り出す高等学校とこれを受け入れようとする大学と

の相互の信頼関係が前提であって、両者の間には、一種の教育提携関係が成り立っている

と認識すべきものである。近年、いくつかの高等学校から指定校の枠を新たに設けて欲し
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い、人員枠を増やして欲しいとの要望があり、本学の指定校推薦制度の基本方針が定着し

つつあると考えている。 

◎ 高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

 本学では、これまでも茨城県内をはじめとして、千葉県・埼玉県等の近隣の高等学校内

での進学相談会、模擬授業及び面接指導等に積極的に参加し、高校生に対して、本学の教

育理念・特色、学部・学科の内容、入試並びに就職状況等について、最新の情報を紹介し

てきた。また、会場ガイダンス、オープンキャンパス及び大学見学会においても、可能な

限り個別相談の機会を設けるなど、積極的に進めてきたところである。ホームページや Web、

受験情報誌等で得られない情報が、本学の専門スタッフにより直接聞けることで、高校生

にとって有益であるだけでなく、大学としても高校生の受験動向を知る上で、有意義であ

ると考えている。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

 これまで、推薦入試については、推薦のあった高等学校長へ合否結果を通知している。

個人情報保護法との関係もあるが、特に指定校の場合、高等学校との適切な関係を維持す

るために、入学後の状況や卒業後の進路に至るまで、幅広い情報の提供が必要となってく

ると思われる。大学全入時代を迎えた現在において、大学の使命である情報の開示と個人

情報保護との狭間の中で、最大限に有効な情報の提供について、再検討しなければならな

い時期に来ている。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 本学では、入試センターと連携し、高等学校との調整機関として、本学の建学の趣旨及

び教育理念の浸透を図り、入学志願者の確保、増大と、その質の向上に資するため、「高等

教育振興室」が設置されている。この高等教育振興室には、現在、茨城県、千葉県及び埼

玉県の高等学校校長経験者を参与として委嘱しており、高等学校と大学との連携強化のサ

ポート役として、実績を上げつつある。将来的にも、高等学校と本学との信頼関係を維持

しつつ、高等学校の要望を受け入れながら、大学の情報提供を積極的に進めていきたいと

考えている。 

 

（外国人留学生の受け入れ） 

［現状説明］  

◎ 留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生受け 

入れ・単位認定の適切性 

 本学では、入学定員枠としては、社会学部国際観光学科で 10名、流通情報学部流通情報

学科で 50名、法学部ビジネス法学科で 15名の定員枠を持っているが、それ以外の学部に

おいて、多かれ少なかれ外国人留学生を受け入れて来た。どの学部においても留学生入試

は、一定水準の日本語によるコミュニケーション能力及び日本の生活文化への適応度を重

視し、日本語能力試験と面接による入試を実施し、選抜している。また、日本の日本語学

校における受講態度、現地の日本語学校における成績のみならず、生活態度を重視した合

否の判断基準を設定するとともに、受験動機や入学後の生活設計についても、その把握に

力点をおいて面接を実施してきた。 

定員枠を持たない経済学部の両学科への外国人留学生の志願者は近年減りつつある。社
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会学部国際観光学科では、その設立趣旨に基づき、留学生の受入れを当初から積極的に実

施し、おおよそ 10 年間、外国人留学生の安定的確保のもと推移してきた。流通情報学部も

また、設立時より本学で最も多くの留学生を受け入れてきた。アジア地域、とりわけ中国

経済の急速な発展を背景にして、情報技術やロジスティクスに関心を持った中国人留学生

の志願が増加していることなどから、入学定員に見合う質の良い受験生の確保も、これま

で十分可能であった。 

なお留学生については、日本の大学入学資格要件を十分満たしているか否かについて書

類で確認の上、入試センター窓口で受験を受け付けている。 

［点検・評価（長所と問題点）］  

社会学部では、一時、適正規模を超えた留学生の在籍により、国際観光学科の運営が多

少不安定な状態になったこともあったが、ここ２年ほど、40名を超えない程度の留学生の

入学に減っており、徐々に安定した異文化交流ができる状況になっていることは評価でき

る。国際観光学科の目的とする、より多様な地域からの留学生の確保とそれに対応するカ

リキュラムの再編が問題であるが、それは単に留学生の問題にととまらず、「国際」という

範囲で観光をどう扱っていくかという国際観光学科自身の問題でもある。 

流通情報学部では、当初学部入学定員の３割弱に設定された留学生の数がここ数年大幅

にこれを超えた結果、適正規模を超えて学部運営が多少不安定になったことは否めない。

しかし、この２年ほど当初の３割程度に抑えられ、徐々に安定した状況に戻っている。国

際化、異文化交流という側面からは留学生が増えることは好ましいことであるが、それに

よってもたらされる質の低下、例えば日本語コミュニケーション能力、語学力のなさから

日本人学生と留学生の間に格差が生まれ教育指導が難しくなるという問題がある。さらに、

一国に集中することなく、多様な国・地域からの留学生を受け入れることが真の意味での

国際化につながると思われる。 

法学部では、学部の性格から正確な日本語能力が特に必要とされるため、他学部以上に

外国人留学生の学修に伴う困難が大きい。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

留学生の増加による教育の質の低下を避けるため、留学生入試の合否判定基準を厳しく

するとか、あるいは入学後の留学生の学力のレベルアップを、カリキュラムのみならずそ

の運用でどう展開していくか等について検討して行く必要がある。それ以外にも、文部科

学省への届出による留学生枠の一部返上、もしくは一般入学生枠への振替え等も考えてい

かなくてはならない時期に来ている。いずれにせよ、留学生の数は日本人学生とのバラン

スを考え適正規模を超えないよう極力押さえていく。 

 

（定員管理） 

［現状説明］ 

◎  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 

2006 年度の本学の入学定員は、スポーツ健康科学部を除く経済・社会・流通情報・法の

４学部で 1,080 名であり、総収容定員は同じく４学部で 4,720 名である。そのうち編入学

定員は、２年次編入が流通情報学部流通情報学科 20 名、３年次編入が社会学部国際観光学

科 20名、流通情報学部流通情報学科 10名、法学部ビジネス法学科 10名となっている。具



 196 

体的には基礎データの（表 13）、（表 14）のとおりであり、上記４学部の在籍学生数の総収

容定員に対する比率は 1.13 培、また 2006 年度の４学部への入学者総数は 1,289 名で、総

入学定員に対する比率は 1.19 培である。なお過去５年間の各学部の入学者数及び超過率の

推移は下の表の通りである。 

 

            入学定員、入学者数、超過率 

         年度    2002    2003   2004    2005   2006 

入学定員 430 名 430 名 430 名  430 名 400 名  

入学者数 453 名 503 名 571 名 542 名 501 名 

経済学部 

  

  超過率 1.05  1.17  1.33  1.26  1.25  

 

         年度   2002    2003    2004    2005   2006 

入学定員 300 名 300 名 300 名 300 名 300 名 

入学者数 331 名 329 名 374 名 368 名 342 名 

社会学部 

  

  超過率 1.10  1.10  1.25  1.23  1.14  

 

         年度   2002    2003    2004    2005   2006 

入学定員 180 名 180 名 180 名 180 名 180 名 

入学者数 230 名 193 名 240 名 222 名 203 名 

流通情報学部 

  

  超過率 1.28  1.07  1.33  1.23  1.13  

 

         年度   2002    2003    2004    2005   2006 

入学定員 250 名 250 名 250 名 250 名 200 名 

入学者数 270 名 295 名 308 名 305 名 243 名 

法学部 

  

  超過率 1.08  1.18  1.23  1.22  1.22  

 

 

（１）経済学部における定員管理 

2006 年度の経済学部の収容定員は、1,690 名（経済学科 1,090 名、経営学科 600 名）で

あるが、2005 年度以前は、1,720 名（経済学科 1,120 名、経営学科 600 名）であった。こ

れは、2006 年度に開設したスポーツ健康科学部に経済学科の入学定員 280 名から 30 名を

移譲したためである。2006 年５月１日現在における在籍学生数は、経済学科が 1,315 名、

経営学科が 713 名である。したがって、2006 年度における学生収容定員に対する在籍学生

数の比率（超過率）は、経済学科で 1.21、経営学科で 1.19 である。 

2002 年度から 2006 年度における学生収容定員と在籍学生数の推移は、次の表に示すと

おりである。過去５年間においても、学生収容定員に対する在籍学生数の比率（超過率）

は、いずれも 1.25 を下回っている。 
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2002～2006 年度における経済学部学生収容定員、在籍学生数及び超過率 

 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 

学生収容定員 2,252 名 1,972 名 1,720 名 1,720 名 1,690 名 

経済学科 1,424 名 1,264 名 1,120 名 1,120 名 1,090 名 

経営学科 828 名 708 名 600 名 600 名 600 名 

在籍学生数   2,276 名 1,972 名  1,963 名 1,980 名 2,028 名 

経済学科 1,449 名 1,268 名 1,273 名 1,288 名 1,315 名 

(超過率) (1.02) (1.00) (1.14) (1.15) (1.21) 

経営学科 827 名 704 名 690 名 692 名 713 名 

(超過率) (1.00) (0.99) (1.15) (1.15) (1.19) 

＊2002 年度及び 2003 年度の学生収容定員には臨時定員増分が含まれている 

 

2006 年度における入学者数は、経済学科が 314 名、経営学科が 187 名である。したがっ

て、入学定員に対する入学者数の比率（超過率）は、経済学科で 1.26、経営学科で 1.25

となっている。また、最近５年間においても入学定員に対する入学者数の比率（超過率）

の平均は、経済学科で 1.22、経営学科で 1.21 となっている。 

（２）社会学部における定員管理 

2006 年度の社会学部の収容定員は 1,240 名（社会学科 720 名、国際観光学科 520 名）で

あり、収容定員に対する在籍学生数についての推移は、下表のとおりである。2005 年度の

収容定員に対する在籍学生数の比率は、社会学科が 1.11、国際観光学科が 1.08、社会学部

全体で 1.10、また 2006 年度では、社会学科で 1.10、国際観光学科で 1.08 である。 

 

2002～2006 年度における社会学部学生収容定員、在籍学生数及び超過率 

 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 

学生収容定員 1,373 名 1,303 名 1,240 名 1,240 名 1,240 名 

社会学科 853 名 783 名 720 名 720 名 720 名 

国際観光学科 520 名 520 名 520 名 520 名 520 名 

在籍学生数   1,431 名 1,323 名  1,328 名 1,359 名 1,355 名 

社会学科 924 名  807 名  776 名  797 名 793 名 

(超過率) (1.08) (1.03) (1.08) (1.11) (1.10) 

国際観光学科 507 名 516 名 552 名 562 名 562 名 

(超過率) (0.98) (0.99) (1.06) (1.08) (1.08) 

*    2002 年度及び 2003 年度の学生収容定員には臨時定員増分が含まれている 

**   社会学科の収容定員は、2000 年度入学生まで臨時定員増分を含んでいた影響で、

2003 年度までは 720 名を超えていた。 

***  国際観光学科の収容定員は、臨時定員増分の影響を受けなかったので変化しなかっ

た。なお、国際観光学科の場合、入学定員は 120 名であるが、３年次編入枠が 20名

であるので、収容定員は 120＋120＋140＋140＝520 名となる。 
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社会学部では全学の入試方針に基づき、定員管理を実施してきた。社会学部の過去の入

学定員と入学者数の比率は以下のとおりである。過去５年の入学定員に対する入学者数比

率の平均は、社会学科が 1.14、国際観光学科が 1.20、社会学部全体で 1.16 である。これ

に、国際観光学科の秋学期入学者、2003 年度５名、2004 年度４名、2005 年度 1 名を加え

ても、学科の入学定員に対する入学者数については適正水準で推移している。 

（３）流通情報学部における定員管理 

 流通情報学部の学生収容定員、在籍学生数及び超過率は次の表に示すとおりである。収

容定員は、毎年 180 名の入学定員の他に、２年次進級時の編入枠 20名、３年次進級時の編

入枠 10 名を加えて、１年次から４年次まで合計 800 名である。下の表のように、本学部に

おける収容定員に対する在籍学生数の比率（超過率）は、過去 5年をみても適正な水準で

推移してきた。 

 

2002～2006 年度における流通情報学部の収容定員、在籍学生数及び超過率 

   年度 2002 2003 2004 2005 2006 

収容定員  800 名  800 名  800 名  800 名  800 名 

 在籍学生数  888 名  876 名  873 名  839 名  826 名 

  (超過率)  (1.11)  (1.10)  (1.09)  (1.05)  (1.03) 

 

また、流通情報学部の入学定員と過去５年間の入学者数、超過率（入学定員に対する入

学者数の比率）は次の表に示すとおりである。全学の入試方針（収容定員の 1.25 未満を目

途）に基づいて定員管理を実施してきたが、超過率もほぼ適正な水準で順調に推移してい

る。 

（４）法学部における定員管理 

法学部における学生収容定員と在籍学生数の推移は、下の表のとおりである。2005 年度

のビジネス法学科の収容定員に対する在籍学生数の比率は、ビジネス法学科で 1.06、自治

行政学科では 1.16 であり、開学以来常に 1.25 を下回っており、適正な水準で推移してき

ている。 

 

2002～2006 年度における法学部学生収容定員、在籍学生数及び超過率 

 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 

学生収容定員  500 名  770 名 1,040 名 1,040 名 990 名 

ビジネス法学科 300 名 460 名 620 名 620 名 570 名 

自治行政学科 200 名 310 名 420 名 420 名 420 名 

在籍学生数    513 名  793 名  1,077 名 1,147 名 1,125 名 

ビジネス法学科 293 名 458 名 626 名 660 名  628 名 

(超過率) (0.98) (1.00) (1.00) (1.06) (1.10) 

自治行政学科 220 名 335 名 451 名 487 名 497 名 

(超過率) (1.10) (1.08) (1.07) (1.16) (1.18) 
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また、法学部では、2001 年度から 2005 年度までは、企業法学科（2005 年からビジネス

法学科と改称）の入学定員は 150 名、自治行政学科の入学定員は 100 名であったが、入学

試験における応募状況を踏まえて、2006 年度からはビジネス法学科及び自治行政学科とも

に入学定員をそれぞれ 100 名とした。 

入学者数及びその定員超過率の推移は、上の表の通りである。過去５年間の入学定員に

対する入学学生数の比率の平均は、ビジネス法学科で 1.14、自治行政学科で 1.25、法学部

全体で 1.19 であり、これもまた極めて適正な水準で推移してきたと言えよう。 

◎  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 

 ここ数年は定員超過の著しい学部・学科はない。本学は最近の 20 年間にわたって学部・

学科の増設、入学定員の増員を繰り返し行ってきた。結果として、その度に大学設置基準

をクリアすることを義務付けられており、そのため定員管理についてはことのほか厳正に

対処しなければならない状況にあった。その結果、見られるように最近５年間において、

入学定員に対する入学者数比率は全学部平均でおよそ 1.15、また学部の収容定員（計）に

対する在学生（計）の比率もおよそ 1.17 ときわめて適正に推移してきており、これまでの

定員適正化に向けた努力の結果であると考えている。 

◎  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 

 大学全入時代を背景に、本学においても社会状況、志願者の動向や入試状況等を分析し、

入学定員の確保と質の向上を目的に、これまで種々の改革・改善を図ってきた。定員変更

の可能性に関する検証は、毎年度初めの全学入試協議会において志願者の応募状況の結果

を分析し、それを受けて全学入試協議会及び学内理事会で審議し、当該の学部教授会に諮

って行うことになっている。これまでも全学的な学部再編に関する検討の中で、2000 年度

から臨時定員分の削減を開始し、2001 年度には臨時定員分すべてを返上してきた。その後、

スポーツ健康科学部の開設に伴い、経済学部では経済学科の定員 280 名のうち 30名を新学

部に移し、2006 年度より経済学科の入学定員が 250 名に変更された。また同じく法学部で

も、ビジネス法学科 150 名の入学定員のうち 50 名を新学部に移し、2006 年度より新たに

100 名に変更した。今後、本学への志願者の増加があまり期待できない以上、各学部教授

会はもとより、全学的な組織において、５年先、10 年先を見据えた中・長期的な構想計画

を立てる必要がある。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

2006 年度における学生収容定員に対する在籍学生数の比率（超過率）は、どの学部も 1.0

を下回ることもなく、しかも 1.05 から 1.20 の範囲内にあり、少人数教育による教育水準

の維持という点からも、また経営上の予算人数の確保という点からも、適正な範囲内にあ

ると判断できる。また、過去５年間におけるどの学部・学科の超過率も、概ね適正な範囲

内で推移してきたと言ってよい。 

ただ現実には、各学部間で受験者数の偏りが見られ、上述の定員比率の遵守も、合格者

の志望学部・学科変更の誘導によって最終的に微調整が図られることで可能になっている

のが現状である。全学による試験形態・試験問題の共通化と「キャンパス選択制」、そして

学部選択にこだわらない受験者の存在がこれを可能にしているのであるが、後者は場合に

よっては入学後に退学者予備軍となるという新たな問題を残すことになった。 



 200 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 本学ではこれまで定員管理と入試広報については、長期戦略を立て責任を持って組織的

に対応するシステムが構築されておらず、毎年ただ受験生増減の結果だけを受止め、「18

歳人口の減」や立地条件等の問題に対して有効に機能してこなかった。その結果が、定員

割れこそないとはいえ、18 歳人口減をはるかに超える受験者数の減少傾向と、低い競争倍

率になっている。企画広報室が新に設置されたのを機に、入試センター、高等教育振興室、

そして何より学内理事会との連携によって、受験者獲得数にも目標を立てるような新機軸

を模索すべきである。 

確かに、各学部の志願者数の増減は、短期的には入試日程、併願大学、隔年効果などの

影響を受けて大きく変動するとはいえ、方向性のある変化について定員の増減だけで対応

するのでは、あまりにも消極的というほかない。ただ短期的変動については、極端な偏り

が出た場合に、志望学部・学科の変更を一部の合格者に打診するなどで対応することも必

要であろう。また、学際領域の教育・研究の充実のために採られる教育体制である副専攻

制度を導入し、受験生の学部・学科の選択の幅を広げることも方策のひとつではないかと、

2008 年度からのカリキュラム改革に向けて検討に入っている。 

 

（編入学者、退学者） 

［現状説明］ 

◎  退学者の状況と退学理由の把握状況 

 本学は 1988 年に２学部体制になって以後現在までに５学部８学科へと規模を拡大し、さ

らにその間に二つ目の校舎（キャンパス)を開設し、独自の教育(履修)システムとして「キ

ャンパス選択制」を採用している。その間、本学を取り巻く入試環境は大きく変化し、入

学者の質も様変わりしてきた。規模拡大とともに退学者数も増大し、退学率もここ数年５

～６％と全国平均の 3.3％（2003 年度）を大幅に上回っている。その多くは留学生及び AO

入試合格者に偏っていることから、学生生活と教務の両面からのサポートの必要性が認識

されつつあるが、いまだそのシステム構築までには至っていない。 

 

在学者数、退学者数、退学率の推移（年度別） 

＜経済学部＞ 

H13 H14 H15 H16 H17 
  

2001 2002 2003 2004 2005 

在学者数 1,822 1,449 1,268 1,273 1,288 

退学者数 90 71 75  77  66  経済学科 

退学率 4.94% 4.90% 5.91% 6.05% 5.12% 

在学者数 1,009 827 704 690 692 

退学者数 51 55 42  34  27  経営学科 

退学率 5.05% 6.65% 5.97% 4.93% 3.90% 
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＜社会学部＞ 

H13 H14 H15 H16 H17 
  

2001 2002 2003 2004 2005 

在学者数 1,091 924 807 776 797 

退学者数 34 36 35  41  39  社会学科 

退学率 3.12% 3.90% 4.34% 5.28% 4.89% 

在学者数 542 507 516  552  562  

退学者数 26 33 28  30  21  国際観光学科 

退学率 4.80% 6.51% 5.43% 5.43% 3.73% 

 

＜流通情報学部＞ 

H13 H14 H15 H16 H17 
  

2001 2002 2003 2004 2005 

在学者数 913 888 876  873  839  

退学者数 46 43 71  48  41  流通情報学部 

退学率 5.04% 4.84% 8.11% 5.50% 4.88% 

 

＜法学部＞ 

H13 H14 H15 H16 H17 
  

2001 2002 2003 2004 2005 

在学者数 158 293 458  626  660  

退学者数 17 28 48  46  29  ビジネス法学科 

退学率 10.76% 9.56% 10.48% 7.35% 4.39% 

在学者数 107 220 335  451  487  

退学者数 7 10 15  14  19  自治行政学科 

退学率 6.54% 4.55% 4.48% 3.10% 3.90% 

※法学部は H13(2001)年度に開設(H16(2004)年度完成年度) 

 

主な退学理由については学部間でほとんど相違はなく、年によって違いが見られるが、

経済状況の悪化、進路変更、健康上の問題、学業成績の不振など様々な理由によるもので

ある。退学者数はどの学部においても１年次と２年次とに多く、その理由は１年次では進

路変更が、２年次では学業成績の不振等が目立つ。またここ数年、親の経済的事情の変化

を理由とする事例が増えてきたことも特徴であろう。なお、退学希望者に対しては、学生

生活課の職員あるいは学生委員会に所属する専任教員などが必ず面接を実施し、退学理由

を把握するとともに、適切なアドバイスを行っている。 

 

◎ 編入学生及び転科・転部学生の状況 

本学では、流通情報学部流通情報学科、社会学部国際観光学科及び法学部ビジネス法学

科では、それぞれ２年次及び３年次の編入学定員をもっているが、その充足率は下の表の
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ように極めて低い状態が続いている。 

 

2006 年度における編入学の状況 

２年次編入 ３年次編入 
学部 学科 

定員 入学者 定員 入学者 

社会   －   0    －   1 
社会 

国際観光   －   2 20   5 

流通情報 流通情報 20   1 10   1 

法 ビジネス法   －   0 10   1 

 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

 退学率の上昇が顕在化してきた 2000 年から、本学では少人数教育制の強化、出席調査、

カリキュラム改革、セメスター制の導入など多くはハード面での教育改革を行ってきたが、

未だ効果を出すまでには至っていない。多様な能力をもった多彩な学生に対応するための

教育体制が、いまだ十分には整備されていないことが何よりも原因と考えられる。編入学

については、定員を充たせない状況がここ数年続いており、何らかの対応が必要となって

いる。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 既に述べたように、本学では入試制度とカリキュラムの整合性を図ることがまず、退学

率を下げるための第一ステップと考えられている。特に、基礎学力向上のための特別科目

の創設、更に能力別クラスの創設等の対応により、徐々にではあるが整備されつつあるが、

今後もより一層の充実が必要であろう。 

現在行われている「日通学園戦略会議」の結果を受けて、2008 年度のカリキュラム改革

に向け、リメディアル教育の実施に向けたプランニングの作業を進めている。また、入試

時点で不可避的に起こる学部選択のミスマッチへの対応策として、二つの学部のカリキュ

ラムを履修できる副専攻制の導入を図っていく。編入学定員については、これを通常の入

学定員に組み込むか返上するかについて、それぞれの学部の事情を勘案しながら検討する

必要がある。 

 

 

 

２．大学院における学生の受け入れ 

 本学における大学院学生の受け入れと入学者の選抜に関する業務は、上記の入試センタ

ーではなく、その事務取扱いはすべて教務部教務課の所管となっており、それぞれの研究

科委員会において個別に実施されている。そこで、大学院における学生の受け入れについ

ては、各研究科ごとに記述することとする。 

 

（１）経済学研究科 
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冊を所蔵しているが、設置に際し新たに３，４００冊収集し、飛躍的に充実させる。 

設置後、スポーツ健康科学部の図書費は全学の図書費（雑誌代も含む。）１億円の予算の範囲内

で運用されるが、各教員には年間２０万円の図書費を割当て、更に学部共通として特別研究図書費

２００万円を割当て、学内共同利用を目的とする教育研究のため継続的に図書資料の充実を図る。

雑誌は既存の購入雑誌のほか新任教員１名につき新たに６種を購入し教育研究に資する。 

データベースについては、新たに「Sports Discuss」（※）を導入し最先端のスポーツ科学の情

報をいちはやく入手できるようにする。スポーツに関する情報源を持つ鹿屋体育大学、東京大学、

筑波大学等の図書館のホームページにリンクを貼って迅速な情報を提供可能とし、また日本体育図

書館協議会に加盟しスポーツ・健康科学に関する最新の情報の提供を求めることとする。 

情報リテラシーについては、図書館員によるゼミごとのデリバリー指導を行い、レファレンスに

ついては、常時図書館内において学生との対面形式で行うとともに、Ｅメール、ＦＡＸ、電話等で

行っている。 

（※１）２０００種以上の雑誌・単行本・会議録・学位論文から、スポーツ・健康・レクリエーシ

ョンに関する文献が年間約２万件収録される。 

（※２）図書については、１９４９年以降、他は１９７５年以降。さらに３つのデータベースがあ

る。 

 

 

９ 入学者選抜の概要 

１）入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）について 

本学は、先にも述べたように「幅広い職業人の養成」を建学の理念としており、既設の４学部（経

済学部、社会学部、流通情報学部、法学部）においても、「実学重視」を教育の基本方針として実

際に社会に通用し、社会から歓迎されるような優れた職業人として育成し、送り出すことを目標と

してきた。 

今回新設しようとするスポーツ健康科学部においても、スポーツ健康科学分野に関連する幅広い

職業人養成（選手生活終了後のセカンド・キャリアの準備も含め）を目指すこととしており、その

目標達成に適切な素質をもつ人材を受入れることを基本方針としている。 

 

２）どのような学生を受入れるのか 

本学部では、スポーツ選手としてばかりでなく、学校教員、生涯スポーツや地域スポーツの指導

者、スポーツマネジメントやスポーツ関連産業等の分野に進出し得る人材の養成を目指し、教育課

程の編成もその目的に最善と考えられる構成としている。 

このことから、本学部に入学する学生の望ましい人材像としては、まず何よりもスポーツ好きで

あること、そして大学卒業後の進路として上記の分野を目指したいという、しっかりとした意欲と

目的意識を有する者であることが望ましい。 

入学者の選抜においても、学業面に加えてそれらの面について確実に見極める観点から行うこと
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としている。 

 

３）選抜方法、入試日程について 

選抜方法としては、開設初年度は、推薦入試：公募推薦（書類審査、作文、面談資料をもとにす

る面談）、一般入試（Ａ方式：３教科型、Ｂ方式：２問選択型）及びＡＯ入試：課外活動（実技、

書類審査、面談）を行う。 

入試日程としては、１１月末に文部科学大臣から認可されれば、推薦入試（１２月）、ＡＯ入試：

課外活動（１２月、２月）、一般入試（２月、３月）を予定している。 

なお、開設２年目以降は、推薦入試（指定校推薦、付属高校推薦）、ＡＯ入試及び大学入試セン

ター試験利用入試も行う予定である。 

 

 

１０ インターンシップ及び海外研修 

１）インターンシップの具体的計画（実習先および実習先との連携等） 

Ａ．インターンシップの目的 

本学の教育目的は、「実社会と連携した活きた教養を身につける」ことにあり、本学の目

指す「実学」は、社会生活で役立つ実際的知識や技術というように狭く解釈されるものでは

なく、「問題解決能力を身につけさせる学問」である。この意味において将来企業で働く有

能な人材の育成とともに、地域社会に主体的に参画する市民形成に重点を置いてきた。スポ

ーツ健康科学部は、茨城県龍ヶ崎市に設置するが、大学周辺の地域はニュータウン建設に伴

う新たな住民の流入によって、従来の共同体的な地域社会の枠組みだけでは捉えきれない問

題が出てきている。核家族で、ほぼ同じ年齢層の住民を中心とするニュータウン地域では、

子どもが異年齢集団と交流することが極端に少なく、ニュータウンという性質上、地域社会

の大人との多様な関わりを持つ場も限られている。また、整然とした町並みでは子どもが自

由に活動し得る居場所がなく、学校と家庭に囲い込まれた子どもたちに閉塞感が生まれてい

る。また旧市街とニュータウン相互の住民交流の場が少なく、地域の活性化に困難を抱えて

いる。このような状況において、スポーツを通じた地域の活性化がいま喫緊の課題として求

められている。 

こうした課題に応えるためには、学生のインターンシップが効果的である。インターンシッ

プで実際に学生が社会と関わりを持つということは、学生の将来の進路選択や卒業後の進路に

大きくかかわるだけでなく、その後の人生に大きな影響を与えるものである。 

以上のことから、各コースにインターンシップ科目（スポーツコーチング実習、スポーツ

救命・トレーナー実習、スポーツマネジメント実習、スポーツ教育学実習）を配当する。 

 

Ｂ．活動実績 

kanako
長方形




