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エリア 大学名 設置
形態

入試を工夫することで学習意欲の高い学生を増やすことがで
きると考える理由 学習意欲の高い学生を確保するための独自の入試 ご回答者（敬称略）

北海道・
東北 東北大学 国立

AO入試の拡大や一般入試における面接試験の導入により、
実際に学習意欲の高い学生を入学させていると判断してい
る。

AO入試、科学オリンピック入試
理事 花輪公雄

関東 千葉大学 国立 － 先進科学センターで飛び入学を実施。また、2014年
度からは秋飛び入学を実施する。 学長 齋藤　康

関西 京都大学 国立

大学入試が第２の学習指導要領であるといわれる事態をみ
れば明らか

京都大学特色入試を2016年度入試より実施
個別学力検査とは入試日程・入試方法とも異なる、高
校における主体的学び探求型授業と接続した特色
入試

総長 松本　紘

関西 大阪大学 国立 －
・研究奨励AO入試
・国際オリンピックAO入試
・一般入試の挑戦枠

総長 平野俊夫

中国・
四国 島根大学 国立 － 大学のCOC機能（地域貢献型人材育成）と関連させ

た入試を今後行う予定（決定済） 学長 小林祥泰

中国・
四国 岡山大学 国立

単に志願者増を意図する安易な入試（科目数減等）からの脱
却は、検討価値のある課題である。さらに入学後、意欲ある
学生に魅力的な特別コース等を準備する。

AO入試、国際バカロレア入試
学長 森田　潔

中国・
四国 山口大学 国立

AO入試における講義等理解力試験や面接、口頭試問を通
じて、意識が高く主体性のある学生を獲得することに努め
ているから

推薦入試、AO入試、学士編入学などの面接・口頭試
問、講義等理解力試験を課す入試 － －

中国・
四国 高知大学 国立 高大連携、グループワーク、長時間面接、講義のまとめ、小論文

等に加え、高校生活の把握が出来れば可。一番近いのがAO。
AO入試（左記に近い方式） 学長 脇口　宏

中国・
四国 － 国立 本学は、1学年100人定員と小規模校なので、ほとんどのコー

スで面接を実施し、人物評価を行っている。
同左 － －

北海道・
東北 国際教養大学 公立 入試は大学としての社会に対するメッセージになりうる グローバル・セミナー入試　ギャップイヤー入試等 理 事 長・

学長 鈴木典比古

北海道・
東北 会津大学 公立 － 早期入学（飛び入学）、推薦入学、編入学試験。 － －

関東 横浜市立大学 公立
知識の暗記のみでは対応できない入試により、学習への取
組み姿勢を意識させることができるため

自己プレゼンテーションによるAO入試および、志願
者にあわせた特別選抜（海外帰国生、国際バカロレ
ア、外国人留学生、社会人）を行っている。

学長 布施　勉

関西 大阪市立大学 公立
入試の科目数においてある程度の負担を課すことにより学
習意欲や主体性の強化が図れると考える。

・経済学部（後期日程）ユニーク選抜
・センター試験の成績及び高等学校での優れた活動
や成果で選抜

大学運営
本部企画
監

淺田恒夫

北海道・
東北 札幌大学 私立

それぞれの入試制度において、獲得すべき生徒の特長に
沿った選抜方法を実施する。

アクションプログラム特別入試
一般入試A日程ハイレベル
大学入試センター試験利用入試A日程ハイレベル

学長 桑原真人

北海道・
東北 奥羽大学 私立 独創的な思考力を試すなど工夫すること。 2013年度の大学試験から導入したAO入学試験で

は、独創的な思考力を試すなど工夫改善している。
企 画・広
報課主任 渡部　一

関東 聖学院大学 私立
学力は「学ぶ力」と考えており、入試自体が考える力や関心を
刺激することが学習意欲の向上に直結するから、創造的思考
や判断力を問う（あるいは刺激する）入試にしてゆきたい。

本学独自のレポートAO入試である。問題追究型レ
ポート提出と指導により、入学後の学びへ直行して
いく。

学長
（当時） 阿久戸光晴

関東 ものつくり大学 私立
本学の特待生は、一般入試・センター利用入試の成績上位者
の他に、ものつくりに関わる競技での成績優秀者も対象とな
る制度となっている。

本学は実学を重視しているため、高校生までにもの
づくりの大会で優秀な成績をおさめた生徒は、もの
づくり特待生として入学させる。

入試第ニ
係長 工藤　淳

関東 聖徳大学 私立

本学では、資格・技能の取得を目指して入学する目的意識が
はっきりとした学生が多いので、特別奨学生入試、地元密着
特別奨学入試において、高い基準に設定された目標にチャ
レンジし、本学での学習機会を得ようとする意欲の高い層
が獲得できていると考えられるため。

AO入試、特別奨学生入試、地元密着特別奨学入試、
看護学部入試等において、丁寧な面談、面接を実施
し、受験生の特質を理解できるよう努めている。 学長 川並弘純

エリア 大学名 設置
形態

入試を工夫することで学習意欲の高い学生を増やすこ
とができると考える理由 学習意欲の高い学生を確保するための独自の入試 ご回答者（敬称略）

関東 工学院大学 私立

本学は理工系の大学であり、高校の学習における到
達度や科目数（名）に基づく知識や応用力を測ること
で「理工学」の学びの意欲に結びつけることができる
と考えている。

工学部の2学科で実施しているAO入試は、本学主催の科学
教室に4日間参加し、実験準備や実験支援、小中学生へのプ
レゼンの実施、さらに事後レポートを総合的に評価する参加
型の入試である。この入試での入学者は全体の0.5%にも満
たないが、アドミッションポリシーを理解した意欲の高い学
生が入学している。

学長 水野明哲

関東 こども教育宝仙
大学 私立

筆記試験だけに頼ることなく多角的に学生を見るこ
とで、熱意や適性等を総合的に判断できる

全ての入試において面接試験を取り入れており、自分の将来
設計を持ち、しっかりとした目的意識を保持しているかを確
認している

－ －

関東 － 私立 資格取得者等、リーダーとなれそうな学生を入学さ
せ、全体のレベルアップを図る

カレッジリーダー、AO入試（特別選抜AO） － －

中部・
北陸

新潟国際情報大
学 私立

学生確保のため入学のハードルを下げる傾向が全体
的にみられるが、本学ではそれは絶対しない。むしろ
入試科目を増やすなどハードルを上げる方向で意欲
のある学生確保に努めている

入試科目を2→3へ増やし、数学・英語を受けないと入れない
方向にすると共に推薦入学者への入学前教育の充実を図る
など、入学時に勉学意欲が身につくようゼミ所属にして指導 学長 平山征夫

中部・
北陸 金沢医科大学 私立 －

医学部特別推薦入学試験（AO試験）。
募集人員：約10名（一般公募）。特徴として、出願要件に下記
のいずれかに該当する者。

（１）本学卒業後、出身地の地域医療の発展、向上に貢献する
意志の強固な者

（２）本学卒業及び本学大学院修了後、本学で教育、研究、診
療に従事し、本学発展に貢献する意欲の旺盛な者

（３）本学卒業後、発展途上国への医療援助など、国際医療援
助活動に貢献する意欲の旺盛な者

（４）上記以外の出願動機で、それが本学建学の精神に合致し
ていると本学が特に認めた者

入 学 セン
ター 荒田千聡

中部・
北陸 松本大学 私立 本学が行っているAO入試がそのような内容になっ

ていると思っているから

AO入試で授業を聞かせて、メモをとらせ、それをもとにして
記述させ、口頭で質問する形式をとっている。授業内容はそ
の学科の専門基礎的なものに限定している。

学長 住吉廣行

中部・
北陸 名古屋商科大学 私立

学力のみを問うような典型的な入試方式でなく、選抜
方法によっては学生の本質を見抜くことが可能であ
ると考える。例えば一対一の面接でも時間をかけた
り、グループディスカッションを取り入れる等。

家業の後継者のみを対象にした入試や英語による講義のみ
で卒業を目指す学生のみを対象にした入試を実施している。 法人 本 部

サ ブ リー
ダー

七里暁紀

関西 立命館大学 私立 独自入試を重視し、募集人数の設定を工夫すること
により、学習意欲の高い層を確保可能と考えるため。

本学独自問題による一般入試、AO選抜入試、学内推薦、指定
校推薦

入 学 セン
ター －

関西 大阪経済法科大
学 私立

多様な入試による多様な学生の受け入れが、学内の
活性化につなげることができる。AO入試や推薦試
験における面接や志望理由書の評価を通じて、入学
後の学習意欲を見ることができる。入試そのものに
とどまらず、募集の過程、入学前教育、初年次教育の
一貫性が重要である。

AO入試は複数回の選考を通じて、適性と意欲を重視してい
る。各種入試で、合否判定とあわせて、難関国家資格、公務員
試験合格をめざす特別講座や留学コースの講座生の採用を
行っている。 学長 藤本和貴

夫

関西 関西外国語大学 私立

一般試験などの筆記試験とは別に、個人の学習意欲
や高い能力を持つ学生を客観的視点で選抜すること
ができるため。
本学では、世界的に通用するテストのスコアなどを受
験資格の判断材料として用いている。

英語力の向上はもとより、ダブル・ディグリーの取得などを目
的とした高次の留学を実現させるために、「２カ年留学チャレ
ンジ入試」（実用英語技能検定、TOEFL® 、TOEIC® のスコア
が一定のレベル以上の英語力のある人を対象）を実施してい
る。

事務局長 吉崎　誠

関西 関西学院大学 私立

明確な対象を示した入試を行うこと（例：本学で実施
している国際貢献活動に参加することを志す者等）
で、学修意欲の高い学生を獲得することができると考
えるから。

グローバル入学試験

学長室 －

関西 神戸芸術工科大
学 私立

面談・面接で様々な角度から受験生の能力や学習意
欲を測ることが出来ると考える。

資格推薦入学試験。各学科で設定している資格やコンテス
ト入賞を1つ以上取得していれば、受験可能で試験は面接の
み。2資格以上取得していれば奨学金有。また、全国工業高
等学校長協会のジュニアマイスター顕彰制度のゴールドか
シルバーを取得での奨学金制度有。

－ －

関西 兵庫大学 私立
学力とともに、高校時代に培った意欲（学習、課外活
動、社会経験など）を適正に評価し、大学入学後さら
に育てていくため

・地域密着型入試
・経済支援型特別入試 学長 三浦隆則

中国・
四国 広島国際大学 私立

第一志望の学科へ入学できるチャンスを広げるため
に、多彩な入試制度を設け、複数回チャレンジする機
会を用意することで、学習意欲の高い第一志望の学
生を増加することができる。

従来の学力試験では、はかることのできなかった人物的な特
性を多面的に評価することのできるAO入試を実施。また受
験生がより自分を表現できるように４つの方式を用意。

入 試 セン
ター 萩原聖文

九州・
沖縄 崇城大学 私立

他大学にはない本学の持つ魅力を具体的に示し、その
上で、それぞれの学部学科のアドミッションポリシーを
示し、理解してもらう入試を実施すれば入学まで結び
付くと考える。

本学では来年度、学びに対する思いや将来について強い意志
を表現してもらうことで、受験生の今後の可能性や伸びしろを
期待する入試、専願「志」入試というものを実施します。 入試課長 江藤茂樹

入試で意欲は高まるか─調査回答より抜粋─

　このたびの「入試に関する学長調査」において、「入試を工夫することで、学習意欲の高い学生を増やすことができる」と
回答した大学に対して、なぜそう考えるかを尋ねるともに、「学習意欲を高めるために、どのような独自入試を行っている
か」を聞いた。
　以下に、その回答内容から、ユニークな独自入試を中心に、抜粋でご紹介したい。 　（本誌：松本　恵、能地泰代）
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