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京都産業大学 現代社会学部

学部コンセプトの体現者を募集する
次世代型リーダー選抜入試

図表 2

発揮できる素養のある人材を選抜する

2017

ことが目的であるが、そうした人材は素
養や目的意識において学部教育にマッ

入試結果（2017・2018 年）
2018

志願者数

最終合格者数

志願者数

最終合格者数

51

16

40

13

現代社会学科

チしているであろうことを見越して、牽

健康スポーツ社会学科

48

7

41

8

引人材となることが期待されている。

学部計

99

23

81

21

例えば、学部教育に多く導入されてい

業が多く取り入れられているため、
先ん

を全部これにしてしまいたいくらいな

るグループワークでファシリテーターを

じてそうした行動に慣れ親しんでおく

のであろう。藤野学部長の語り口から

務める、周囲の学生に良い刺激を与え

機会を与えられるのである。学部への

は、
並々ならぬ意志が伝わってくる。

る等の期待である。

志望理由を入試プロセスで明確にして

藤野学部長は、
ヨーロッパの労働事

いるからこそ、
こうした仕組みがアドバ

情がご専門で、フランス滞在経験もあ

ンテージとして働くのである。

る。多様性を基盤としたヨーロッパ社
会では個々を活かすため対話を重視し
たリーダーシップが発達しているのに

に変えていく
「次

では60分のグループワークを2回、
それ

入学後は、社会学の基盤を講義と少

世 代型リーダー」

ぞれ与えられた課題に初対面のメン

人数でのグループワークでしっかり学

を育成することを

バーと協働して取り組み、
その後にリー

んだ上で学科ごとの専門性を深める。

京都産業大学が 2017年に設置した

コンセプトとして

ダーシップに関する45分の講義を受け

また仲間と協働し、
目標を実現する力を

高校までの多様な経験を
大学の教育に接続する

現代社会学部では、
アドミッションポリ

おり、
そのためには

る。リーダーシップに関する理論等の

高めることを目的とした「リーダーシッ

実際にこの入試制度を活用する人材

対し、
日本は1つの概念や声の大きい人

素養として、先述

レクチャーである。そうしたプロセス

プ科目」
、
実際に社会の課題解決に挑む

にはどんな人がいるのか。2年間実施

の意見に引っ張られやすい傾向がある

した3点が欠かせ

を経て、振り返りレポートを作成し、提

「演習科目」を配置する。さらに学部内

した中では、生徒会長や大きな大会を

こと等を感じる機会が多いのかもしれ

について考えようとする意欲を持って

ないのである。現代社会学部では、こ

出する。グループワークのリフレクショ

の正課外活動ではあるが、学生同士の

目指す部活動のリーダー的存在等、人

ない。人との違いを楽しめる人、多様

いる人」
「自己の価値観や立場を絶対化

の3点に重点を置き、学部コンセプトに

ンに理論が加わり、
自分なりに昇華した

「ラボ活動」や教員と協働する「コラボ

の上に立つ役割を実践してきた人物、

性の中で自分なりの仮説を持って主体

せず、多様な属性や価値観を持つ人々

合致した人物を選抜する独自の入学者

状態を見るのである。

活動」で他者と協働する実践的な活動

国際交流や地域活動の中でリーダー

的にことに当たれる人を多く見いだし

を理解し受け入れながらリーダーシッ

選抜を展開している。その名も
「次世

グループワークのお題は、例えば「た

の機会も提供する。

シップを発揮した経験を持つ人物等、

たいのだという。

プを発揮できる人」
「高い学習意欲を持

代型リーダー選抜入試」
。高校までの

わし」の従来以外の用途を考える等、答

「どんな学部なのか、どんな教育を

多様な背景を持つ志望者がいたとい

そうした狙いに即して志願者を多面

ち、将来にわたり多様な価値観を容認

リーダーシップを発揮した経験とそこ

えが1つでない問いについて、他者と協

行うのかを想定した入試なので、楽し

う。
「入試設置の趣旨に合致した、多様

的・総合的に評価しており、高校側から

する社会の発展に貢献しようとする意

から何を学んだのかを紐解き、大学の

働してどんな答えを導き出すかという

んで参加してくれた方が多かったよう

な人々と協働する中で自らリーダー

してもこれまでの学生の経験を多面的

志を持つ人」
の3点を掲げている。学部

教育と丁寧に接続する内容である。

ものであるという。
「実社会では常にそ

です」との言葉が示す通り、藤野学部

シップは何かを考え、行動してきた経

に測ってくれる、
しかも入学前に大学の

うであるように、正解が1つに定まって

長によると、入試に参加した学生の満

験を持つ人が多く志望してくれました」

学びに関連するレクチャーや入学前教

その解釈は人によって様々です。多様

いるようなことはまずあり得ないもので

足度も概ね高かったようである。大学

と藤野学部長は話す。単なるリーダー

育を充実させていることもあり、反応は

な人々と協働し、主体的に行動した

す。だからこそ、
協働して自分たちの解

教育と高校教育を入試がつなぐ。ま

シップではなく、次世代型リーダーシッ

概ね好評だという。

経験とそこから自分は何を学んだ

にたどりつくためのアプローチを行え

さに高大接続型の入試制度だと言え

プというのが肝なようで、いわく、ダイ

入試結果は図表 2に示したが、初年

写真

のかを客観的に説明できることを

る人材が活きる。グループワークの中

るだろう。

バーシティ
（多様性）やインクルージョ

度から倍率もつき、
多様な経験からリー

調査書

重視します」と藤野敦子学部長は

でそうした経験をしてもらい、その中で

なお、現代社会学部は全員を次世代

ン
（包摂）の概念が進んだ社会でリー

ダーシップを自分なりに理解している

話す。

自分はどう動くのかを実践してもらい

型リーダーとして育成することを掲げ

ダーシップを発揮できる人材、
まさにそ

学生を集めることができ、学部長は十

入試のプロセスは図表 1に示し

ます」
。パフォーマンス評価は客観性・

ており、当該入試による入学者だけ特

ういう人材こそが現代社会学部が育成

分手応えを感じているようである。
「こ

た。まず書類審査で志望理由書と

公平性を期して独自のルーブリックを

化したプログラムやコース等の措置は

したい人材層なのである。アドミッショ

の入試を楽しめる人は入学後の学びも

リーダーシップ講義（45 分）

自己アピール書で、
リーダーシップ

用いて行う。

ないが、
通信教育とスクーリングを組み

ンポリシーでも、
自分を絶対視せず、多

楽しめると思います」
との言葉が示すよ

振り返りレポート作成（45 分）

を発揮した経験と学部を志望する

学部コンセプトを結晶した
アドミッションポリシー

シーとして「社会の多様な事象・問題に

藤野敦子
現代社会学部長

関心を持ち、それらの関係性や解決策

「リーダーシップと一言で言っても、

として、社会学の基盤と幅広い教養を
軸に、社会を研究するだけでなく実際
図表 1

入試プロセス

■一次選考

出願書類

志望理由書
自己アピール書
自らの成果や実績を証明できる添付
資料（任意）

リーダーシップ
セミナー

グループワーク（60 分× 2 回）

■二次選考
小論文

社会問題テーマ（60 分）

個人面接

自己アピール書の発表＋出願書類・小
論文の内容に基づく質疑応答
（15分）

50

合わせた入学前教育で関心ある社会

様な人々と協働できる素養を持ち合わ

うに、大学教育に必要な素養を見極め

理由について言語化する。その後、

次世代でのリーダーシップを
育成するとは

問題の課題解決の手法を学ぶ機会を

せることを謳っており、学部のコンセプ

る、
まさに入試は社会へのメッセージな

リーダーシップセミナーという独自

この入試では、多様性が増し、
より複

与えられる。入学後の導入教育では、

トを体現する人物を選抜する入試制度

のである。

プログラムを受講する。セミナー

雑化した未来社会でリーダーシップを

ディスカッションや他者と協働する作

と言えよう。本音を言えば、
学部の入試
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