
 
 
 
 
 
 

博士論文 

 

入学者選抜とレディネス開発の連携による 

高大トランジション達成に関する研究 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都工芸繊維大学 

山本 以和子 

 

 

 



i 
 

 

 
 
 
 

 

 

　

･･･・ⅰ～ⅱ

 
序論 ・・・・・・・・1

1.1. 研究の背景 ・・・・・・・1
1.2. 先行研究による高大移行期の概念 ・・・・・・・4

1.2.1 高大接続と入学者選抜 ・・・・・・・4
1.2.2 高大接続と初年次教育 ・・・・・・・5
1.2.3 高大移行についての現段階 ・・・・・・12

1.3. 本研究で注目する視点 ・・・・・・15
1.4. 研究の目的と構成 ・・・・・・17

　 　

日本の入学者選抜(１) - 一般入試の変容 - ・・・・・・・23
2.1. はじめに ・・・・・・23
2.2. 進学適性検査～能研テストの破綻 ・・・・・・23
2.3. 共通一次試験の創出とその後の入学者選抜 ・・・・・・27

2.3.1 全国一斉共通一次試験 ・・・・・・27
2.3.2 大学入試センター試験 ・・・・・・30
2.3.3 私立大学におけるアラカルト入試の拡大 ・・・・・・32
2.3.4 新入生を早期獲得するための推薦入試の拡大 ・・・・・・35

2.4 ＡＯ入試導入前の大学入試の接続機能 ・・・・・・37
　

日本の入学者選抜(２) - ＡＯ入試の出現とその後 - ・・・・・・・43
3.1 はじめに ・・・・・・43
3.2 ＡＯ入試導入の背景 ・・・・・・43

3.2.1 高等学校の教育の変化 ・・・・・・43
3.2.2 高校生の学習における変化 ・・・・・・50
3.2.3 米国の入学者選抜改革のインパクト ・・・・・・53

3.3 草創期のＡＯ入試 ・・・・・・56
3.3.1 ＡＯ入試出現の政策的側面 ・・・・・・56
3.3.2 導入当時のＡＯ入試の実施状況 ・・・・・・60

3.4 現在のＡＯ入試 ・・・・・・61
3.4.1 国公立大学のＡＯ入試実施状況 ・・・・・・62
3.4.2 私立大学のＡＯ入試実施状況 ・・・・・・67

3.5 ＡＯ入試の成果と課題 ・・・・・・72
3.5.1 ＡＯ入試導入による成果 ・・・・・・72
3.5.2 ＡＯ入試導入後の新たな課題 ・・・・・・77
3.5.3 ＡＯ入試における高大トランジションの達成状況 ・・・・・・81

入学者選抜とレディネス開発の連携による高大トランジション達成に関する研究

目次

第１章

第２章　

第３章　



ii 
 

 

ダビンチ（ＡＯ）入試の設計と成果 ・・・・・・・84

4.1 はじめに ・・・・・・84
4.2 ダビンチ（ＡＯ）入試の開設前の状況 ・・・・・・84
4.3  ダビンチ（ＡＯ）入試の開設とその設計 ・・・・・・85

4.3.1 開設当時のダビンチ（ＡＯ）入試 ・・・・・・85
4.3.2 現在のダビンチ（ＡＯ）入試 ・・・・・・88

4.4  ダビンチ（ＡＯ）入試の成果 ・・・・・・94
　 4.4.1 ＡＯ入試の課題とダビンチ（ＡＯ）入試 ・・・・・・94

4.4.2 ダビンチ（ＡＯ）入試における新たな成果 ・・・・・101
4.4.3 入学前学習と大学進学後の学習成果の関係 ・・・・・120

4.5 高大接続時における学生の大学進学レディネス分析 ・・・・・123
4.5.1 はじめに ・・・・・123
4.5.2 分析の方法 ・・・・・124
4.5.3 集計の結果 ・・・・・124
4.5.4 まとめ ・・・・・139

4.6 ダビンチ入試の成果と高大トランジションの達成状況 ・・・・・140
4.6.1 ダビンチ入試の成果 ・・・・・140
4.6.2 ダビンチ入試における高大トランジションの達成状況 ・・・・・141

　

高大トランジションの達成へ向けて ・・・・・・146
5.1 はじめに ・・・・・146
5.2  国公立大学理工系学部のＡＯ入試の実態 ・・・・・146

5.2.1  これまでの知見 ・・・・・146
5.2.2  調査の方法 ・・・・・147
5.2.3  特別な出願条件がある大学 ・・・・・147
5.2.4  試験の方法と内容 ・・・・・149
5.2.5  日本のＡＯ入試における出願資料 ・・・・・151

5.3  韓国のＡＯ入試の実施状況と日韓比較 ・・・・・154
. 5.3.1 現行の韓国の大学入学者選抜 ・・・・・154

5.3.2 韓国の大学における出願資料の事例 ・・・・・157
5.3.3 調査結果の日韓比較 ・・・・・159
5.3.4 日韓比較からの知見と日本のＡＯ入試の新たな課題 ・・・・・169

5.4 「新」ダビンチ入試へ向けて ・・・・・172
5.4.1 「新」ダビンチ入試の未解決課題 ・・・・・172
5.4.2 入学者選抜の戦略課題とアドミッション・ポリシー ・・・・・175
5.4.3 　 高大移行期教育の戦略課題 ・・・・・178
5.4.4 　 高大トランジションのコンセプト ・・・・・183

総論 ・・・・・・187
6.1 はじめに ・・・・・187
6.2  本研究のまとめと知見 ・・・・・187

6.3 本研究のインプリケーション ・・・・・192
6.3.1 高大接続と高大移行について ・・・・・192
6.3.2 高大トランジション達成に向けた再設計の方向性の提示について ・・・・・196

6.4 本研究の課題と展望 ・・・・・199

・・・・・・204
・・・・・・205

第４章

第５章

第６章

初出一覧

謝辞



1 
 

第１章 序論 

 

 

1.1 研究の背景 

 
高等学校と大学の学びにはそもそも違いがあり，それを鈴木(2004)は図 1-1

のように表した。これらによると，学びに対する思考や態度(向き合い方など)

が当然変わってくるはずであるが，大学教育は高等学校の延長のように捉えて

いる教師もいる。たとえば，模擬試験の成績がよければ大学の成績もよいと，

真剣に思っている先生が高等学校にも大学にも存在する。また，高等学校の先

生から｢高校でどこまで教えれば，また指導すれば，貴学に入学できますか？｣

や｢模試結果で合格判定を継続して出している生徒を出願させたのに，不合格に

なるとはどういうことだ｣と問われたこともある。  

 

図 1-1 高等学校までの学びと大学の学びの違い 1 

 

先述のとおり高等学校と大学の教育が異なるのに，これまではなぜ入試が高

大接続機能を果たせたのだろうか。いくつかの理由がある。理由の一つは，高

等学校までナショナルカリキュラムがあり，生徒は同じ学習履歴をもっている

という前提があった。二つ目は，｢大学進学意欲｣である。現在は，大学進学率

が 50％を超え，ほとんどの生徒が上級学校への進学を考えるようになった。し

かし，大学進学率が低い時代は，上級学校へ進学を希望するという強い意欲の

もと意思決定する必要がある。さらに，その意思決定ができるためのスキルも

時代環境の中で培われていたと考えられる。三つ目は，従来の生徒は学習スキ

                                                   
1 鈴木誠(2004)｢学ぶ意欲を引き出す授業とは何か―北大一般教育演習｢蛙学への招待｣の授業デ

ザイン｣『高等教育ジャーナル 高等教育と生涯学習』12,p.122 より引用  
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ルも備わっていた。現代と異なり，教科書も黒１色で十分な教材がなかった時

代である。学生たちは，創意工夫を重ねるうちに学びのスキルを身につけ，学

習成果を上げるようになった。仮に，入学した大学の講義が，学生の実力から

かけ離れた講義を展開されていても，またついてくることができない学生はつ

いてこなくてもいいというスパルタ的な教育方針であっても，粘り強く，学び

に創意工夫を凝らし，貪欲であった学生がいた。 そして四つ目は，５教科もし

くは３教科について勤勉にならなければ合格できない内容の入試であったから

だと考えられる。しかし，現在のアラカルト入試のような少数科目で実施する

入試では，学力の偏りや教養の狭さが目につく学生が入学している。このよう

な受験生先導の入試では｢高大接続の機能を果たさない｣という認識が生じてい

るにも関わらず，この高等学校と高校生ならびに学力観・能力観 2の変貌をほと

んどの高等学校関係者も大学関係者も認識ができていない。だから，それらの

大学関係者は，｢入試(現行の教科学力試験)を厳しくすれば，いい学生が入って

くる｣と思っているし，高等学校関係者も｢高等学校で(詰め込みの)しっかりし

た教育を受けて受験用の訓練をすれば，いい大学生になるはず｣と思っている。 

しかし，現在の入試では高大接続にはならないと，中央教育審議会(2014) 3の

答申では言っている。現状の高等学校教育，大学教育，大学入学者選抜は，単

なる知識の暗記・再生に偏りがちで思考力・判断力・表現力や主体性を持って

多様な人々と協働する態度など，真の学力が十分に育成・評価されていない。

そのため選抜性の高い高等学校においては，受験のための教育や学校内に閉じ

られた同質性の高い教育に終始している。中間層の生徒が多い高等学校では，

大学受験が教科学習への動機付けになってきたが，少子化の進展により大学収

容人員との需給割合が変化し，一般的に大学入学が容易になっているため，従

来のような受験勉強が必要でなくなってきており，自主的にはほとんど勉強し

なくとも大学進学ができる状況になっている。さらに学力習得に困難な生徒を

抱えている高等学校でも，入学者選抜機能がなくなっている大学へ漫然と送り

出される状況が出ているとある。これらの結果，図 1-2 と図 1-3 に示すように

                                                   
2 ここで言う｢学力観｣｢能力観｣とは,中央教育審議会(2014)｢新しい時代にふさわしい高大接続

の実現に向けた高等学校教育,大学教育,大学入学者選抜の一体的改革について(答申)｣では,｢生

きる力｣を構成する｢豊かな人間性｣｢健康・体力｣｢確かな学力(主体性,課題探求と思考力・判断

力・表現力等の能力,知識・技能)｣とあり,また中央教育審議会(2012)｢新たな未来を築くための

大学教育の質的転換に向けて(答申)｣では,｢生涯学び続け,主体的に考える力｣とあり,さらに中

央教育審議会(2008)｢21 世紀を展望したわが国の教育のあり方について(第一次答申)｣では,｢学

士力｣の提示がある。さらに,ＯＥＣＤのキーコンピテンシーや 21 世紀スキルなどがこれにあて

はまる。 
3 中央教育審議会(2014)｢新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育,大学

教育,大学入学者選抜の一体的改革について(答申)｣ 
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高等学校における学習時間は，全ての学力層で低下しており，また大学生の学

習時間も米国と比較しても少ない状況が浮き彫りになっている。 

高等学校教育から大学教育へなぜスムーズな移行(Transition)ができないの

か。現在の入試において，接続の機能が発揮できない理由は，生徒がもつ背景(大

学進学レディネス)と入試選抜機能の変化であると考えられる。 

 

 

図 1-2 高校生の学校外における平日の学修時間の推移 4 

 

 

図 1-3 授業に関連する学修時間(１週間当たり) 日米の大学１年生の比較 5 

 

 
 
                                                   
4 ベネッセ教育研究開発センター(2007)『第４回学習基本調査』高校２年生,n=4,464 
5 東京大学 大学経営政策研究センター(2007)『全国大学生調査』,n=44,905 
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1.2 先行研究による高大移行期の概念  
 
1.2.1 高大接続と入学者選抜 

高大接続の背景として，これまで入学者選抜と初年次教育の研究と実践があ

る。1999 年の中央教育審議会答申｢初等中等教育と高等教育との接続の改善につ

いて｣と 2000 年の大学審議会答申｢大学入試の改善について｣で，学生の大学教

育への円滑な移行が望まれ，能力・適性等の総合的・多面的な判定によるＡＯ

入試の推進が提示された。それにより，全国で一斉にＡＯ入試が導入される。

当初の入試方法は，第一次審査で志望理由書を主とした｢自分をアピールする｣

書類での選考があり，その合格者に面接を課すものであった。しかし，ＡＯ入

試の拡大とともにその解釈も歪曲されて捉えられるようになった。一部の私立

大学では入学定員の 50％をＡＯ入試で選抜している場合もあるが，このような

大学の大部分は事実上,学生募集手段のために活用されている場合が多く，基礎

学力不足の問題が深刻に提起された。またそれは，私立大学だけにとどまらず，

2009 年度には筑波大学と一橋大学が，2010 年度には九州大学が学力低下と入学

後の学業不振を理由としてＡＯ入試の一部を廃止するなどの現象も出た。その

後，文部科学省(2010) 6から, 大学入学者選抜の基本方針として｢志願者の能力

と適性を判断するに，高等学校段階で育成される学歴の重要要素(基礎力・基本

的な知識，思考力・判断力，表現力，学習意欲)を適切に把握することに留意し

なければならない｣と提示され，それ以降もＡＯ入試導入は微増しながら現在に

至っている。 

 日本の高大接続は，入学者選抜制度を中心に語られてきた。その原因を，天

野(2013) 7は，戦前の中学校卒業後の進学先として，官立と私立の二つのセンタ

ーの存在があり，その内部が大学と専門学校，個々が入学者の獲得をめぐって

争うという高等教育システムの序列的で複雑な構造であることを解き明かして

いる。また，それゆえ，日本には欧米諸国のような｢バカロレア｣や｢アビトゥー

ア｣等といった｢教育資格証明｣での高等教育への進学保証とはならず，｢入学試

験｣を媒介とする接続関係となっていったとした。この｢入試による接続｣の概念

は，戦後の入試変容の段階で｢能力主義｣として色濃く反映されるようになる。

太田(1982) 8曰く｢今の入試制度は，ただ冷酷に選ぶか切り捨てるかという働き

だけが主要なものになっている｣という状況になっており，入試に引きずられる

                                                   
6 文部科学省(2010)｢2011 年度大学入学者選抜実施要項｣ 
7 天野郁夫(2013)『高等教育の時代(下)』,中央公論新社,pp.144-145 
8 太田堯(1982)『入試制度改革論』総合労働研究所,p.152 より引用 
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ように構想される高校教育課程の現実は，｢入試改革への展望抜きに教育課程を

考えても，その実現と言うことになるとまったく歩留まりの悪いものになるこ

とはまちがいない｣という太田の言葉からもわかるように，入試改革が行われな

ければ，高校教育は変わらないという言説を代表している。 

 しかし，大学への志願が増加し，大学増設のため定員が増え，さらに 18 歳人

口の減少という要因から受験競争は緩和へ向かう。荒井(2003) 9は，｢大学入試

からではなく，高校と大学の関係から｢大学入試｣を考えるスタンスに変化した｣

とし，それを｢選抜から選択｣の時代の到来と称した。この方向性の示唆は，Ａ

Ｏ入試の導入と拡大に大きく影響を与えることになったが，接続を入試制度と

して捉えており，そこから越えることは入試研究の中では見当たらない。それ

は，太田(1982) 10が言う，入学試験制度を教育的事業として再編成するという意

見や，佐々木(2010) 11の大学入試制度は，機能としては選抜制度であるが，教育

制度としては，高校と大学とをうまく接続する役割を持った制度であるという

言葉からもわかるように，あくまでも入学者選抜によって高大移行を完了させ

る発想がもとになっていると考えられる。 

  

1.2.2 高大接続と初年次教育 

一方，高大接続の概念が，2000 年代初頭に広まり始める。過度な教科削減と

なったアラカルト入試や高等学校教育課程の変更を要因として大学生の学力低

下が提起された。その発端は｢分数のできない大学生｣の指摘である。岡部・戸

瀬・西村(1999) 12は，大学生でありながら小学生レベルの分数計算ができないな

どの調査結果を発表し，学生の低学力問題が教育関係者だけでなく広く論議さ

れるようになった。荒井(2010) 13によると，｢センター試験は制度自体に教育接

続に関する思想がこめられていなかった。序列化・輪切りの批判を回避し，共

通一次試験の徹を踏まないことに重点が置かれたために，センター試験によっ

て実現される教育接続は全ての個々の大学の判断にゆだねられた｣とまとめて

おり，大学経営論理により軽減化されたアラカルト入試による学力不足は，リ

                                                   
9 荒井克弘(2003)｢入学選抜から教育接続へ｣『高校と大学の接続 選抜接続から教育接続

へ』,p.10,玉川大学出版部より引用  
10 太田堯(1982)『入試制度改革論』,総合労働研究所,p.152 より引用  
11 佐々木享(2010)｢学校制度の中の大学入試｣『大学への進学 選抜と接続』,玉川大学出版

部,p.294 より引用 
12 岡部恒治・戸瀬信之・西村和雄(1999)『分数のできない大学生－21 世紀の日本が危ない』,

東洋経済新報社  
13 荒井克弘(2010)｢高校と大学の接続―ユニバーサル化の課題｣『大学への進学 選抜と接続』,
玉川大学出版部,p.316 より引用  
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メディアル教育の出現につながる。リメディアル教育は，学力低下の補充とし

て一部の大学で行われていたことが，荒井(1995)により判明していたが，山本

(2002)の調査 14では，それが拡大していること，さらに大学入学後１年間，多

いときには２年の前期まで実施されており，中には高校１年次の教科書を利用

しているケースもあることがわかった。しかし，リメディアル教育は，進学後

のドロップアウトが増加する要因にもなり，また日本の場合あくまでも

｢remedy(欠陥を修正する)｣で実施されており，｢development(開発・推進)｣では

ないという米国の概念 15から，初年次教育の比較研究が行われるようになる。 

初年次教育は，大学１年生の状況的課題に着目し，認識を通して新たに教育

開発し，入学後のオリエンテーリングと基礎教育のタームを通して行われる教

育を指す。ここでいう大学１年生の状況的課題は次のようなことが考えられる。

まず，現在の大学１年生の高等学校までの学習歴が多様化している。高等学校

の教育課程では，選択科目の単位数が増加しているだけでなく，従来の普通科

高等学校以外にも中等教育学校(６年制)や，単位制高等学校，総合高等学校な

ど，学科，コースともに設置が多様になっている。また，高校入試も変化して

おり，学区改編をはじめ傾斜配点や選択試験科目の導入，さらに千葉県のよう

な一部の高等学校で独自入試を課す学区が存在するようになった。次に，大学

不適応の問題がある。｢みんなが行くから大学に行く｣という志望動機でかつあ

まり受験勉強をしなくても合格した場合の不本意なケースと，とりあえず大学

進学して仮面浪人となるケースが中退者の増加要因になっている。そして，大

学入学までの準備期間が短いのではないかという指摘もある。つまり，自分の

キャリアを見通した大学選びや大学進学準備ができないまま大学生になってい

ることを問題視している。さらに，高等学校教育と大学教育の目的や手法がち

がうということを知らないまま大学進学し，大学から与えられる情報を待って

いるという状況がある。従って,自発的に学習へ向かうスタイルができていない

                                                   
14 荒井克弘(1995)『大学のリメディアル教育』 ,広島大学・大学教育研究センター  
山本以和子(2002)｢日本型リメディアル教育の実態調査｣,大学入試センター研究開発部(編) 文

部科学省平成 11-13 年度科学研究費基盤研究(A)(2)課題番号国 11691046『米国の大学入学後の

教育選抜システムに関する研究―大学の進級選抜,進級配置,転入学システムの実践的研究―』研

究成果報告 pp.91-105 
15 山本以和子(1999)｢米国の教育水準の維持についてのケーススタディ｣,大学入試センター研

究開発部(編)文部科学省平成 11-13 年度科学研究費基盤研究(A)(2)課題番号国 11691046『米国

及び英国の大学入学者選抜と入学後の教育水準の維持方策』研究成果報告書 ,pp.42-48：米国で

は，リメディアル教育はアファーマティブ・アクション施策の一つとして実施されているが，そ

れが｢remedy(欠陥を修正する)｣の語源を持つことから現在は「Developmental Education」とな

っている。この教育は学力不足を補完するために高校教育をし直すというよりは，基礎基盤的知

識を定着・活用するようになることを目指す教育，かつ大学教育につながる文脈で展開されてい

る内容である。  
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ため，｢先生が何も教えてくれない｣ということで平気で学びへの姿勢を崩すケ

ースにつながっている。  

また一方で大学進学に対する目的意識が弱かったり，学習スキルが身につい

てなかったりすることを指摘する大学関係者も多い。表 1-1 に示す山本他(2009)

の調査によると，新入生の特性について大学側は，入試難易度が低ければ低い

ほど大学進学の目的意識が低く，かつ大学教育をうけるにふさわしい能力が身

についていないと認識する傾向にあると指摘している。 

 

表 1-1 学部系統別×入試難易度別×最近の学生の特徴(学部長回答) 16  

 

 

この認識があるのに，それらは｢高等学校までで解決すべきこと｣と取り合わ

ない態度が多くの大学にまだある。図 1-4 で表すように大学は，高等学校まで

の学習履歴や成績の情報を｢重要だ｣と思っているのにも関わらず，その情報を

教員に提供している大学が少なく，｢思い｣と｢現実の状況｣にかなりの差がある。 

 
図 1-4 ｢高校までの生徒の学習履歴情報を教員に提供する｣ことの重要性と実施 17 

                                                   
16 山本以和子・両角亜希子・福井文威・谷村英洋・金谷悠子(2009)｢学士課程教育の構築に関す

る実態調査｣,東京大学・進研アド高等教育研究センター  

強い 弱い
身について

いる
身について

いない
Ｎ

難易度低 40.2 56.0 10.0 90.0 146
難易度中 61.1 38.9 35.8 64.2 95
難易度高 70.4 29.6 58.7 41.3 109
合計 56.4 43.6 33.4 66.6 350
難易度低 57.8 42.2 6.7 93.3 45
難易度中 62.7 37.3 40.3 59.7 67
難易度高 72.0 28.0 72.0 28.0 25
合計 62.8 37.2 35.0 65.0 137
難易度低 70.6 29.4 20.6 79.2 34
難易度中 89.7 10.3 36.8 63.2 57
難易度高 94.3 5.7 64.8 35.2 71
合計 87.7 12.3 45.7 54.3 162

大学進学の目標意識（%） 学習スキル（%）

人社教

理工農

保健家政

0

10

20

30

40

50

60

70

80

入試偏差値低 入試偏差値中 入試偏差値高

ア
ン
ケ
ー

ト
結
果

（
％
）

実施している

重要だと思っている



8 
 

いずれにしても，入学者選抜から引き続き大学教育への準備と専門導入のた

めの知識や技能・価値観・姿勢等の取得と学習の継続があると，大学活動のス

タートが早くできるはずである。 

本格的な大学教育が始まるまでに身につけたい要素として，近田(2003) 18は，

初年次教育の三要素を図 1-5 のように表現している。これらは，UNMATURE な学

生を MATURE な学生にしていく要素である。＜大学生活の適応＞では，｢大学の

ミッションや教育目標を伝えること｣や｢大学の学習施設の利用法を教えるこ

と｣などを指摘している。＜基礎的学習スキル＞では，｢学びのスキルや思考法｣

を指し，＜人格の形成＞では，｢自分，他者，社会との関わりのマネジメント｣

を実現するということを挙げている。  

 

図 1-5 初年次教育の三要素 19 

 

その入学者選抜から，引き続き大学教育への準備と専門導入のための知識や

技能・価値観・姿勢等の大学進学レディネス取得と学習の継続について，本研

究で論ずる前に，高大移行期教育の整理をしたい。 

図 1-6 は，高大移行期の現在の教育活動を高等学校教育と学士課程教育期間

                                                                                                                                                     
17 山本以和子・両角亜希子・福井文威・谷村英洋・金谷悠子(2009)｢学士課程教育の構築に関す

る実態調査｣,東京大学・進研アド高等教育研究センター  
18 近田政博(2003)｢初年次教育の日米比較―特質と課題｣,大学教育学会課程研究集会より引用  
19 近田政博(2003)｢初年次教育の日米比較―特質と課題｣,大学教育学会課程研究集会より引用  

大学生活への適応 Adaptation into university community

ー大学を知る、大学生活の方法を知るー
・大学のミッション、教育目標 ・大学生活の方法
・大学の知的伝統 ・友人、相談相手をみつける
・大学の学習施設 ・タイムマネジメント 等

基礎的学習スキル
Basic study skills

ー学びのスキル、学びの思考法ー
・テキストの読み方 ・コンピュータリテラシー
・ノートの取り方 ・プレゼンスキル
・レポートの書き方 ・ディスカッションスキル
・論文の書き方 ・科学的思考法（仮説の設定と検証）
・クリティカルシンキング（批判的思考法） 等

人格の形成
Personal growth

ー自分、他者、社会との関わりのマネジメントー
・心身の健康を保つ、ストレス管理
・多様性の尊重 ・古典からの示唆
・友人、異性とのコミュニケーション
・健全な市民生活、公共心、社会正義の涵養
・時事問題への関心 ・キャリアプランニング 等
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にプロットしたものである。横軸に時間軸を配置している。高等学校教育の範

疇では，発展的な学習もしくは大学進学の意識付けを目的として大学の学問領

域の内容の紹介・入門的な授業が形成されている。それを｢高大連携講座｣と表

わした。高大連携講座の内容は様々であるが，その中でも｢専門導入教育｣は，

志望大学決定を促す要素を排除し，大学の専門分野の入門的な内容を扱う。高

大連携講座は，高等学校在学中に実施されるが，早期に進学先が決まると大学

主導の｢入学前学習｣が始まる。そこには，｢リメディアル教育｣や｢社会適応・学

習適応・キャリアプラン｣，｢専門導入教育｣等の内容が含まれており，これらは，

大学入学後の初年次教育の中でも取り上げられている。 

 

 

図 1-6 高大移行期の教育活動 20   

 

さらに高大移行の方法を模索する前に大学における初年次学生(新入生)の立

場を確認したい。オーストラリアの先行研究 21では，次のように表現している。 

 

 

 

                                                   
20 山本以和子(2012)｢大学進学前段階における高大接続教育モデルの考察｣,初年次教育学会第

５回大会発表要旨集 pp.70-71 
21 Craig McInnis and Richard James with Carnel McNaught(1995)”FIRST YEAR ON 
CAMPUS",A Commissioned Project of the Committee for Advancement of University 
Teaching, Centre for the Study of Higher Education University of Melbourne, Australian 
Government Publishing Service September,pp.ⅸ -ⅻ  
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・ 自分の学習に責任をもつ学生となる社会化のプロセスに位置する存在 

・  生涯学習の出発点に位置する存在 

・  知的に自立することを促されている存在 

・  能動的な学習者として扱われる存在 

   

初年次学生は，大学が学生に与えている教育や支援などの全ての提供物の程

度と社会的評判のような外部の圧力に対して非常に脆弱である。教員には子ど

もから自立した大人になるという人生段階において特に重要な移行期間である

という認識が必要である。さらに，初年次学生は高等学校と大学のカリキュラ

ムの接点に位置しているので，大学のカリキュラムへの移行は重要であり，そ

のうえ大学の教育機会と政策が試される位置にいる。これら初年次学生に対す

るポジショニングへの配慮が欠けると，学生は欲求不満を起こし，大学に失望

し，大学をドロップアウトしてしまう事態となる。このドロップアウト状況は，

他の学年より初年次学生に多い。学生にとって入学後の大学教育に満足し，教

育効果も期待でき，中退者が減少するポイントは，初年次での教育体験，すな

わち初年次教育にある 22。このことが，日本における初年次教育や入学前教育

の拡大につながっている。これを川嶋(2006) 23は，初年次教育を高校(と他大学)

からの円滑な移行を図り，学習および人格的な成長に向けて大学での学問的・

社会的な諸経験を成功させるべく，主に大学新入生(編入からも含めて)を対象

に総合的に作られた教育プログラムと定義している。この定義は山田(2007) 24で

も，同様に語られている。双方の定義に共通して出現するのが，｢接続｣ではな

く，｢移行｣である。さらに，山田(2007)は，日本の高等教育においての初年次

教育の広がりについて，学生の変容，学生と教師との関係の変容(従来型の大学

教員のありようでは通用しないこと)を原因として挙げている。学生の変容につ

いては，入学者選抜にも関係している背景であるが，｢接続｣には言及せず｢移行｣

と表しているところに初年次教育の役割の特徴がある。さらに，川嶋・山田の

定義に習い，入学前教育と初年次教育は，学士課程の教育プログラムとして扱

われ，入試とは切り離されている。そしてそこには，入学者選抜および高大接

                                                   
22 初年次教育は,日本において 2000 年ごろから研究が進み,例えば山田(2005),山本(2001, 

2002),名古屋大学高等教育研究センター(2003)が学会発表で発表・報告を始めた。山田は米国の

Freshmen Seminar との比較教育的見地から,山本および名古屋大学は,豪国の First Year 
Experience との比較教育的見地から研究を進めた。ここにある知見は,それらが報告した内容を

指す。 
23 川嶋太津夫(2006)『初年次教育 歴史・理論・実践と世界の動向』丸善株式会社,p.3 
24 山田礼子(2007)M.Lee Upcraft,John N.Gardner,Betsy O. Barefoot,山田礼子監訳『初年次教

育ハンドブック 学生を｢成功｣に導くために』監訳者序文より  
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続が選抜機能を果たし，その機能は高等学校までの教科学習力であるという前

提を垣間見ることができる。  

現在の日本では，大学進学のレディネス開発について入学者選抜と継続した

学習コースの認識はなく，あくまでも本格的な大学教育準備段階であるという

認識である。従って,入学者選抜と引き離された組織(学習支援センター等)での

運 営 と な っ て お り ， 高 等 学 校 教 育 か ら 大 学 教 育 へ の ス ム ー ズ な 移 行

(Transition)を果たす機能を満たすには，｢組織｣という障壁がある。 

高大移行期における現状の入試システムで接続し，高等学校から大学への移

行(Transition)ができるのかという問題を提起できる。ここで，接続・移行の

方法を海外に求めてみると，その手法をいくつか発見することができる。 

一つ目 25は，アメリカ型ＡＯ入試である。アメリカでは，ＳＡＴ・ＡＣＴ 26を

利用し，高等学校の学業成績，推薦状に含まれる校外活動や校内での学習姿勢，

小論文の提出が求められる。面接が課されるケース，志望書，社会的活動など

も各大学で考慮され，アドミッション・オフィサーによって総合的に判定し，

入学が許可される。二つ目は，米国カリフォルニア州などで行われている

Advanced Placement である。大学が高等学校に出向き，大学レベルの中でも基

礎的な教育を実施し，大学の単位を与えるシステムである。三つ目は，コミュ

ニティカレッジ型である。こちらもアメリカのカリフォルニア州やハワイ州で

行われている方法だが，コミュニティカレッジにて，リメディアル教育を実施

し，学力不足や未履修の補完，さらに学習スキルやコンピテンシーの開発をし

ている。そして，この課程の単位や目標基準点が取得できた場合に，４年制の

大学へ移ることができるというシステムである。四つ目は，コロンビア大モデ

ルと名づけており，同大学で行われている大学の教育成果を重視している。博

士学位の資格要件(当然高度な学習スキルとともにそれを支える汎用的能力と

コンピテンシーが前提にある)をまず設定し，そこから逆算して学士課程段階の

大学入学要件を創出する。この大学入学要件が，アドミッション・ポリシーと

なり，そのポリシーに書かれている内容を満たしていれば，大学教育を受ける

準備ができているというものである。  

 
                                                   
25 大学入試センター,山本以和子他(2012)｢各国の大学入試｣大学入試センター研究開発部  
26 ＳＡＴ（Scholastic Assessment Test）：College Board が主催する大学進学適性試験。米国

の大学入学時に選考資料として利用されるテスト。ＡＣＴ（The American College Testing 
Program）：ACT が主催する大学進学適性試験。米国の大学入学時に選考資料として利用される

テスト。  
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図 1-7 アメリカのＡＰプログラム(Advanced Placement Program) 27 

 

このように，日本以外に目をむけると，教科学力を測る入試を通過しなくて

も，学習や教育の展開から大学進学レディネスが開発され，またそのレディネ

スを入学者選抜の段階で評価されていることがわかる。 

 

1.2.3 高大移行についての現段階 

図 1-8 で，高大移行の現状の整理と今後の展開を表した。上方にある現在の

高大移行は，教科力による１点刻みの入試により実施されている。これに伴い，

高校側では，「知識偏重」教育を推進した。また，この受験対策を行うことが学

力保証となり，その受験対策教育が高校教育への寄与であるという議論もあり，

正当な高校教育が何なのかが混然としている状況である。この入試で合格した

新入生は，入学後の初年次教育で調査・実験をはじめとした「学習スキル」，進

学目的等の進路観や姿勢，学習方略等の構えを開発する教育を受ける。一方，

勉学意欲がなく，中学校から高等学校に進学するのと同じように捉えている「不

本意」ならぬ「無本意」な生徒は，学力不問の入試で大学に進学する。ほとん

どは学力不問の推薦やＡＯ入試で合格するので，入学までの期間，リメディア

ル教育に匹敵した入学前教育を受ける。そして，入学後に初年次教育を教科学

力で実施された一般入試合格者と一緒に受講する。入学の前後で与える教育は

繋がっておらず，教育を担当する組織も異なる。そうなると，高校までの教育

                                                   
27 中央教育審議会第 14 回高大接続特別部会(2014)｢高大接続に関する参考資料｣p.62 より引用  
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状況および入試結果，入学前教育の状況は引き継がれず，断絶し，さらに，ど

のような入試類型だろうが，受験生の学習背景を無視した一律的な教育が施さ

れる。よって，これでは教育は繋がらない。 

下方は，高大移行の今後の展開図である。これからは，高校までの学力保証

があり，それを利用した入試が一方で行われ，もう一方では，受験生各々の能

力を多面的・総合的に判定する入試導入の推進の方向性が中央教育審議会（2014）

で示された。そうなると，その入試類型により判定が異なるところから，入学

前教育や初年次教育のあり方が異なってくることが想定される。入学前教育や

初年次教育のような高大移行期の教育は入試ごとに判定の観点が異なるので，

入試類型別に行われ，また入試と入学前教育・初年次教育が連携しなければな

らないはずである。 

 

図 1-8 高大移行の概念図（仮説） 

 

もう一つ異なる側面から今後の高大移行を考えてみたい。図 1-9 は，高大移行

の変容をトロウモデル 28の大学進学率を基に現在日本の高大移行状況を表わし

                                                   
28 トロウモデルとは,Trow, Martin(1976)“Problems in the Transition from Elite to Mass 
Higher Education” ,Policies for Higher Education-General Report of the Conference on 
Future Structures of Post-secondary Education,OECD,1974 および Trow,Martin(1978) 
“Elite and Mass Higher Education；  American Models and European Realities” ,a Paper 
presented at the Conference into Higher Education, Process and Structure．Mimeographed
他,に記された高等教育システムの構造変動理論(発展段階論)である。進学率を基準に高等教育

の｢エリート・マス・ユニバーサル｣の発展段階説である。また,その理論はヨーロッパとアメリ

カを対比させ,その歴史的な経験を基に一般化された理論であるが,日本をはじめ東アジアにお

いてその妥当性を検証している天野(2009)は,日本ではトロウ理論のユニバーサル構造にはなら

ないことを示唆している。しかし,ここでは一般化されたフレームとしてこのトロウモデルを利
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たものである。大学進学率が 15％までの高校生は，出世欲や向上心，強い使命

感を持って，大学に進学をしてくる。そのときの高大移行の要件は，ハイエス

トスタンダードで,進学希望者は高次元のレベルに貪欲に挑戦してくるような

積極性や意欲・姿勢を持ち合わせていた。大学進学率が 15～50％の高校生は，

向上心や自立心，豊かさを求めて進学する目的を持っている。この場合の高大

移行の水準は，スタンダード（標準）と考えられる。最後に，大学進学率が 50％

を超えた場合，高校生の進路意識は，他者依存や横並びといった感覚である。

また，高大移行もミクロではなくマクロ的に大学全体を見た場合，その水準は

必要最低限のレベルといえる。これらから，現在の日本における大学進学率が

50％超え(高等教育機関全体だと 70％強)の状況であることより，高大移行の要

件がミニマム・スタンダードに流れることを示唆している。入学者選抜システ

ムにおいて，高等学校の教育課程のみに注視していると，高大移行の実現はな

い。荒井(2003) 29の言うとおり，｢高校と大学の関係から｢大学入試｣を考えるス

タンス｣となってしまう。倉元(2011) 30は，｢高校教育と大学教育の間の(一点接

続)から，高校教育と大学の間の(連続接続)＝高大連携で先取り｣することで，

その実効性を図ろうとした。しかし，入学後に大学教育に必要となるレディネ

スを整えるための諸活動(かつての｢リメディアル教育｣，現在は初年次教育)の

フローを乗り越えるまでにはいかなかった。この研究では，オープンキャンパ

スとＡＯ入試の連携(東北大学)，高大連携講義とＡＯ入試の連携(福井大学)の

事例が扱われたが，この活動に経営論理が働いて受験生の青田買いにつながり，

高校の進路指導を圧迫する入試広報の側面があるという課題を提示した。回避

をするために高大連携と入試をいったん切り分けてしまうと教育接続に対して

逆行する結果に至ってしまう。これらは大学進学レディネスを高大移行の変わ

り目として捉えることができないと考えられる。この高大移行の｢変わり目｣を

どこからどこまでを指すのか，それをどの機能によって開発し，評価するのか

の設定がなければ，高大接続はいつまで経っても連携・連続性が保持されない

まま放置されてしまうと危惧する。  
 
 

                                                                                                                                                     
用する。 
29 荒井克弘 (2003)｢入学選抜から教育接続へ｣『高校と大学の接続 選抜接続から教育接続へ』  
,p.10,玉川大学出版部より引用  
30 倉元直樹(2011)｢ＡＯ入試のパラダイム転換｣『高大接続関係のパラダイム転換と再構築』, 

pp.53-61,東北大学出版会  
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図 1-9 トロウモデルと接続の関係図 

 

 
1.3 本研究で注目する視点 

 

 現行の高大接続システムでは，学生たちの高等学校から大学への移行がスム

ーズに行われないという認識が大学にある。学生たちは，高等学校教育を受け

て入学者選抜を通過したにも関わらず，大学の教育に十分についていけないケ

ースが散見される。例えば，大学の不十分な教育提供によるドロップアウト，

リメディアル教育の実施のために本来の学修時間の削減を要因として未成熟な

社会貢献人材を送り出すこととなり，今後の日本の社会経済にとって負の影響

を与えることにつながっている。この認識は高大の教育関係者のみならず，社

会的にも存在していることであり，そのことは，2014 年の中央教育審議会答申

｢新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育，大学教育，大

学入学者選抜の一体的改革について｣が出されたことでも物語っている。 

 この答申では，高等学校教育および大学教育の一貫した教育と質保証，さら

にその一貫した教育に連動させた大学入学者選抜改革の方向性が提示された。

高等学校教育改革にあたる新学習指導要領には，新しい観点として｢学力の三つ

の要素と整理｣が掲げられている。それは，｢基礎的・基本的な知識・技能｣｢課

題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等｣｢主体的に学習に取り組

む態度｣であり，それぞれ，｢技能・知識・理解｣｢志向・判断・表現｣｢関心・意

欲・態度｣で評価される。これらの評価を高等学校教育の質保証として捉え，大
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学入学者選抜での総合的・多面的評価として大学はどのように利活用していく

のかが課題である。つまり，「高等学校での学びをどう接続するのか」という視

点に注目しなければならない。 

 次に，大学進学準備ができている，すなわち大学での教育にスムーズに移行

できる新入生であると，高大移行は達成するといえるだろう。しかし，大学教

育を受ける確かな目的がない学生や入学１年目で大学の現実に衝撃を受け，や

る気をなくす学生，こんなはずじゃなかったと自己を変えようとせずかたくな

になったり，傷ついたりする学生が結局大学を中途退学する。大学１年次の中

退率が他の学年よりも高いのは，この移行が達成できていないもしくは移行過

程で問題が生じていることが原因である。そのような学生が出現しないよう，

「大学進学レディネスをどのように判定し，またそれが不足の場合はどのよう

に形成するか」という視点も現在の高大移行には必要であると考える。 

 これらをふまえて，高大接続と高大移行という言葉について整理をしたい。 

図 1-10 で示すように高大接続は，海外では｢Articulation｣と訳される。

｢Connection｣も接続だが，これは同質の接続の場合であり，列車の乗り換えな

どはこちらを使用する。前者は継目・接合を意味し，接木など異質のものを繋

げるときに使う。このことから，高等学校と大学は異質であり，機能するよう

に繋げるということを表しているのがわかる。これまでは，その｢接ぐ｣の時点

でどのような入試方法がよいのかという一般入試に変わる制度的な接ぎ方とし

て捉えられてきた。もっといえば，一般入試とＡＯ入試の対立構造でしかなか

った。だから，日本や韓国のように｢ふるいにかける｣という発想が高大移行期

にはあり，高校生から同じ状態のままふるいにかければ，大学で成果が出せる

という考えが存在してきた。しかし，ふるう対象のレベルにより，質は変動す

る。これは，「つなぐ」場合も同様で，高校生の状況が悪ければ大学生にはなれ

ず，｢接いだ｣後にしっかり成長を促さなければ，｢接ぐ｣成果とは言えない。 

本研究で対象とする高校生から大学生へ変身させる，というような異質なも

のを｢機能するように繋げ｣て，｢新たなステージで定着できるよう変化させる｣

ところまでを指すなら，｢高大移行(Transition)｣である。｢Transition｣には，

移行や転移，変化といった意味があり，もともとの姿から次の姿へ変化する｢変

わり目｣を指す。｢高校生から大学生になる｣という初年次教育的な考え方から言

うと，高大接続で求められているのは，｢Articulation｣ではなく，｢Transition｣

であると言えよう。 

本研究では，この｢接続｣と｢移行｣を使い分ける。接続は，｢接続後に機能可能

なように，ふるいにかける。もしくは機能可能なようにつなぐ。「機能ができる
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かできないかはまだ不明｣な状態で｢接続完了｣となることを指す。移行は｢接続

後にほぼ機能できると推測できるのでつなぐ。｣さらに「確実に機能するために

変える・変わった｣状態で｢移行達成｣となることを指す。 

そこで，高大移行(「高大トランジション」)は大学入り口の単なる「ふるい」

や「つなぐ」だけでなく，どのように大学生に変えていくのか，つまり高大移

行達成のために現在の大学入学者選抜と高大接続教育の機能の検証を通し，「高

等学校までの学びをどう大学につなげるのか」「レディネス(高卒段階で大学に

進学する準備ができて，大学教育へ移行ができる状態)をどう形成するのか」と

いう点に注目する。 

 

 

図 1-10. 高大トランジションの概念構造の段階図 

 

 

1.4 研究の目的と構成 

 

 本論文の研究目的は，高大トランジションを達成するための入試と教育をど

のように再設計するかである。｢つなぐ｣ことを意識して設計している京都工芸

繊維大学のダビンチ(ＡＯ)入試を事例に，効果的な高大トランジションシステ

ムについて検証して未解決課題を提起し，その解決の方向性を示すことを目的

とする。その検証として，大きく三つの段階からアプローチする。 

 第１段階では，従来の大学入学者選抜の選抜機能に注目する。現在の入試で

なぜ高大移行が達成できないのかについてこれまでの日本の入試を第２章と第

３章で検証する。第２章では，募集人員割合が多く，主流となっていた一般入
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試について取り上げる。一般入試システムの高大移行機能が，社会とそれに伴

う教育変化の中でどのように変化したのかについて分析する。また，その機能

の課題を追究することで，ＡＯ入試の出現につながったことを確認する。第３

章では，一般入試の課題ならびにその他の導入背景を分析し，導入当時のＡＯ

入試の内容や動向から新たな接続機能を考察する。そこから，ＡＯ入試を導入

したことで得た成果より，現在の日本のＡＯ入試は図 1-10 で示した高大トラン

ジションの概念構造のどの段階に位置をしているのかを提示し，ＡＯ入試導入

後の課題を抽出する。 

 第２段階は第４章にあたる。ダビンチ（ＡＯ）入試と入学前教育は，導入後

のＡＯ入試の課題をクリアにしているか，またさらなる成果は何かについて，

所有しているアンケートや結果データを利用して分析し，検証する。その上で，

ダビンチ（ＡＯ）入試は，高大トランジションの概念構造のどの段階に位置を

しているのかを提示する。 

 第３段階は第５章で展開する。ここではまず，高大移行達成のための現状の

ダビンチ入試と入学前教育の未解決課題を分析する。この分析では，海外に知

見を求める。そのため，日本の現状を国内の国公立大学理工系学部のＡＯ入試

から調査分析し，また比較対象として日本と高校や大学の状況課題が似ている

韓国の事例を研究する。この両国の比較から，高大トランジション達成に向け

た日本のＡＯ入試の課題を論じる。次にダビンチ（ＡＯ）入試の高大トランジ

ション達成のための現在状況を分析し，未解決課題を明らかにする。そのうえ

で，高大トランジション達成に向けた入試と教育の再設計の方向性に対して戦

略課題解決法を用いて提示する。 

 第６章は総論として，本研究の知見をまとめ，今後の課題と展望を論じる。 

本論文を通して，期待される成果は次のようなものである。 

 第一に，個別大学における入試設計や高大移行期の教育開発方法に関して，

高等学校教育と大学入学者選抜を通して大学教育へのスムーズな移行システム

を示すことである。現在，高大移行が悪化しているにも関わらず，個別大学で

の新たな入試システムの開発は遅れている。特に入試と高大移行期の教育につ

いては，その運営主体が異なるケースが多く，総合的な高大トランジション達

成を想定できていないことが散見される。新たな高大トランジション達成のた

めの設計の方向性を示すことにより大学教育へのスムーズな移行を可能にする

先進的な手法となることが期待される。 

 第二に，高等学校教育から入学者選抜，そして大学教育への移行について，

高大接続と高大移行の概念を精緻に扱い，高大移行期における入学者選抜とレ
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ディネス開発の機能の効果を合わせて議論した研究は日本には存在しない。し

たがって，本論文は，概念整理の点と入学者選抜と大学進学レディネスの開発

をセットに論ずるところに独自性があり，今後の高大移行に関わる捉え方に影

響を与えると考える。さらには，この新しい概念により，高等学校教育から入

学者選抜の設計，入学者選抜から大学進学におけるレディネス開発教育の設計

研究が拡大し，新たな実践が増えることが期待される。 
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第２章 日本の入学者選抜(１) - 一般入試の変容 - 

 
 
2.1 はじめに 

   

募集人員割合が一番多く，これまで入試の主流であったのは一般入試である。

しかし，その一般入試を通過した合格者は，いまだに高大トランジションが達

成できない状況となっている。第２章では，ダビンチ入試の検証と再設計を行

う前に，現在の入試はなぜ高大トランジションが達成できなかったのかの検証

を行う。高大トランジションが達成できていない背景を日本の入学者選抜の変

容をたどりながら分析する。入試が持つ接続機能がどのように変化してなにが

課題となり，ＡＯ入試出現につながったのか，またＡＯ入試出現前までの入試

は，先述の高大トランジションの概念構造の段階でどこに位置すると考えられ

るのかを明らかにする。 

 

 

2.2 進学適性検査～能研テストの破綻  
 
進学適性検査は，1947 年度の大学入学者選抜試験の筆記試験の一部として実 

施され，1994 年度新制大学発足後の第１回目の入学者選抜にて全員が受験する

(全国一斉の共通試験)ことになった。文部省はその実施に際して，｢昭和 24 年

度新制大学(ならびに専門学校等)入学者選抜方法の解説｣の中で，｢高等教育を

受けるに最も適応した能力を備えているものを選抜すること｣｢下級学校の教育

を理解しその円満な発展を助長するような選抜方法を取ること｣｢入試自体が一

つの教育であるから教育目的に沿うよう選抜方針を立てること｣の三つの義務

を各大学に課した。これにより，各大学の入試では学力検査・進学適性検査・

身体検査および調査書の成績を総合して合否判定を行っていた。 

 学力検査は戦前の旧制高校・専門学校の入試から新制大学の入試を通して，

重要な選考要素であった。｢昭和 24 年度新制大学(ならびに専門学校等)入学者

選抜方法の解説｣では，｢５教科全部にわたって出題するか，あるいは一部の教

科を選択して出題するかは自由であるが，志願者の能力をあらゆる角度から検

出する必要や，高等教育を受けようとするものが円満な一般教養を持たねばな

らないことから言っても，あるいは学力検査を通じて下級学校の教育の正常な
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発展を指導する責任から言っても，なるべくこの全教科にわたって出題される

ことが望ましい｣と受験科目について言及し，学力検査において科目選択ができ

るようになった。他にも，記述式回答から客観的回答の導入が行われたという

ことが戦前からの変化であった。また，客観的な基準が得られにくい選抜方法

として，語学以外の口頭試問を全面禁止している。さらに，身体検査について

は戦時中からの方針を継承し，学習に支障がある病気には注意するが，それ以

外において合否に影響を与えてはならないという方針が採用された。調査書は，

戦前からの調査書重視の考え方を引き継いでいるが，佐々木(1984)によると，

推薦入試を除くとどのように活用されていたのかあまり明らかではなかった。 

 従来には存在しなかった｢適性検査｣なるものが，戦後の大学入学者選抜試験

に課されたのは，次のような理由からである。まず一つ目は，教育の機会均等

である。従来の高等教育機関の選抜方法は，上記のとおり高校種別の優先合格

枠が決まっていたため，高等教育機関の種類により受け入れる中等教育機関も

異なっていた。日本の敗戦後に状況を視察に来た第一次米国教育視察団の報告

書(『第一次米国教育視察団報告書』(1946))の第６章｢高等教育｣において，｢高

等教育は今や再び自由思想の果敢な探究，及び国民のための希望ある行動の模

範を示すべき機会に恵まれている。これらの諸目的を果たすために，高等教育

は少数者の特権ではなく，多数者のための機会とならなくてはならぬ。｣と明記

されており，教育の機会均等を提言されていた。 

二つ目は，米国型アーティキュレーション(高大接続)の概念の導入である。

米国の高等学校には，全国的な教育カリキュラムが存在しない。学校によって

教育カリキュラムが異なり，評価基準も異なる。その際，利用してきたのが，

1901 年より実施されたＳＡＴ(Scholastic Aptitude Test：大学適性試験 31)で

ある。このテストは，高等学校段階の能力・スキル・さらに大学教育で達成す

るポテンシャルを高等教育機関側から測定するというものであった。この大学

教育を受ける際の適性を測るという仕組みが，連合国軍総司令部や民間情報教

育局による強い勧告で取り入れられた。 

三つ目は，戦前の旧制高等学校の入試が激化している現状を，大学入学者選

抜の方法を変えることで解消できるという文部省の考えがあった。しかし，進

学適性検査の導入後は，検査は受検の練習を行っていれば高得点となることが

容易で，そのため適性検査の準備をする者が増えた。さらに学科試験の準備も

                                                   
31 ＳＡＴホームページ https://sat.collegeboard.org/about-tests/history-of-the-tests によると,

元来はその名称であったが,1990 年｢Scholastic Assessment Test(大学能力評価試験)｣に名称が

変更になっている。  
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加え，この｢二重負担｣により高等学校教育に支障をきたす恐れがあると言われ

た。他にも，せっかく受験した進学適性検査の結果を進学適性検査の信頼性・

妥当性を示す科学的研究がないという理由から，合否判定に用いる大学が少な

かったり，検査作成の予算が少なくて，実施する上での困難も生じたりした。

最終的には，国立大学協会，高等学校校長協会から，検査に対して中止の要望

が出され，1954 年，文部省は｢従来全国一斉に実施していた進学適性検査の方法

は，昭和 30 年度以降これをとりやめ，各大学において任意に実施することとす

る｣と通達(昭和 29 年４月３日 文大大第 269 号，｢進学適性検査の措置につい

て｣)した。 

 進学適性検査が廃止された 1954 年，中央教育審議会は，｢大学入学者選考お

よびこれに関連する事項について｣の答申の中で，｢学力検査については，一案

として，国が全国一斉にこれを行い，その合格者をして各大学に志願せしめる

方法を調査研究すること。この場合において，公私立大学の参加は自由とする｣

と述べている。国立大学の学力検査については，個別大学での実施ではなく，

全国一斉の試験にすることを提唱していたのである。1963 年１月に中央教育審

議会は｢大学教育の改善について｣答申を行ない，その中で大学入学者選抜の改

善のため，具体的改善方策として信頼度の高い結果となる共通的・客観的テス

トの研究・作成および実施主体となる専門の機関の設置を提案した。この答申

により，1963 年に財団法人能力開発研究所が設立される。文部省は，先の進学

適性検査の実施予算の少なさを課題とし，能力開発研究所の開発援助をするた

め約１億円の国庫補助金を交付した。さらに同年から能研テスト試行期間とし，

開発された能研テストの結果を実験試用するよう，大学に薦めたのである。そ

して，1967 年より本格的に実施する計画であった。 

 能研テストは，1963 年経済審議会｢人的能力政策に関する答申｣の影響を受け

ており，テストで測定された｢能力｣による人材配分政策，すなわち能力主義教

育政策の一環であろうと佐々木(1989)は言っている。佐々木(1989)によるとそ

の特徴は，①教科学力検査 ②進学適性能力テスト(言語的推理能力，非言語的

推理能力の測定)③職業適応能力テスト(一般能力と基礎学力の知的能力測定)

であった。また，能研テストの成績は，①科目ごとの配点，②就職・進学希望

別に科目別の本人の全国順位，③大学・学部別，科目別の得点分布表，④適性

能力テスト解説書が，本人に通告されることになっていた。 

しかし，能研テストの活用について，大学はきわめて消極的であった。その

理由は，まず，高等学校の教職員組合が学校教育を人的能力開発政策に従属さ

せるものとして抵抗した。さらに高校生も能研テストの政策企図を学び，東京
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の公立進学校の生徒は自ら受験をしなかった。その状況の中で，1966 年に文部

省は，1967 年度から調査書，学力検査，健康診断，出身学校長の推薦の資料を

補うために能研テストを利用することを通達した。その結果，1966 年度入試に

おいて能研テストを利用したのが 18 大学(国立１大学)，1967 年は 37 大学(国立

３大学)，1968 年は 25 大学(国立２大学)となり，受験の要件とした大学は，1967

年度が３大学，1968 年度が２大学，1969 年度が１大学で，利用大学も受験者数

も伸びなかった。これにより，実験試用の間に研究資料も不十分となり，結局

受験者が少ないという理由から 1968 年で能研テストは休止となった。 

新制大学発足以来，大学入学者選抜の資料は，調査書，学力検査，健康診断

が主なものであった。進学適性検査はわずかに利用されたものの，数年で廃止

となり，わが国では教科学力による能力主義の教育政策が戦前同様に進められ

るようになった。そもそも中学校から高等学校への進学にあたって，戦前の旧

制中等学校を前身とした高等学校の進学志向は，旧来の伝統や歴史，上級学校

の進学率，知名度等で社会的に形成され，進学事情もその歴史をそのまま受け

継いでいる。地域の高等学校の序列は，戦前からの学校ごとの状況に基づいて

おり，一流校，二流校等のレッテルが世間評価として存在していた。この状況

下，中学校から高等学校への進学するプロセスの中で，学力検査による高等学

校への振り分けは定着し，教科学力による能力主義が浸透した。 

1961 年より文部省は全国一斉学力テストを実施する。｢昭和 36 年度全国中学

校一斉学力調査実施要項｣には，｢中学校においては，事項の学習到達度を全国

的な水準との比較においてみることにより，その長短を知り，生徒の学習の指

導とその向上に役立たせる資料とすること｣として，学力調査の目的が記されて

いる。これにより，生徒個人の成績が全国，都道府県，市町村，学区，学校，

学級で位置づけされ，さらに学校も評価の対象となり，序列化が始まった。こ

のテストが全国で実施され，それが継続することにより教科学力という能力主

義と偏差値競争が社会に浸透していった。能研テストは，そのような背景から，

全国的でかつ拡大した高等学校 32から大学進学の事前選抜の機能を求めて開発

されたのである。 

能研テスト廃止後の 1970 年度の｢大学入学者選抜実施要項｣では，｢今後は漸

進的な改善にとどまらず，抜本的な改善に積極的に取り組む｣とし，各大学に大

学入学者選抜の自主的な調査研究を求めた。翌 1971 年度の｢大学入学者選抜実

施要項｣では，調査書，学力検査，健康診断のほか，｢その他大学が適当と認め

                                                   
32 文部科学省学校基本調査によると,1963 年には,大学が合わせて 270(国立 72,公立 34,私立

164)校,短期大学が 321(国立 28,公立 41,私立 252)校,高等学校は 4,811 校あった。  
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る資料｣の活用と，選抜方法を多様化することを公式に方針化した。1972 年度の

｢大学入学者選抜実施要項｣からは，学力検査の回答に記述式が奨励される。こ

の動きは，共通一次試験後の国立大学の第二次試験に継承されることになる。 

 

 

2.3 共通一次試験の創出とその後の入学者選抜  
 
2.3.1 全国一斉共通一次試験 

 全国共通一次試験は，1979 年に始まった。共通一次試験は全国同時に同一問

題で実施し，｢高等学校における基礎的，一般的達成度を測る｣ということで，

高等学校の教育課程を的確に反映した共通試験であった。この学習指導要領を

もとに作成された検査問題によって，難問・奇問は減少し，高等学校の教育の

基礎的な到達度を判定することが可能になった。また，二次試験である大学独

自の個別学力試験が軽減され，それに伴い，学力以外の検査(小論文や面接)を

導入する大学が増えてきた。また推薦入学や帰国子女などの特別選抜も増加し，

選抜方法が多様化されたという評価になっている。 

 しかし，この共通一次試験でも新たな課題が出てきた。一つ目は，一律５教

科を利用する原則により大学の序列化をますます推進させることになったこと。

二つ目は，一次試験がマークシートのため，二次試験では思考力を測るための

論述・小論文試験が増加したが，その採点基準の妥当性の開発は遅れている状

況であったこと。三つ目は，高等学校に対して大量でかつ詳細な受験情報が提

供されていたため，合格可能性だけに基づいた振り分け進路指導となり，入学

後の学習を見越した進路とは言いがたい状況を生み出したこと。そして，四つ

目は，この共通一次試験導入の効果は国公立大学のみにしか影響がなかったと

いうことであった。一部の課題は，共通一次時代の途中で改革された。たとえ

ば，理科・社会の２科目必須が受験生にとってかなりの負担感にもつながり，

そのうえ高等学校カリキュラムにも影響をしているということで，1986 年に５

教科５科目 800 点満点に変更になった。また，一期・二期制により受験機会が

減少したため，1986 年に連続方式(Ａ・Ｂ日程)を導入し，さらに 1988 年(S63)

には分離分割方式(前期・後期日程)を追加し，複数回の受験が可能になった。 

共通一次試験を受験することは，国公立大学受験を志望していることを指し，

さらに５教科７科目という多くの科目で高成績を上げ，共通一次試験以降に志

望大学で実施される個別学力試験(二次試験)を受験することを指していた。国

公立大学受験者は，高等学校指導要領に沿った教科書レベルから逸脱しない程
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度の学力を試される共通一次試験を受験し，さらに個別学力試験では，大学の

個性に応じたレベルの高い教科試験に挑戦するという｢受験強者｣であった。 

一方，私立大学理系学部志望者は，英語・数学・理科，文系学部志望者は，英

語・国語・社会(または数学)の３教科を１度受験すればよかった。当時は，現

在とは異なり，｢国公立大学出身者＝５教科７科目の全般を通して学力がある優

秀者｣という図式が成立していた。図 2-1 のように共通一次試験の実施期間にお

ける大学進学率は約 35％前後で推移し，18 歳人口が増加する中で大学収容力が

下がり続ける。この環境変化により｢受験競争｣ならぬ｢受験戦争｣という造語を

生み出すほど，大学進学が厳しい状況になっていったのである。 

 

 

 

図 2-1 18 歳人口および高等教育機関への入学者数・進学率等の推移 

 

そのような状況下，共通一次試験を実施していた時代の日本の青少年社会で

は刑法犯罪が増加し始める。図 2-2 に示すようにこの補導人員の増加は，｢少年

非行第三波｣と呼ばれる。この波は，ちょうど共通一次試験が始まった 1979 年

から増え始め，共通一次試験が大学入試センター試験に変わる 1989 年まで続い

た。この時代の非行の内容は，子供たちの｢自分主義｣が広がり，校内暴力や家
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庭内暴力，暴走族などの無秩序と破壊行動，さらに飲酒・喫煙・シンナー・覚

せい剤や性の逸脱行為といった社会道徳や規範意識に欠けるものであった。そ

もそも日本の入学者選抜は，制度的な公正さを装いながら，18 歳の進路選択の

段階で人生階梯がほぼ決まってしまう性質をもつ。しかし，そのために大学合

格だけを目標とした青年期を過ごすことへの反動状況が表面化したり，また負

担感を訴える手段が非行であったりという青少年の異常行動が目立つようにな

っていった。 

 

  注)人口比は，少年人口 1000 人当たりの補導人員 

図 2-2 主要刑法犯で補導した少年の人員・人口比の推移 33 

 

これらの偏差値偏重による受験競争の過熱や大学の序列化の問題，そして青

少年非行は，1985 年臨時教育審議会第一次答申で新たなテストの提案を促すも

のであった。この答申で提案された具体策は，以下のとおりである。 

 

１．共通一次試験に代えて，国公私立大学が自由に利用できる共通テストの 

創設  

２．大学入試センターの設置形態・機能の検討・改革  

３．各大学の入試担当機能の強化  

４．進路指導の改善  

５．国立大学の受験機会の複数化  

６．高等学校職業科卒業生対象大学進学への配慮 

                                                   
33 警察庁ホームページより引用。http://www.npa.go.jp/hakusyo/h10/h100302.html 

補導人員

人口比
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 この提言を受け，文部省は大学・高等学校関係者から成る大学入試改革協議

会を設立する。そこでは，新テストの目的や内容，利活用の方法，実施体制に

ついて言及し，大学入試センターのあり方(任務・運営・設置形態)やテスト名

称の検討や高等学校における進学指導の改善の推進について協議され，1988 年

に最終報告が出された。その結果，1990 年度入試より共通一次試験が大学入試

センター試験となった。 

 

2.3.2 大学入試センター試験 

 大学入試センター試験(以下，｢センター試験｣)は，共通一次試験の｢高等学校

における基礎的，一般的達成度を測る｣という目的から,｢基礎的な学習の達成度

を測る｣という目的へ変更された。また，他にも共通一次試験にはなかった私立

大学の利用を認めており,初年度は 16 大学 19 学部の私立大学がセンター試験に

参加している。次に試験制度が柔軟化されてアラカルト方式となり，センター

試験は１教科１科目でもよいという自由な利用ができるようになった。さらに

共通一次試験のような国公立大学の第一次試験という縛りもはずした。このこ

とで，各大学はセンター試験における利用教科科目が自由に選択できるように

なり，選択尺度の多様化・個性化が図られることになった。また，大学の序列

化も判定の規準が違うので偏差値による輪切りが不可能になると目論んでいた。

しかし，業者模試からの志望大学動向データで，偏差値付けは可能であり，序

列化の解消にはならなかった。 

一方,長期にわたって実施されているセンター試験では，初出問題の作成の困

難さが年々深刻化している。アラカルト方式で科目選択の自由化を行っている

が，その科目間の出題の難易差を調整するのは至難の技である。さらに科目間

の得点調整も課題になっている。さらに，いまだに増え続ける受験者数に対応

する試験運営と，学習指導要領が原因の複雑な受験科目設定もセンター試験の

課題になっている。 

 

◇ 大学入試センター試験の抱える課題 

日本の 18 歳人口は 1992 年を境に減少する。しかし，図 2-3 にあるように，

その後も大学入試センター試験の志願者数・受験者数が増え続け，高校卒業者

数に対する大学志願比率は増加をする。この事態は，センター試験をとりまく

大学入学者選抜に新たな課題を生み出すことにつながる。  
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図 2-3 センター試験志願者数・受験者数推移と高校卒業者数に対する志願比率 34 

 

まず大学入試の多様化の問題である。共通一次試験では二次試験を大学独自

試験と指定したが，さほど期待するほどの多様化にはつながらなかった。大学

の序列化を推進し，学力重視の輪切りの受験指導が行われたと非難された。こ

の共通一次試験での課題を解消すべく，センター試験では利用教科科目の自由

化を行った。その結果アラカルト方式入試が広がり，入試のより一層の多様化

となった。それにより，大学受験はしやすくなり，志願者増加につながった。 

 また，高等学校の状況から大学入試の多様化が推進されたと考えられる。そ

れは，すでに 90％を超える高校進学率と｢負担過重｣｢詰め込み教育｣の回避のた

めの｢ゆとり教育｣の実施が背景となった高等学校の多様化にある。まず，セン

ター試験は，目的から高等学校教育の到達度試験であることが明白である。そ

こで，地歴・公民・理科のＡといった２単位科目がセンター試験の中で，Ｂの

４単位科目と同列に配置されるようになった。 

 続いて 1982 年度より施行されている教育課程は，戦後はじめて履修単位数を

削減，選択科目単位を全履修単位数の 50％以上に設定して多様化・弾力化を促

進している。これらは，高校進学率上昇に伴う学力層の広がり，高等学校の多

様化だけでなく受験生個人の学習歴の多様化という状況を生み出した。そして，

今まで繰り返し改訂された学習指導要領も学習範囲・単位数の削減，選択科目

                                                   
34 大学入試センターおよび文部科学省学校基本調査より算出し,作成  
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の単位数の増加という方針を貫いていた。これらの状況により，センター試験

は問題のレベル設定の難しさを抱えるようになった。大学入試の多様化は，弾

力的な教育課程を通して受験科目しか学習しないといった偏った能力主義的選

抜にも及んだ。これは，日本の入学者選抜制度の改善の方向である｢各種の選抜

資料を総合して能力・適性に応じた合否判定をする総合判定主義｣を実現しよう

とする当初の期待を裏切る皮肉な姿であり，また高等学校教育と大学入学者選

抜，そして大学教育への新たな歪みとなっている。 

 

2.3.3 私立大学におけるアラカルト入試の拡大 

 日本の私立大学は，主に 18 歳を対象とした受験生の獲得数により，大学の財

政が大きく変わる仕組みになっている。この受験生を獲得するため，私立大学

は様々な方法を考えてきた。その大部分が入試改革である。1990 年代の入試改

革の拡大は，18 歳人口の減少をきっかけとして次のような背景があった。 

 

①  先行したアラカルト入試の導入大学における受験生獲得の成功事例 

②  1991年｢大学設置基準の大綱化｣。２年後には 18歳人口が減少にも関わらず，

新設大学が次々設置認可された 

③  1991 年中央教育審議会答申｢多元的評価方法の開発｣｢多選択型競争の促進｣ 

 

 そもそもアラカルト入試は，いつから始まったのか。一般的には，1983 年度

の信州大学経済学部がはじめと言われている。同学部の場合，二期校 35時代の

1978 年度に志願者 1,453 人(入学定員 180 名)，実質倍率 4.3 倍あった選抜の状

況が，共通一次試験が始まった 1979 年度に，志願者 587 人と，半分以下の減少

となった。その後 1983 年度に行われる入試改革までこの減少傾向は続く。地方

国立大学 36が共通一次試験で被った受験生減少の要因は５教科７科目の受験科

目数への負担感であるとし，そこで，同学部は 1983 年度に大胆な入試改革を試

みた。それは，定員のうち 10％を共通一次試験の高得点者または個別学力試験

                                                   
35 一期校は３月上旬,二期校は３月下旬に日程を組まれていた。この二つの区分に分けることで

大学進学者が首都圏,有名校へ集中することを防ぎ,大学進学者の間口を広げることを意図して

いた。しかし,旧帝国大学が一期校に集中し,かつ組まれた日程との関係もあって必然的に一期校

が第一志望,二期校は滑り止めという様相になり,これにより期別の大学群格差が序列化される

ようになった。その弊害を是正するために共通一次試験導入後,一期校,二期校制度を廃止。国公

立大学は原則１校受験とされた。  
36 都市部にある国立大学とは別に,東京や大阪といった大都市にない国立大学を指す。例えば,

弘前大学(青森県),秋田大学(秋田県)，新潟大学(新潟県)，富山大学(富山県)，島根大学(島根県)，

大分大学(大分県)など。 
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での高得点者を合格にするという入試であった。個別学力試験で課される外国

語・数学・小論文のどれか１教科でも高得点をとると合格するということで，

多くのマスコミやメディアにも取り上げられ，｢信大方式｣とまで呼ばれた。す

ると，この改革により前年度 274 人だった志願者が 2,040 人にまで増えた。 

 1991 年中央教育審議会答申にある｢多元的評価方法の開発｣｢多選択型競争の

促進｣の方向性から，大学入試の多様化は拡大する。その拡大傾向に一気に拍車

をかけたのが，1993 年大学審議会｢大学入試の改善に関する審議のまとめ｣の報

告書であろう。そこには，１．大学入試センター試験の利活用の促進 ２．各

大学における特色ある多様な入試の実施 ３．推薦入試の改善 が主な提言と

して挙げられていた。さらに答申以降の｢入学者選抜実施要領｣では，学力試験

は大学入試センター試験を活用し，個別学力試験は教科・科目を削減して専門

分野に応じた必要な学力試験とすることや，口頭試問・面接・小論文・実技試

験・調査書・自己推薦書などを活用して，評価尺度を多元化・複雑化し，受験

生の能力や適性を多面的に判定することを求めている。この政策面での後ろ盾

を得て，日本の各大学は多様な入試を推進していった。 

1990 年代の入試改革に直接火をつけた形になったのは，立命館大学の入試改

革である。同大学の 1984 年からの長期計画立案のなかで，志願者減少が続いて

いる事態が報告された。それまでは｢情実，因縁，スポーツの記録，金などが入

り込まない｣ 37冷厳かつ清潔な入試を展開していたが，1984 年度入試で全学の志

願者４万人という過去最低を記録したことにより，入試理念の検討と変革がは

じまった。1988 年度以来，立命館大学は入試改革に積極的に取り組んでいる。｢Ａ

ＢＣ入試｣と称される入試方法で，同一学部をそれまで１回または２回(地方試

験まで受験すると２回)しか受験できなかったのを，従来の３教科型のＡ方式，

英語と小論文のＢ方式，英語と数学のＣ方式と受験機会と内容を分けた。また，

その後も英語のリスニングを加えたＥ方式や大学入試センター試験利用入試，

国公立大学試験の後期日程のあとに行われる｢後期分割入試｣など新たな入試方

式を打ち出して 1990 年代の入試改革を先導していた。この改革により 1991 年

度に関西地域で初めて 10 万人もの志願者を集めた。日本において１大学で 10

万人以上の志願者を集めていたのは，それまで日本大学，早稲田大学しかなか

った。そこに新たに立命館大学が入試改革により参入したのである。 

 このように入試改革＝志願者増加の図式を先行する２大学が証明をしたこと，

そのインパクトは非常に大きかったようである。ましてや新設大学・学部が増

                                                   
37 中村龍兵(1997)『挑戦する立命館』,p.94,星雲社 当時の立命館の入試方式の多さは,他の大

学の群を抜いていた。｢入試のデパート｣と言われるほど新しい入試類型を創出した。  
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えれば，受験生獲得が激化し，ますます改革が増える状況であった。その結果，

受験生獲得のために入試改革に取り組む大学の増加は，その改革内容における

種類も多様化する結果となった。その多様化入試がどのような内容であったか

を，表 2-1 で整理した。 

 

表 2-1 私立大学の入試方式(2001 年当時) 

 

 

これらの入試の出現は一方で，大学に入学したにも関わらず，大学生として

のスタートがきれない状況を生み出している。それは，偏った学力判定の入試

を実施することにより，受験で必要な科目しか学習してこない学生が増えてき

ていたからである。高等学校の学習に対する多様化と大学進学率の増加で，ま

すます大学での教育が困難な学生が増えることになった状況はその後，大学現

場で大きな問題となっていった。 

 

入試の種類 内　　　容 主な実施実績がある大学

方式別入試 まずは、ＡＢＣ方式のような受験科目を少なくし、受験

生の負担感を軽減するパターンである。従来の３教科入

試を２教科にしていた。その内容は、ほとんどが英語を

含むものであったが、ここ数年は英語を含まないケース

も増え、なかには１教科入試というのも出現している。

つまり、１大学１学部で教科・科目数、配点、募集人

員、日程などが異なる入試を実施している形がこの方式

別入試に当てはまる。

流通経済大・西武文理

大・千葉工大・麗澤大専

修大・中央大・金沢工

大・愛知淑徳大・大正

大・立命館大・大阪工

大・大阪経済大・桃山学

院大など

学外試験 これは、90年代前半まではまだ実施が少なかった
地方試験のことである。多い大学では、 30会場以
上で地方試験を実施している。

福井工業大(32会場)・拓

殖大(31会場)・徳島文理

大(23会場)など

試験日
自由選択制

入試日が２日以上設定されており、その中から自
由に受験日を選ぶことができる。併願大学の入試
日を考慮してスケジュールが組めるというもので
ある。

東海大・北陸大・京都産

業大・龍谷大・広島工

大・神戸学院大など

得意科目
申告制

受験した教科・科目から受験生自身が合否判定に
使う科目を申告する。

愛知学院大学・北海道医

療大など

全科目
選択制

必須の入試科目がなく、受験生自身で大学の指定
した科目の中から入試科目を選べる方式。

八戸大・帝京大・産能

大・松阪大など

講義理解力
テスト

試験会場で教員からの講義を受講する。その講義
内容に関する学力試験や論述試験が行われる方
式。

東京国際大・明治学院

大・明海大など

調査書・資
格得点化制

調査書や資格を大学独自の評価で得点化し、学力
試験に加点して合否を判定する。推薦入試には、
よく取り入れられている。

酪農学園大・敬和学園

大・淑徳大・神戸学院

大・名桜大など

インターネット
入試

ＡＯ入試の面接をメールで行ったり(｢ＡＯ型｣)、
自宅でやった課題提出を送信させたり(｢課題提出
型｣)、ワープロ技能やパソコンを利用しての情報
収集力等のコンピュータリテラシーを測る方式(｢
会場受験型｣)とある。

｢ＡＯ型｣：松山東雲女子

大学・九州保健福祉大｢

課題提出型｣淑徳大・千

葉工業大｢会場受験型｣白

鴎大・大阪産業大

ディベート
入試

あるテーマについて、賛成・反対の立場に分かれ
て議論を行い、それを大学が判定する。

大阪産業大
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2.3.4 新入生を早期獲得するための推薦入試の拡大  

 18 歳人口の減少の影響は，一般入試のみならず推薦入試にもおよび，さまざ

まな推薦入試が出現した。推薦で入学する形態は，公的な表現で｢推薦入学｣と

いう言い方であり，文部省の大学入学者選抜実施要項でも｢推薦入学｣となって

いる。しかし，昨今では｢推薦入試｣という言葉が市民権を得ており，これらは｢推

薦入試｣が｢試｣的に，要するに一般入試のように変化をしてきたから認知された

のではないかという意見 38がある。 

推薦入試の多様化は，一般入試と同様，90 年代前半からである。一般入試の

入試改革に合わせて，公募制推薦入試という形式が出現した。推薦入試は，指

定校制と公募制の二つに大きく分かれる。指定校制は，大学が指定した高等学

校に入学を許可する人数を連絡し，それに合わせて高等学校が志願者を絞り込

む。また，推薦状も高等学校長が用意するので，高等学校からの推薦者はほと

んど合格するという特徴をもつ。一方，公募制は学校側による事前の志願者の

絞り込みが行われない。志願したい生徒が出願できる仕組みとなっているので，

自己の推薦書以外の試験を課すことになっていた。なかでも西日本地区では，

とりわけこの公募制推薦入試に学科試験を課すようになっていき，早期に多く

の入学者を確保する傾向があった。そのうえ，拡大する推薦入試では一芸入試

のみならず，自己推薦入試と呼ばれる高等学校長の推薦状なしで受験できる形

も登場した。この推薦入試は，通常２月頃から行われる一般入試同様の教科試

験を実施し，合否を決定するという青田買いの様相を呈しており，この動きは，

高等学校側からも牽制されていた。 

一方，大学合格を果たした生徒たちが多く在籍する高等学校では，合格者と

なった生徒の授業へのモチベーションが下がり，それ以外の生徒たちは焦りな

どからの精神的ダメージが出る場合があり，これら進路の決定・未決定の生徒

が混在している中での学級運営は困難を極めていた。全国高等学校校長会はそ

れらの事情を文部省に陳情し，文部省は 1994 年５月，これら推薦入試に関して

大学・短期大学に通知した。その主な内容は，１．推薦入学の選抜方法につい

ては，学力検査を免除し，調査書や面接，小論文を活用するなど，工夫改善に

努めること。２．推薦入学の実施時期については，入学願書受け付けを原則と

して 11 月１日以降とすること。３．推薦入学の募集人員については，私立大学

の付属高等学校からの推薦入学にかかるものを除き，学部・学科等募集単位ご

との入学定員に占める割合が，原則として，大学については３割，短期大学に

                                                   
38 中村高康(2000)｢推薦入試の現状―｢推薦入試｣化と大学の構造変容―｣『ＩＤＥ現代の高等教

育』№416,pp.40-44,民主教育協会 
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ついては，５割を超えない目安として，各大学において定めること。というも

のであった。 

この通知が出されたのが５月であったのにも関わらず，たとえば近畿地区で

は公募性推薦入試を行った 62 大学のうち 29 大学で募集人員が減少するといっ

た現象が起きた。また受験偏差値帯別全国の募集人員対昨年比をみると，受験

偏差値の高い大学では募集人員の変化がなく，受験偏差値が下がるにしたがい

枠が縮小されていることもわかった。これはもともと受験偏差値が低い大学ほ

ど従来から公募制推薦入試の募集人員が多かったからである。 

1995 年２月，文部科学省は前年度の通達内容を再度通知し，三つの通達事項

の遵守を強く要請した。1996 年度の推薦入試の特徴は，募集人員枠がさらに減

少したが，学科試験については完全な廃止にはならなかった。従来学科試験を

課していた大学は，｢検査｣という名前に変更しながら実質は学科試験を課した

り，小論文と融合したりして工夫をしていたので，高等学校としては非常に対

策が立てづらくなった。また，11 月上旬がピークだった推薦での選考日が 11 月

中旬になった。 

 

▼推薦入試の通達により変化した学科試験 

①適性検査・基礎テスト・言語能力検査・基礎能力テスト 

②小論文への変更 

③教科学力(英語の理解力など)を含んだ小論文への変更 

(従来は外国語学部や英文学科で行われていたものが文系学部全体に拡大など) 

   

このように，この文部省の通達により推薦入試は新たな姿を見せ始めること

となる。たとえば，学科試験を課すことができない推薦入試では，一般入試と

同じレベルを合格者に期待できないため，大学側はせめて学内の活性化につな

がる学生を獲得したいという動きを見せるようになった。特技推薦やスポーツ

推薦といった学力以外の素養や個性を選抜時の判断材料として扱うのがそれに

あたる。また，募集枠の縮小に伴い，志願者の減少が予想されるため，入学者

選抜の吟味にこれまでよりじっくり時間をかけることができるので，論述テス

トや面接・実技など多角的評価を加える傾向が見られるようになった。併願可

能な公募制推薦入試を廃止し，専願の推薦入試を増やす傾向も見られるように

なった。たとえば，特技推薦を実施し，資格や評定平均を点数化することや同

窓生子女推薦，女子推薦，指定校推薦の新設や指定校制推薦入試の見直しとい

った動きも出てきた。 
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推薦入試の変化は，ほかの入学者選抜にも影響を与えた。推薦入試で縮小し

た募集人員は，センター試験利用方式や３月入試に移行され，一般入試の多様

化を促進した形になった。1999 年には推薦入試の募集人員の目安が，大学は５

割へ，短期大学は上限なしと緩和された。｢個性重視｣の旗印のもと多様な入試

を展開し，その種類を拡大した推薦入試は，現在でもほとんどの大学で教科試

験が実施されていない状況である。 

 

 

2.4 ＡＯ入試導入前の大学入試の接続機能  
 

前節で詳述したように，新制大学発足以降の大学入学者選抜の変容が意味す

るところは，大学進学後の学業遂行能力を適正に見極めるための変化であった

といえよう。そもそも，｢適正｣に見極めることができるのであれば，また選抜

した学生が順当に学習成果を出しているのであれば，入試はこんなに変化し，

多様化することはないのである。そこには時代性，社会性をはじめとした学外

からの要請や期待といった周辺の外圧があったということを除いたとしても，

大学入学者選抜はまだ進化の一途であることを理解しておく必要がある。 

進学適性検査および能研テストの制度は，大学進学後の学業遂行のための適

性や教科学力以外の能力を多面的評価しようという目的があった。そのために

学力・一般教養・潜在能力を多面的に測定し，受験生を選抜した。つまり，大

学側の能力要件に合う人材の選抜であったと言えよう。しかし，能研テストが

破綻し，一期校・二期校制が残り、教科能力主義型入試になると様相が徐々に

変化してくる。この入試が存在した 20 年余り(1955-1978)には，まず高校進学

率が 51.5％から 93.5％に上昇する。大学・短大の進学率は，10.1％から 38.4％

となり，大学数も 228 大学から 433 大学まで拡大した。それまでは大学進学が

社会の中での限定的な層によって実施されていたが，この時代に層が拡大する

にも関わらず，大学収容力はそこに追いつかないため，能力主義による選抜が

始まるのである。その中で，多面的評価と学業遂行のための一般教養ならび能

力・スキル・潜在能力を測る機能は低下し，選抜のための難問・奇問の創出や

教科学力主義，入試激化の課題を抱えることになる。共通一次試験は，元来そ

の試験のみで合否を評価するシステムの予定が高等学校側の強い反対に合い，

二次試験(大学別個別試験)を抱えることになった。さらにその二次試験でも小

論文や面接を課すことを奨励し，多面的評価を導入するような政策指針があっ



38 
 

たが，それも受験生確保の動向 39から指針に従わない結果となり，多面的評価

の導入は期待したほど拡大しなかった。これにより，教科学力による能力主義

は一層進行し，一斉に同じ試験をするため大学の序列化が進み，二次試験によ

る難問・奇問も解消せず，受験競争の激化となるのである。 

大学入試センター試験を導入した 1990 年は，高校進学率が 94.1％，大学・短

大進学率 36.3％であった。翌年以降も大学進学率はさらに上昇をし続ける。翌

年 1991 年には大学進学率が 37.7％となり，1998 年には 40.9％と 40％を超え，

2005 年には 51.5％と，50％を超えていわゆるユニバーサル段階に入る。大学入

試センター試験は，受験競争を緩和するために大学序列化を回避する方法とし

て，共通一次試験に代わって出現した。一次選抜的な利用制限をはずすことが

可能になったこと，また試験科目を自由に設計できるようになったことにより，

入試パターンを多様化させ，アラカルト入試と呼ばれるシステムが生まれるこ

とになる。一方で 1992 年をピークとして 18 歳人口は一気に減少に転じる。約

205 万人いた 18 歳人口は，2002 年には約 150 万人となり，2012 年には約 121 万

人，受験生も同様に 1992 年約 92 万人から，2002 年 74 万人，2012 年 66 万人と

減少する。90 年代に短期大学から４年制大学に転向したことも手伝って，大学

収容力は 1992 年約 60％だったのが，2002 年には約 80％を超え，2012 年に 90％

を超えている。入学定員の欠員を出さないようにするために，一層の入試のア

ラカルト化が進み，受験教科・科目の削減，無試験化が増加する状況となった。

つまり，高校生の質に合わせた入学者選抜が展開されるようになったのである。 

これらから日本の一般入試の接続機能は，進学適性検査：大学基準の進学適

性判定，能研テスト・一期校二期校時代：大学基準の教科学力能力主義，共通

一次試験：高校教育水準の教科学力能力主義，センター試験：受験生基準の教

科学力能力主義となり，今や受験生基準の合否判定へと変容してきたことがわ

かる。戦後の新制大学設置当初，選抜基準は大学が持っていた。そのころは大

学収容率も低かったので，ふるいの機能で基準の維持ができていた。しかし，

1990年代後半から 18歳人口の減少と大学収容人数の増加に伴って需給バランス

が崩れる。大学基準での入学者選抜だと，欠員となり大学運営が維持できなく

なる。結局は受験生に合わせた選抜基準へと移り，入試の高大トランジション

の達成機能を低下もしくは喪失させるに至った。その結果，大学進学基準に達

していない，未成熟の教科学力・適性・学習スキル水準の学生を受け入れるよ

                                                   
39 募集人員の多い入試型において近隣大学と同様の教科・科目の試験にしなければ,受験生を獲

得することは難しい。なぜなら１大学だけ異質な試験項目の場合は,受験生が対策に時間をかけ

ることができず,受験自体非常にリスクを負うことになると考えられるからである。  
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うになった。 

以上より，一般入試で高大トランジションが達成できなくなったのは，教科

学力能力主義に頼った入試の実施と 18 歳人口と大学定員の需給バランスの変化

が原因である。そして，これらを回避する入学者選抜システムを抜本的に考え

直すことが必要となり，それが教科学力能力主義入試｢ふるう｣から多面的評価

入試｢つなぐ｣への気づきとなったのである。 
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◇ 第２章第２～３節は次の論文からなる。 

山本以和子(2011)｢일본ＡＯ입시의운영과 과제(日本 の ＡＯ入試 の 運営 と

課題)｣,RRM2011-33-4,pp.1-72,韓国教育開発院 
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第３章 日本の入学者選抜(２) -ＡＯ入試の出現とその後- 

 

3.1 はじめに 
 

第３章では，次の第４章でダビンチ入試の検証をする前にその比較対象とし

て，日本のＡＯ入試の状況を把握することを目的とする。はじめに、第２章で

明示した一般入試の接続機能の課題と原因がＡＯ入試へつながったこと以外の

ＡＯ入試導入の背景を高大の環境変化をもとに明らかにする。次に，導入され

たＡＯ入試はどのような内容で実施されたのか，そして教育政策の場で言われ

ていた一般入試の課題をＡＯ入試は解決しているかを検証する。さらに導入後

10 年余りの経過の中で推敲が重ねられたＡＯ入試の動向に着目をして，今現在

のＡＯ入試の課題を抽出し，最後に日本のＡＯ入試が高大トランジション構造

段階のどこに位置するのかを論じる。 

 

 

3.2 ＡＯ入試導入の背景  
 
3.2.1 高等学校の教育の変化 

1974 年に 90％を超えた高等学校進学率は増加し続け，現在では 95.5％に至っ 

ている 40。進学希望者が多くなればなるほど，多様化する彼らのニーズに適合

させる必要が高等学校の課題となり，1990 年代後半から高等学校はスクール・

アイデンティティを打ち出し，生徒のニーズとマッチングするための高等学校

改革が始まった。 

まず，その高等学校改革の一つが入試である。2001 年の地方教育行政法の改

正により，各都道府県教育委員会が公立高等学校の学区を設置する規定がなく

なった。それを受け，2003 年に東京都と和歌山県が学区撤廃を導入し，その後

各地区においても学区撤廃もしくは小学区制から大学区制に切り替えている。

図 3-1 のように現在では，ほとんどすべての都道府県で学区再編が行われた。

これは，多様な生徒を受け入れる中等教育において学級崩壊等の事象が発生す

ることから，小学区制より大学区制の方が生徒の学力がそろいやすく，指導し

やすいという考え方に基づいている。また，高等学校の入試方式もアラカルト

                                                   
40 文部科学省｢学校基本調査｣(2013)より。  
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化しており，推薦入試の拡大，傾斜配点や科目重視型入試となった。そのうえ，

県統一の入学試験を廃止し，それぞれの高等学校にてオリジナル問題を作成し

て実施をする｢独自入試｣という入学者選抜の形態も創りだされた。これらによ

り，学校ごとに異なる入学者選抜の形態があり，さらに多彩な能力の生徒集団

を高等学校は受け入れている。 

 

図 3-1 高等学校入試における学区撤廃・緩和の状況(2015 年現在) 41 

 

次は高等学校の個性化である。これまで普通科か職業科ぐらいしかなかった

高等学校の学科に総合学科が 1994 年度から導入され，図 3-2 のように設置数が

拡大している。普通科の場合はカリキュラムが決まっているが，総合学科は大

体 10 ぐらいのコースを設定しており，１年生の時からコースを決めて，そのカ

リキュラムで学習を進めるシステムである。例えば，介護なども含めた社会福

祉コースや，ビジネスコース，工業関係のコース，芸術関係のコースなどの職

業領域に近いコースや学問領域に合わせたコースがあり，高校生は進学したコ

ースにより偏ったカリキュラムで勉強することになる。単位制高等学校も 1993

年から全日制高等学校で出現する。これは学年指定の時間割がなく，自分で自

由にカリキュラムを組むことができるシステムで，図 3-3 のように 2000 年代に

入ってから急激に拡大した。  

                                                   
41 文部科学省及び都道府県教育庁ホームページより情報を入手し,筆者が作成  

全県一区（学区撤廃）

学区緩和



45 
 

 

図 3-2 総合学科の設置高等学校数の推移 

 

 

図 3-3 単位制高等学校設置数の推移 

 

また，図 3-4 にあるように中学校，高等学校を一緒にした中等学校(中高一貫

校)も 1999 年より導入された。少子化に伴う学校廃止の処置を目的とする場合

(連携型)と，進学校の高等学校を中等学校にし，６年制の大学受験シフト型教

育を展開する中等学校(ほとんどが併設型)が出現している。拡大現象は，2000

年度から 2005 年度にかけて連携型のほうが早く起こっている。これは，生徒減

少の動向により，近隣の学校を連携させて学校運営効率を上げるというのが主

な理由である。また，併設型は 2006 年度から 2008 年度にかけて急激に増加し

ている。これは，濱本(2012) 42によると，私立学校における併設の中高一貫教育

                                                   
42 濱本真一(2012)｢公立中高一貫校拡大の規定要因分析｣『社会学年報』vol.41,pp.115-125,東

北社会学会 
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の成功事例が民間の教育産業から発信され，そのあおりを受けて他の私立学校

および公立の地域ＴＯＰ校の中高一貫教育化に拍車がかかったからである。

 

図 3-4 中高一貫校設置数の推移 43 

 

さらに 1995 年ごろから従来の普通科に特色ある専門学科，専門コースも設置

された。その内容は理数コースや英語(またはグローバル)コース，これ以外に

も，サイエンスリサーチ科やこすもす科といった名前の学科が出現している。

重点校，推進校を設置する目的で，スーパー・サイエンス・ハイスクール，ス

ーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール，サイエンス・パートナ

ーシップ・プロジェクト 44の指定を文部科学省が行っている。表 3-1 は，過去

のスーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクールスーパー・サイエン

ス・ハイスクールの指定校事例とその事業内容である。 

 

                                                   
43 図 3-2,3-3,3-4 は文部科学省｢高等学校教育の改革に関する推進状況｣のデータで作図。  
44 スーパー・サイエンス・ハイスクール(ＳＳＨ)以外にも,スーパー・イングリッシュ・ランゲ

ージ・ハイスクール(ＳＥＬＨｉ),サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト(ＳＰＰ)の高

校指定校が始まった。ＳＳＨは,科学技術,理科・数学教育,ＳＥＬＨｉは,英語教育を重点的に高

校で実施,それぞれ,大学等との効果的な連携方策等についての研究を含めた取り組み。ＳＰＰは,

高校や大学等の連携により,児童生徒の科学技術・理科,数学に関する興味・関心等を一層高める

機会の充実を目指す取り組み(調査研究)を実施していたが,スーパー・イングリッシュ・ランゲ

ージ・ハイスクール(ＳＥＬＨｉ)が 2009 年度に終了し,以降は代わりにスーパーグローバルハイ

スクール(ＳＧＨ)となった。この事業は高等学校におけるグローバル・リーダー育成に資する人

材育成のための学習・研究を実施する取り組みである。 
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表 3-1 高等学校における重点校・推進校および総合学科の事例 45 

 

 

三つ目は，教育課程の変化である。学習指導要領の改訂はこれまでも実施さ

れてきたが，1990 年代から 2000 年代にかけては，２回の学習指導要領の改訂が

あった。図 3-5 や表 3-2 でもわかるとおり，中学校および高等学校で授業時間

数の大幅な減少がある。さらにこの 2002 年度の学習指導要領と同時に学校週５

日制が施行された。過度な受験競争社会による青少年病理を回避するための｢ゆ

とり教育｣であったが，この後のＰＩＳＡやＴＩＭＳＳ等の国際学力比較の結果

により，日本は上位から陥落し，国内では学力低下論争 46が起こるなど世論を

騒がせる事態になった。  

 

図 3-5 中学校の授業時間数の変遷 

 

 

                                                   
45 文部科学省ホームページより作成  
46 ｢大学生低学力問題｣/岡部恒治・西村和雄・戸瀬信之 ｢分数ができない大学生―21 世紀の日

本が危ない｣ 1999 年の発刊により,大学生の学力低下論争が社会的に起こる。教育課程の授業時

間数の削減,ＰＩＳＡやＴＩＭＳＳの国際学力調査の順位低下の結果も論争を推進する材料とな

った。 

事業名 学校名 内容等

スーパー
イングリッシュ・
ランゲージ・
ハイスクール
（2002年度～）

北海道：札幌清田高校（2005～2007年度）
京都：立命館宇治高校（2005～2007年度）
広島：尾道東高校（2005～2007年度）
宮崎：都城西高校（2005～2007年度）
東京：国際高校（2004～2006年度）
千葉：渋谷教育学園幕張高校（2002～2004年度）

文部科学省が平成14年度からスタートさせた新制度で、真に使える英語教
育を目的とし、大学や海外姉妹校との連携や、一部の授業をすべて英語で
行うなど、より実践的な教育内容になっています。各県応募のあった高校
から「指定校」として選ばれました。英語教育を重点に行う高等学校とし
て指定されています。「コミュニケーションを図るための英語の理解力と
表現力をバランスよく伸ばす指導内容と方法の研究」を主なテーマにして
います。

スーパー
サイエンスハイスクール
（2002年度～2013年度）

大阪：大阪教育大学附属天王寺高校（2009～2013年度）
兵庫：神戸高校（2004～2012年度）
栃木：宇都宮女子高校（2008～2012年度）
東京：科学技術高校（2007～2011年度）
愛知：岡崎高校（2002～2011年度）
神奈川：慶應義塾高校（2003～2007年度）

文部科学省が平成14年度からスタートさせた新制度で、科学技術、理科・
数学教育を重点的に行っています。各県応募のあった高校から「指定校」
として選ばれました。大学や研究機関と連携し、生徒が大学の授業を受講
したり､大学の研究者が高校で授業を行ったり､将来有望な科学技術者を育
成するカリキュラムが用意されています。
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表 3-2 高等学校普通科における必修科目の単位数 

 

 

また，学校５日制はすべての高等学校で実施されているわけではなく，私立

学校の一部では，土曜日も授業を実施している。さらに，必須科目の単位数が

少なくなった高等学校の指導要領では，実際に履修する科目が多様化するとい

った事態も生み出した。表 3-3 にあるとおり，ベネッセが 2001 年に高等学校３

年間で履修する予定科目の調査では，数Ⅲ・物理といった科目の履修状況が上

位ランクの進学校ほど高く，現代社会は下位ランクの学が高いという結果が出

た。このように学習履歴は高等学校によっても異なることがわかる。 

 

表 3-3 高校３年間で履修する予定の科目(学校ランク別) 47 

 

 

さらに図 3-6 のような調査結果もある。これは，大学で実際に利用する学習

スキルを高校生はどのくらい経験したのかを調べたものである。上位ランク校

                                                   
47 ベネッセ教育研究所(2002)『第３回学習基本調査報告書 高校生版』(n=3,808)p.22 より引用 

全単位数 国語 数学 社会 理科
必修科目
単位数

1963～1972年
高等学校

学習指導要領

85 11 10 13 12 68

2003年～

高等学校
学習指導要領

74 2 2 6 4 31

（％）

数学Ⅰ・数学Ａ 92.1 数学Ⅰ・数学Ａ 96.4 数学Ⅰ・数学Ａ 94.3
数学Ⅱ・数学Ｂ 95.6 数学Ⅱ・数学Ｂ 91.6

数学Ⅱ・数学Ｂ 83.3 化学 81.5 数学Ⅰ・数学Ａ 87.2 数学Ⅰ・数学Ａ 86.4
世界史 82.1

化学 76.1 世界史 77.6 化学 79.0 化学 70.8 生物 76.9
世界史 73.5 倫理 76.3 世界史 75.2 数学Ⅱ・数学Ｂ 72.4
生物 66.0 政治・経済 67.6 日本史 66.5 生物 65.8 化学 68.4

生物 60.3 生物 64.6
日本史 58.0 日本史 54.4 地理 52.8 数学Ⅱ・数学Ｂ 59.0 世界史 59.6

数学Ⅲ 52.9 日本史 57.2 現代社会 59.4
日本史 56.5

倫理 48.6 物理 49.7 政治・経済 46.5 現代社会 43.0
政治・経済 46.1 数学Ⅲ 40.5
数学Ⅲ 40.7
地理 39.2 地理 38.6 現代社会 39.1 倫理 38.9 地理 31.6
現代社会 39.0 倫理 34.6 政治・経済 34.6
物理 34.3 物理 33.1 地理 33.3

現代社会 24.6 地学 22.2 数学Ⅲ 28.9 数学Ⅲ 29.3
物理 26.7 倫理 23.0

地学 14.9 地学 13.3 地学 11.1 政治経済 18.6
物理 15.8
地学 13.4

全体
上位ランク校 中上位ランク校 中下位ランク校 下位ランク校

学校ランク
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ではすべての学習スキルを経験していない割合が他のランクの高校より高く出

た。言い換えれば，板書型の伝統的授業に依存する度合いが高いことがわかっ

た。 

 

図 3-6 高等学校で経験した学習スキル 48 

 

以上のように，2000 年頃から高等学校の教育の形が多様化する。その背景は，

高校進学率の上昇と少子化，さらに受験に依存した進路設計に影響を受けたと

いわれる青少年行動の問題，多様な生徒を抱える中等教育の変化という背景か

ら，画一的な教育を脱却し，多方面でかつ高校生の状況に合わせた教育システ

ムへ転換していった。2002 年度学習指導要領の改訂では，1989 年の｢新学力観｣

に基づく観点別評価が導入され，生徒の自主性を重んじた｢ゆとりカリキュラ

ム｣ 49により大幅に学習内容が削減され，戦後最も少ない学習内容，時間数とな

った。学校週５日制の導入，総合学習の新設もあった。当時の大学生の低学力

論争と結びつき，この学習指導要領は類をみない大規模な教育論議へと発展し

                                                   
48 ベネッセ教育研究所(2002)『第３回学習基本調査報告書 高校生版』ｐ.28 より引用 
49 1992 年度学習指導要領はそれ以外にも宿題がなくなり,｢自主学習｣になる。  
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友だちと話し合いながら進めていく

授業

グループで何かを考えたり調べたり

する授業

注１）数値は「やっていない」割合

注２）（ ）内はサンプル数
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た。その議論の結果，文部科学省は｢学習指導要領はマキシマム・スタンダード

ではなく，ミニマム・スタンダードである｣という方向転換を行ったのである。 

 

3.2.2 高校生の学習における変化 

 2006 年に実施したＰＩＳＡの調査結果は，日本にとって衝撃的な内容であっ

た。図 3-7 にあるように，2000 年のＰＩＳＡ調査では，数学的応用力１位，科

学的応用力２位，読解力８位だった日本が，2003 年に数学的応用力２位，科学

的応用力６位，読解力 14 位と，世界のトップクラスを誇った生徒の学力が，軒

並み下がったのである。1999 年，当時京都大学教授の西村和雄氏の｢分数ができ

ない大学生｣が刊行された後，大学生の低学力についてさまざまな調査結果が公

表され，世論を巻き込んでの｢学力低下論争｣があった。その論争の記憶がまだ

残っている時期に，ＰＩＳＡのような国際比較調査で日本は毎回順位を落とす

結果が公表された。また，日本の生徒は，｢科学に対する興味関心がある(56 位

/56カ国中)｣｢科学を学ぶことに興味がある(52位/56カ国中)｣という結果となっ

ており，さらに表 3-4 に示すように｢科学応用力の無回答率｣や｢数学応用力の無

回答率｣｢読解力無回答率｣が，ＯＥＣＤの平均値を上回った。 

 

図 3-7 ＰＩＳＡ調査での日本の学力順位変動  

  
表 3-4 ＰＩＳＡ調査での日本とＯＥＣＤ平均無回答率(％) 
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数学的応用力 科学的応用力 読解力

項目 日本 OECD平均

科学的応用力無回答率 7.8 7.0
数学的応用力無回答率 11.9 11.5

読解力無回答率 13.5 9.9
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 2000 年代初頭の高校生の学習時間は，それ以前に比べて減少していた。２時

間以上学習していると答えた高校３年生が 1996 年度は 46％だったが，2003 年

度は 43％に減少した 50。また別の調査 51では，高校生の平日の家での学習時間

は，1982 年度が平均１時間 40 分であったのに対し，2002 年度は平均 50 分と半

分に減少した。 

 さらに意欲面でも問題が表出した。図 3-8 は高校生の学力向上志向を調べた

調査 52である。上方は，高校生に｢レベル１(最上位)からレベル７(最下位)のう

ちどの成績をとりたいか｣を尋ねたものである。その結果，レベル１の成績をと

りたいという生徒が 1996 年と 2001年では 4.5％減少した。また，その下方では，

｢自分も頑張ればとれると思う成績はどのレベルか｣を尋ねている。その結果，

レベル１の成績ならとれるとした生徒が，1996 年と 2001 年では 2.5％減少した。

以上のことから，成績上位に対する向上心が低下していることがわかる。 

 

 

 
①  ～⑦：成績の七段階評価(①が上位)     

＜出典＞左：進研スタディーサポート 3 年生１回  (いずれも 1996 年／ 2001 年度 )  

図 3-8 取りたいと思う成績・自分も頑張ればとれると思う成績(高校生) 

 

                                                   
50 ベネッセコーポレーション｢進研スタディーサポート３年生第１回｣の 1996 年と 2001 年の比

較より 
51 日本青少年研究所(2002)『高校生の未来意識に関する調査』 
52 ベネッセコーポレーション｢進研スタディーサポート３年生第１回｣の 1996 年と 2001 年の比

較より  
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次に自分の将来や職業観についての高校生たちの自己理解の欠如と将来ビジ

ョンの未確立が，2000 年代に顕著になった。たとえば，図 3-9 53は，高校生の自

己概念について調査したものであるが，この結果が顕著にそれを表している。

1993 年と 2000 年で同じ調査をして比較したところ，｢自分がどのような能力・

適性があるのか知っている」「進路を選ぶ上で重視することがはっきりしている」

「将来についてはっきりした目標がある」「自分にはつきたい職業がある」の項

目についていずれも肯定率が下がり，否定率が上昇した。主体的学習の成立に

は，自分の現状を受容し，学習目標を描くことが必要である。しかし，高校生

の将来展望に関わる自己概念の肯定率の変化は自分自身の進路決定ができにく

い状態を表しており，これでは大学進学に対しても｢なんのために進学するの

か｣の目的が描けず，高校生たちは無目的のまま大学に進学してくることにつな

がる。 

 
図 3-9 高校生の自己概念と学力評価 

 

従来は，｢いい大学に入って，立身出世を目指す｣という志で，受験勉強を進

めることができた。そして，模擬試験の結果による｢振り分けられた｣受験指導

で，十分生徒は学習についてきた。しかし，現在では，｢ランキング上位の大学

に入るため頑張って学習する｣というスタイルが崩壊し，｢自分に合った大学選

択｣が主流になってきている。つまり，従来は，集団指導・受験指導・受験対応

力・３ヵ年指導・量対応(大量にランキング上位の大学へ進学させる)といった

                                                   
53 ベネッセ教育総研(2001)『高校生の自己概念と学力到達度』(n=4,100)p.56 より引用 
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キーワードで進路指導の方向性を言い表すことができたが，現在は，個別指導・

キャリア教育・進学＋αのスキル・中高や高大のマッチング(ランキングよりも

本当に自分が学びたい内容か？ 自分に合った(環境・雰囲気・人間関係等)大

学か？ という視点をもつ)というように様変わりしている。 

 高等学校現場では，結局何が一番問題になっているのだろうか。学習時間数

の減少については，物理的なところで補える余地がある。しかし，学習する以

前の問題であるモチベーションコントロールや学習意欲が課題と高等学校現場

は考えている。そのために目標を具体化させたり，成績の伸びを実感させるよ

うなことをしたり，学びの意識を高めたりという取り組みが必要と感じている。 
 
3.2.3 米国の入学者選抜改革のインパクト  
 1980 年代後半，大学進学の高まりに合わせて日本の大学・短期大学の進学率

は 50％を超え，ユニバーサル段階に入った。しかし，大学入学者選抜において

は，教科学力の得点を競わせて合否を判定するというエリート段階の入学者選

抜の手法に高大接続の機能を託していた 54。1992 年をピークにして 18 歳人口は

減少に転じる。さらに，1991 年の大学設置基準の大綱化により設置基準が軟化

し，大学の新設が相次いだ 55。各大学は志願者確保のため，入試の軽減化(科目

数減少，推薦入試の拡大)を実施する。先述したように，高等学校段階はすでに

進学率 95％以上である。多種多様な生徒に応じる教育を展開するために高等学

校改革を 90 年代より開始し，教科や教育目的に応じたプログラムが展開できる

ようになっていった。また，生徒自身の学習姿勢についても様々な変容が発見

された。この時期の入学者選抜と高大接続の関係における新たな課題は，高等

学校から大学へのスムーズな移行であった。入試科目の減少や推薦入試の拡大

に伴う教科学力軽視の状況，および大学合格に対応した｢受験シフト｣型の詰め

込み教育を経た受験生が新入生になるにあたって，大学入学前や入学直後のリ

メディアル教育，そして初年次教育の価値への気づきが各大学で発生した。 

 このころから，新たな高大接続モデルを探求するために，大学入試センター

研究開発部研究員を中心とした研究グループが米国の高大接続システムを調査

                                                   
54 岩田弘三(2003)｢日本における教育接続の戦後史｣『高校と大学の接続 選抜接続から教育接

続へ』,p.59,玉川大学出版部 
55 文部科学省学校基本調査によると,1989 年の大学数が 499,短期大学数 584 に対し,2000 年の

大学数 649 短期大学数 572 であり,90 年代で大学 150 増加し,短期大学は 12 減少した。また入学

者数は,1989 年が大学 476,786 人・短期大学 225,364 人,2000 年には大学 599,655 人,短期大学

141,492 人となっており,2000 年にかけて約 4 万人の入学者が増加した。  
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している 56。そこでは，1990 年代以降にいくつかの州で導入された新アドミッ

ションシステムに触れているが，中でもオレゴン州のＫ－１２改革とＰＡＳＳ

のシステムは，全米のみならず日本においても高大接続の研究にインパクトを

与えた。 

 1965 年から 1970 年代にかけて，アメリカは高等学校改革を行う。1905 年代

後半からの公民権運動の高まりの中でジョンソン政権(Lyndon Baines Johnson 

米国 36 代大統領)は一般教書演説の中で｢貧困との戦い｣を提唱する。それに呼

応するように 1965 年初等中等教育法を制定し，貧困家庭に対する教育上の支援

を始める。その中では退学率を軽減させるため，｢人間化｣のスローガンで通常

のアカデミックな教科科目を減らし，アカデミックではない非教科科目(スポー

ツや音楽，料理など)を増設して多用な選択科目を設定した。教育の底上げを図

るつもりが，水準を下げることで教育受益者を増やすという策に出たのである。

結果，大学進学時のＳＡＴのスコアも低下し，1983 年｢教育の卓越性に関する国

家委員会｣は，最終報告書『危機に立つ国家』を発表する。その中で，アメリカ

人の教育レベルが低下していると分析し，｢凡庸性の増長(a rising tide of 

mediocrity)｣が社会全般にみられると警告した。それにより高等学校教育も言

語教育を重視し，必修単位数を増加させ，さらに狭い領域の職業技術科目を廃

止した。しかし，生徒全体をアカデミックな教科科目に取り組ませるインセン

ティブはなく，職業教育の復活や卒業要件の別枠化など，学習成果に対しての

ダブルスタンダードが発生した。このダブルスタンダードを解消するために，

オレゴン州では，｢Ｋ－１２スタンダード｣を開発した。｢Ｋ－１２｣とは，初等

教育から中等教育までの 12 年間をさす。ここでは，その詳細には触れないが，

従来のようなテスト中心の評価法ではなく，各学年段階で到達すべきルーブリ

ックを開発し，｢なにができるようになったか(can do)｣という遂行能力中心に

評価する方法を提示した。そのため，日常の学習過程およびその成果記録によ

り評価される｢パフォーマンス評価｣が取り入れられるようになり，さらに生徒

にとっても学習目標が見え，主体的な学習活動につながるようになった。これ

により，進学コース，職業コース共にプロジェクト学習や tech prep 学習(高大

連携型技術予備教育プログラム) 57などを通じて，社会で通用する能力の獲得を

                                                   
56 荒井克弘編『高校と大学の接続 選抜接続から教育接続へ』科研費補助金(基盤研究(A)(1))

『マス高等教育段階における高校と大学の接続｣報告書にある｢第２部アメリカの高大接続｣を指

す。 
57 高大連携型技術予備教育プログラムとは,金子(1999)によると,1985 年アメリカ・コミュニテ

ィ・ジュニアカレッジ協会会長のＤ・バーネルが提案した高校の最後の２年と短大の２年を結び

つける４ヵ年の准学士号プログラムを指す。その後 1990 年には｢技術予備教育法｣において,①２

ヵ年の准学士号あるいは２ヵ年の資格へ導き,②技術工学,応用光学,機械,産業あるいは実践的
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目指すようになった。学術的な教育における原理や理論，抽象的な概念を実社

会で応用し，さらに汎用的な能力(課題認識や課題解決，ロジカル・クリティカ

ルシンキングや分析力，チームワーク力や交渉・コミュニケーション力等)を育

成するという新たな教育パラダイムの転換が図られた。この教育方法は，進学

系・職業系のダブルスタンダードを解消する手法となった。 

 当時のアメリカでは選抜方法にも課題があった。高等学校の成績と共通試験

での結果を判定資料としていたが，高等学校の成績は絶対評価であったが、評

価基準が不明なので到達度がわからなかった。また成績評価が甘いことも加わ

り，高等学校の成績は信憑性に欠けていた。さらにＳＡＴがＩＱテストであっ

たため，高校生の学習成果を測定するものではなかった。ＳＡＴのこの問題は

後に科目対応型のＳＡＴⅡを課す名門大学が増加することにつながり，これに

より高等学校での学習に直結したテストの開発の機運が発生した。 

 これらの背景より，オレゴン州では，開発されたＫ－１２改革の利点を活か

したアドミッションを構築する。ＰＡＳＳ (Proficiency based Admission 

Standard System) は，入学に必要な能力(プロフィシエンシー(行動発揮能力))

を大学側がスタンダードとして示す仕組みである。入学スタンダードは，生徒

が高等学校までに身につけた能力を基準(５段階)に設定され，コンピテンシー

とプロフィシエンシー(＝運用能力・行動発揮能力)という概念で能力を捕らえ

るようになっている。いわば，実際に発揮された｢行動｣に着目する能力観であ

る。これを Competency/proficiency-based admission standard と呼ぶ。 

 ＰＡＳＳプロジェクトのプロフィシエンシーには，数学，科学，社会科学，

人文科学(英語・文学)，外国語，芸術の６分野の知識内容(contents)とその知

識が実効性を持つのに不可欠な能力である技能(skills)がある。技能の領域は，

読解力，作文力，コミュニケーション力，分析力，問題解決力，体系的思考力，

科学技術力，チームワーク性，作業熟練度の９領域がある。知識内容と技術内

容の 54 領域が５段階で高等学校教師に評価されるのだが，そこではテスト結果

だけではなく，先述したような日常の学習過程とその成果記録により評価され

る｢パフォーマンス評価｣で実施されている。その評価と書類審査で大学の合否

が決定される仕組みであった。これらには，今までの合否判定にない新しい観

                                                                                                                                                     
な技芸あるいは手職,または農業,保健もしくは商業の少なくとも１分野における技術的な準備

教育を提供し,③系統的なコース・オブ・スタディを通じて数学,理科及びコミュニケーションに

おける生徒の能力を確立し,④就職へ導く中等及び中等教育後の結合プログラムとした。その

後,1994 年には,｢修学から就職への機会保証法｣により補助金も支出され,キャリア教育の転換,

高大連携,アカデミックと職業教育の融合など多様なスタイルを創出し,キャリア意識とキャリ

ア探求的学習活動となっている。 
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点が発見できた。例えば，一つ目は学生選抜時に教科的能力だけでなく，非教

科的能力を総合的かつ脈絡的に評価し，さらに，実際に発揮された行動に着目

し，潜在的可能性を推測する点に特徴がある。また，成績向上の可否や最終学

年での教科科目の内容と水準も判定に含めることができる。二つ目は，高等学

校での学業成績と活動を重視することに特徴がある。学校外でのパフォーマン

スではなく，一定の条件下での学習成果を時系列的に追うこともできる。三つ

目は，スタンダード提示により高等学校教育と連携させて学習目標が提示でき

る。そのための到達目標が個人で設定され，主体的な学習に結びつけることが

でき，特別な入試対策のための学習をしなくていいという点に特徴があった。 

 日本のＡＯ入試の導入時には，米国のアドミッションズ・オフィス入試が数

多くベンチマークされた。その中でも報告されたオレゴン州のＰＡＳＳプロジ

ェクトは関係各署へのインパクトが強く，大いに参考とされたのである。 

 

 

3.3 草創期のＡＯ入試 

 

3.3.1 ＡＯ入試出現の政策的側面 

 1990 年，慶応義塾大学湘南キャンパスにある環境情報学部と総合政策学部は，

日本で初めて｢アドミッション・オフィス入試｣を実施した。しかし，それから

しばらくはこの入試に追随する大学はなかった。ＡＯ入試が増え始めるのは，

1999 年度からである。そのためか，ＡＯ入試の政策的要因を示すのによく 1997

年の中教審第二次答申｢21 世紀を展望したわが国の教育の在り方について｣が取

り上げられる。しかし，入試の多様化や評価尺度の多元化とともにアドミッシ

ョン・オフィスの項目が出てくるのは，実は臨時教育審議会第一次答申が最初

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(臨時教育審議会第一次答申(1985.6)抜粋より) 

第３部 当面の具体的改革提言 

 第２節 受験競争過熱の是正のために 

(１)大学入学者選抜制度の改革 

  現在，各大学の入学者選抜の体制は害して脆弱である。各大学でのアドミッション・オフィ

ス(入試担当部門)の設置または強化を図る必要があり，その推進に必要な措置を講ず

るべきである。    
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このころは，これがそのままＡＯ入試の広がりには結びつかず，入試の話題

は，入試方法の多様化，評価尺度の多元化について多く語られるようになって

いった。アドミッション・オフィスが次に取り上げられたのは，12 年後の 1997

年の第 15 期中教審第二次答申であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後，通称｢接続答申｣と呼ばれる中央教育審議会答申｢初等中等教育と高等

教育との接続の改善について｣が 1999 年に出された。そこには，社会の要請に

応える人材の養成などの観点から，大学においては大学教育に必要とされる能

力・適性を入学者に対して求めることが必要として，初等中等教育と高等教育

との接続を重視した入学者選抜の改善について述べられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第 15 期中央教育審議会第ニ次答申(1997)抜粋より) 

第２章 大学・高等学校の入学者選抜の改善 

 第２節 大学入学者選抜の改善 

 (３) 大学入学者選抜の改善等の具体的な取組 

 (Ｂ) 入学者選抜の改善を進めるための条件整備など関連する政策の推進 

①アドミッション・オフィスの整備  

 選抜方法の多様化や評価尺度の多元化，特に，総合的かつ多面的な評価を重視する

などの丁寧な入学者選抜を行ったり，調査書の重視など初等中等教育の改善の方向を

尊重した入学者選抜の改善を進めるためには，実施体勢の整備は必要である。 

我が国においても，こうした例を参考としつつ，我が国の大学の特性を踏まえた日本型の

A.O.の在り方を検討し，その格段の整備を図っていくことが望まれる。 

(｢初等中等教育と高等教育との接続の改善について｣中央教育審議会答申(1999)抜粋よ

り) 

第５章 初等中等教育と高等教育との接続を重視した入学者選抜の改善 

(1)入学者選抜の現状等改善の方向 

大学全入時代の到来を前に今後入学者選抜で目指すのは，単に誰もが希望する大学に

入れるようにするのではなく，大学と学生とのより良い相互選択を測り，学生の大学教育への

円滑な移行を実現することである。 

(2)これからの選抜の在り方 

①大学と学生のよりよい相互選択を目指して 

②入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)の明示 

③「公平」の概念の多元化 

④受験教科・科目数の考え方 
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1990 年代後半からの行政による積極的な働きかけだけではなく，初等・中等

教育の変化や学生確保からの要素もＡＯ入試導入の原因になっている。ＡＯ入

試は推薦入試のような募集人員比率や募集開始時期の規制がなく，11 月以前か

らでも実施できる。また，高等学校教育の多様化は，多面的な評価を取り入れ

たＡＯ入試で判定しやすいということからも実施が増加した。    

1994 年度から一部の私立大学がＡＯ入試を導入し，そして 1999 年度から私立

大学でのＡＯ入試の導入が加速した。国公立大学は，2000 年度から制度導入し

た。国立大学では，東北大学，筑波大学，九州大学，公立大学では岩手県立大

学で始めてＡＯ入試が導入された。2000 年には大学審議会答申「大学入試の改

善について」が提出され，ＡＯ入試運営についての具体的な方針が出された。 

 

(｢大学入試の改善について｣答申(2000)抜粋要約) 

第３章 ２ アドミッション・オフィス入試の適性かつ円滑な推進 

(1)アドミッション・オフィス入試の意義と現状 

アドミッション・オフィス入試は，選抜方法の多様化，評価尺度の多元化等の入学者選抜

の工夫・改善の中で各大学の自主的な取り組みとして発展。(省略)アドミッション・オフィス

入試には，明確な定義はないが，アドミッション・オフィスなる機関が行う入試というよりは，学

力検査に偏ることなく，詳細な書類審査と時間を掛けた丁寧な面接等を組み合わせること

によって，受験生の能力・適性や学習に対する意欲，目的意識等を総合的に判定しようと

するきめ細やかな選抜方法の一つとして受け止められている。その意味でアメリカの大学に

おいてアドミッション・オフィスが行う入学者選抜が，経費節減と効率性を目的としたものと

言われるのに対して，既に我が国独自の選抜方法となっている。(省略) 

 (3)入学者選抜そのものの具体的な改善方策 

①各大学が多様な進学希望者の能力・適性等を適切に評価するための選抜方法の開     

 発 

②丁寧な入学者選抜を行うための体制の整備等 

  入学者選抜等についての高い専門性を有するスタッフを備えたアドミッション・オフィスの設

置等，丁寧な入学者選抜を行うための体制を整えることが必要 

③適切な出題 

④高等学校での学習成果を多面的に評価する入学者選抜 

⑤大学入試センター試験の改善 
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先行している推薦入試は一部の能力だけの評価や学生の青田買いの様相を呈

していた。ＡＯ入試はそのマイナスイメージを払拭し，日本型の新しい入学者

選抜の有効なモデルとして社会に受け入れられることを期待して，大学審議会

では，ＡＯ入試のあるべき方向性を示す。この方向性の明示により，推薦入試

に代わる入学者選抜方法として，表 3-5 に示したように 2001 年度から国公私立

および４年制大学・短期大学を問わずＡＯ入試が急激に増加した。 

 

表 3-5 日本におけるＡＯ入試導入初期のころの実施大学 58 

 

                                                   
58 文部科学省 平成各年度｢国公私立大学短期大学入学者選抜実施状況｣のデータより作成  

国立大学 公立大学 私立大学 合計
1990 0 0 1 1
1991 0 0 1 1
1992 0 0 1 1
1993 0 0 1 1
1994 0 0 2 2
1995 0 0 2 2
1996 0 0 2 2
1997 0 0 2 2
1998 0 0 5 5
1999 0 0 14 14
2000 3 1 71 75
2001 5 3 199 207
2002 12 4 270 286

(2)大学入試選抜に置けるアドミッション・オフィス入試(以下，ＡＯ入試)の位置づけ 

ＡＯ入試は推薦者を必要としない公募型入試の一つであるので，一般選抜に位置する。 

(3)アドミッション・オフィス入試に求められるもの 

ＡＯ入試が社会に受け入れられ，大学と学生のよりよい相互選択をめざすものとして定着し

ていくためには，現代では次のような内容を持つことが適当と考えられる。また，各大学や大

学入試センターにおいて，アドミッション・オフィス入試の望ましいあり方や受験生の能力・適

性や学習に対する意欲，目的意識等を総合的に判定する方法論について調査研究を

進めていく必要ある。 

①受験生が自らの意思で出願できる公募型の入試であること 

②求める学生像や，受験生に求める能力・適性等を明確にし，それに応じた選抜法を工

夫・開発すること 

③受験生の能力，適性，意欲，関心等を多面的に，総合的に評価すること 

④高校側との相互コミュニケーションを重視するものであること 

⑤専門的な(入試)スタッフの充実等，十分な体制を整備すべきこと 
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3.3.2 導入当時のＡＯ入試の実施状況 

3.3.2.1 ＡＯ入試開始 

 日本でＡＯ入試を一番初めに導入した慶応義塾大学では，本部キャンパスか

ら約 40ｋｍ離れたところに新たなキャンパスを設置し，当時にしては目新しい

｢環境情報学部｣および｢総合政策学部｣という名の｢４文字学部 59｣を新設した。

従来の大学にない新時代の領域を対象とした教育内容を掲げ，さらに修学も学

部４年と修士課程２年の６年を基本とした斬新なものであった。この二つの学

部は，設置されたキャンパス名をとって，｢湘南藤沢キャンパス｣通称｢ＳＦＣ｣

と呼ばれ，本部キャンパスの慶応義塾大学だけでなく，存在している日本の大

学とも一線を画した形になった。ＳＦＣ当局の意気込みに合わせ，時代の新し

い学問領域にチャレンジできる学生の獲得を目指し，旧来の入学者選抜制度と

は異なる選抜システムを導入した。それが，アメリカ型アドミッション・オフ

ィス実施の入学者選抜をベンチマークして創出した同大学のＡＯ入試であった。

ＳＦＣのＡＯ入試は，それまでの日本の大学入試改革の文脈とは異なる経緯で

出現した。他大学はすぐに追随できず，そもそもＡＯ入試そのものの解明から

研究および学習が始まった。 

  

3.3.2.2 ＡＯ入試のタイプ 

導入当時のＡＯ入試は，選抜型と対話型に分けられる 60。ＡＯ入試は，2010

年度までいわゆる教科型の学力試験を課さず，それ以外の大学教育に必要な力

を測ることを名目としていたため，選抜型では｢書類審査｣を，対話型では｢面接｣

を重視するものであった。 

 選抜型のＡＯ入試は，ＳＦＣの形式がモデルとなり設定されているケースが

多い。ＳＦＣ以降は，千葉商科大学，同志社大学，桜美林大学，産能大学，愛

知学院大学で次々開設された。典型的なスタイルは，第一次審査では念入りな

書類選考があり，その合格者に面接を課すものであった。書類審査の対象は，

志望理由書，自己紹介書と賞や資格取得の内容証明，高等学校成績と高等学校

でのクラスや委員会等の活動内容である。 

 一方，対話型のＡＯ入試は，1998 年度の広島文化女子短期大学および札幌国

際大学・同短期大学，東横学園女子短期大学で導入された。内容は｢面接｣を重

                                                   
59 それまでは｢法学部｣｢文学部｣｢工学部｣といった学部名称が多かったが,この頃から志願者増

加を狙って内容がわかるような名称に変更する学部が増える。例えば農学部は，｢生物○○学部｣,

家政学部は,｢生活○○学部｣に,また時代の課題を反映して｢総合○○学部｣｢情報○○学部｣｢国際

○○学部｣「環境○○学部」も量産された。これらを４文字学部と総称する。  
60 進研アド(1999)『BETWEEN』151 号 p.9 
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視している。出願の前に志望者と複数回の面談を行い，志望者の高等学校内外

での活動歴，入学後の目標，志望理由などを求め，大学教育との整合性を確認

し，出願適格者を選出する。出願資格を得た志望者が出願することで，入学意

思確認の面接を実施，合格となる仕組みである。 

 

 

3.4 現在のＡＯ入試 

 

 ＡＯ入試の本格的な実施が始まって 10 年余りが経った。その間，開設当初の

選抜方法や組織体制は，より一層の多様化・拡大化が進行している。図 3-10 に

もあるとおり 2016 年度のＡＯ入試の実施は，国立 50 大学 156 学部，公立 25 大

学 34 学部，私立 468 大学 1333 学部となり，過去最高の実施数および実施率と

なった。設置区分の実施率については私立大学が圧倒的に多く，次いで国立大

学，公立大学の順である。  

 

棒グラフは，設置区分別実施大学数   折線グラフは，設置区分別実施大学率 

図 3-10 ４年制大学のＡＯ入試実施状況推移 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                   
61 文部科学省 各年度｢国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況｣より作成  
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さらに，表 3-6 に示すとおり大学設置区分別の全入学者に対するＡＯ入試合

格での入学者の割合は，2015 年度で国立大学が 2.7％，公立大学が 2.2％，私立

大学は 10.5％を占めている。全入学者のうち 8.8％がＡＯ入試である 62。2000

年代前半の急激なＡＯ入試導入ラッシュは落ち着いたが，今なお実施大学数お

よびＡＯ入試合格者の入学割合は，増加傾向にある。 

 

表 3-6 2015 年度 設置区分別入試別入学者数および比率 63 

 

 

3.4.1 国公立大学のＡＯ入試実施状況 

3.4.1.1 ＡＯ入試実施動向 

 現在，国公立大学の入試には，主に一般入試および推薦入試，ＡＯ入試があ

る。一般入試は募集人員が一番多く，多くの大学で前期日程・後期日程に分か

れて実施されている。近年，18 歳人口の減少による受験生確保と第１志望学生

の確保戦略のため，後期日程を廃止して前期日程に募集人員をシフトする大学

が出現している。しかし，国立大学協会は後期日程廃止の代用として，推薦・

ＡＯ入試導入を義務付けたにも関わらず，それらの募集人員は後期日程の募集

人員の一部を代替しているに過ぎない。また，2008 年度に国立大学協会は，従

来 30％以内としていた推薦・ＡＯ入試の定員枠を 50％に引き上げた。この時も，

ＡＯ入試募集人員を増加した大学は少なかった。その程度は，図 3-10 をみれば

わかる。設置区分別試験区分別の入学者比率でみると，すでに述べたようにＡ

Ｏ入試での入学者は，国立大学は 2.7％，公立大学は 2.2％で学年全体の定員比

率として非常に少ない。また，図 3-11 のように志願者数は，国立大学の場合 2010

                                                   
62 文部科学省(2015)「平成 26 年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況」 
63 文部科学省(2015)「平成 26 年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況」より集計し,

作表  

国立大学 公立大学 私立大学 総計
入学者総数 99617 30734 477727 608078
一般入試 84308 22494 234172 340974
ＡＯ入試 2679 663 50143 53485
推薦入試 12096 7361 191548 211005
その他 534 216 1864 2614

国立大学 公立大学 私立大学 総計
入学者総数 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
一般入試 84.6% 73.2% 49.0% 56.1%
ＡＯ入試 2.7% 2.2% 10.5% 8.8%
推薦入試 12.1% 24.0% 40.1% 34.7%
その他 0.5% 0.7% 0.4% 0.4%
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年度が一番多く 10,287 人，公立大学では 2012 年度が一番多く 2,865 人であっ

た。志願倍率は当初公立大学が５倍を記録したが，その後徐々に減少し，2015

年度では 3.1 倍であった。国立大学では，一時 4.0 倍を超えたが，総じて 3.5

～4.0 倍の間で推移している。 

 

 

※年度の上に記載されているのは，志願倍率 

図 3-11 国公立大学のＡＯ入試志願者数・合格者数・志願倍率の推移 64 

 

3.4.1.2 ＡＯ入試内容 

 国公立大学のＡＯ入試の場合，一番重視されるのが｢アドミッション・ポリシ

ー｣(以下，ＡＰで表記)である。各大学が設定したＡＰには，募集単位ごとで必

要とされる能力，資質，適性などが挙げられており，その人物像に適している

かどうかを判定する項目を示している。具体的には，各学問領域に対する積極

性や好奇心，向上心や興味関心，学習や研究の目標への姿勢など自発的な学習

意欲を保有し，また論理的思考力や創造力，専門領域に必要な知識や感性を保

有する人材を求めているケースが散見される。 

 ＡＯ入試は，第一次審査ならびに最終審査の２回で実施するケースが多い。

第一次審査では，書類審査だけのケースと書類審査＋αのケースが存在する。

書類審査は，出願時に提出を求めた調査書，志望理由書，自己推薦書，活動記

録書，学生生活計画書などがある。調査書は，高等学校で作成されるが，その

                                                   
64 文部科学省 各年度「国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況」より集計し,作図  
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他は受験生自身が作成しなくてはならない。これらの書類を大学側で設定した

審査基準により評価され，合否が決められる。この審査基準は，大学独自のも

のであり，公開されていない。大抵は，学校成績や活動内容，また志望理由書

や自己推薦書等の書類を採点担当者が読み，点数化が行われている。＋αがあ

る場合はそれも点数化され，第一次審査の採点を完了する。これらの配点につ

いては，公表されていない。採点の完了後，合格した受験生の発表がある。第

二次審査へコマを進める受験生の割合は，表 3-7 のとおり大学によって様々で

ある。これより受験生個人の態度や姿勢，能力を判定するために，大学で審査

対応できる人数まで絞り込んでいることがわかる。 

 

表 3-7 国立大学の第二次審査合格率状況 

 

2010 年度入試結果より 

 

 ＡＯ入試の試験内容は，書類審査の他にも以下のようなものがある。現在の

国公立大学のＡＯ入試は，表 3-8 のように試験内容が多彩になり，下記の内容

を複雑に組み合わせて実施されている。 

 

①  面接 

 面接には，個人面接，集団面接，グループ・ディスカッションの形がある。

大学 学部－学科 出願数(件) １次合格者(人) １次合格率(％)
文 51 16 31.4

法－法 66 30 45.5
経済 135 79 58.5

理－全学科 132 132 100.0
医－医 77 23 29.9

農 40 21 52.5
人文・文化 47 20 42.6
人間－教育 28 2 7.1

理二・全学類 63 20 31.7
情報 46 15 32.6

体育専門 119 29 24.4
芸術専門 70 11 15.7

教育 291 239 82.1
経済・経済Ａ 26 26 100.0

理 102 95 93.1
医－医 112 48 42.9

医－保健 62 59 95.2
歯－歯 25 14 56.0

工 68 68 100.0
生物生産(Ｃ) 49 30 61.2

工芸科学・応用生物 23 12 52.2
工芸科学・応用化学 51 30 58.8

工芸科学・電子システム 18 11 61.1
工芸科学・情報工学 21 12 57.1

工芸科学・機械システム 22 11 50.0
工芸科学・デザイン経営工学 52 12 23.1

工芸科学・造形工学 108 18 16.7

京都工芸繊維大

広島大

筑波大

東北大
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センター試験の受験が必須かどうかで面接内容は異なる。センター試験受験

が必須な場合，面接は意欲や目的意識，志願学部の学問領域に対する素質・

適性など，教科学力以外を判断する。一方，センター試験受験が必要ない場

合は，面接の中で学力を問う口頭試問があり，面接時間も 30 分から１時間と

長くなる。 

 

②  小論文 

 学問領域における現代課題について論じさせる問題が多い。長文，グラフな

どの資料を提示し，600～1,200 字程度の小論文を作成させる。論理的思考力

やクリティカルシンキング，文章表現力，情報把握力，問題発見能力などを

判定し，意欲や展望を確認する。志望理由書や自己推薦書等は周囲の大人か

らの指摘・指示が入っているため，100％本人の自筆とは言えない。よって，

この小論文で確認する内容を盛り込む目的もある。書類審査＋面接＋小論文

が，一番オーソドックスな形式であり，この組み合わせの実施が一番多い。 

 

③  プレゼンテーション 

 受験生にテーマを与えて，その内容について調査・研究・製作したものを報

告させ，質疑応答を行う。コミュニケーション力，論理的思考力や適性，素

質などを判定する。 

 

④  スクーリング 

 講義やセミナー，実験・実習などを実施し，実際の大学での教育活動の中で

の理解度・姿勢などを判定する。また，グループワークを導入し，チームワ

ークやリーダーシップなどを判定する場合もある。スクーリング終了後に，

レポートを提出させたり，理解度を測定する筆記試験，課題を提示してプレ

ゼンテーションやグループ・ディスカッションを組み合わせたりするケース

が多い。 

 

⑤ 実践参加 

 スクーリングは，大学内での学習活動に則って行われるが，志望学部領域の

学外にある現場に参加させて能力・適性を評価する。現在，教員養成系学部

において，実際に児童と交流する場である附属小学校で教員としての資質を

見極めるために実施している。他の学問分野ではまだ出現していないが，拡

がる可能性がある。 
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⑥ ＋センター試験 

 上記の方法との組み合わせでセンター試験の受験を課すタイプである。利用

方法は二通りあり，一つは，一旦上記の方法で選考を進め，最終的にセンタ

ー試験の結果で合否を判定する。もう一つは，上記の方法とセンター試験結

果を合わせて総得点で合否判定をする。前者の場合，センター試験結果の得

点基準が明示され，その基準がクリアされなければ，合格できない仕組みに

なっている。通常は，60～70％の得点率が求められるが，医学部の場合は，

80％以上の得点率が求められる。また，後者の医学部のケースだと，センタ

ー試験の配点が高くなっているのが特徴である。この方法は，2000 年度から

国立大学で導入され，現在も増加傾向が続いている。特に，国立大学の後期

日程の廃止を導入する大学は，ＡＯ入試を新設し，センター試験を課す内容

にしている。 

 

表 3-8 国立大学のＡＯ入試内容 

 

注)ＰＴ＝プレゼンテーション ＧＤ＝グループ・ディスカッション ＳＣ＝スクーリング 

ＡＯ入試試験内容 センター試験の取り扱い

面接
山形大-工

筑

生命・理工・情報・体

育・芸術 筑波技術大-保健 宇都宮大-工 静岡大-理

面接+センター試験 センター試験結果で合

否確定 横浜国立大-工 富山大-経済、理

面接+センター試験 総合点判定

神戸大-海事 岡山大－法

面接＋小論文
北海道大－理 東北大－工

岡山大-薬・環境理

工

広島大-総合科学・

理・工

長崎大-経済・工・環

境 大分大-経済

面接＋小論文+センター
試験

センター試験結果で合

否確定 北海道-医

広島大-経済・医・

薬・歯 長崎大-医・歯

面接＋ＰＴ
弘前大-人間科学

面接＋小論文+ＰＴ
広島大-教育 九州大-教育

面接+ＳＣ
和歌山大-観光

面接+ＳＣ+レポート
秋田大-工 東京農工大-農 金沢大-理工 静岡大-人文

山口大-人文・経済・

教育・理 愛媛大－教育

面接+ＳＣ+レポート+小
論文 奈良女大-文 鳥取大-工・農

面接+ＳＣ+ＰＴ+レポート
名古屋工大-工 島根大-総合理工

面接＋ＧＤ
弘前大-国際文化

センター試験+面接 センター試験１次審査

用
東北大-法・教育・

医・歯・薬・農 三重大-工 大分大-医

センター試験+小論文・
面接

総合点判定

東北大-工 電気通信大-情報 神戸大-発達 九州大・歯・医

面接+ＰＴ+ＧＤ
群馬大-工 福井大－工 島根大-教育

面接+ＰＴ+ＧＤ+ＳＣ
広島大-文 山口大-工

ＳＣ+ＧＤ+小論文+面接
+レポート作成

お茶大-文教育・理・

生活

基礎実技+面接+ＰＴ+実
践参加 横浜国立大-教育

実施試験+ＳＣ+レポート
信州大学-理

ＳＣ+小論文+ＧＤ+ＰＴ+
面接+レポート作成

京都工芸繊維大-工

芸科学

実施大学（例）
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3.4.1.3 国公立大学のＡＯ入試のスケジュール 

 図 3-12 に示す通り，通常のＡＯ入試は８月から 10 月上旬にかけて出願が行

われ，第一次審査→第一次合格発表→第二次(最終)審査→最終合格発表の流れ

になる。第二次審査は 10 月～11 月に実施され，12 月には最終合格者が発表と

なる。通常２カ月ぐらいの受験期間となる。センター試験を含むＡＯ入試だと，

９～10 月に出願をしてから，センター試験が１月実施なので，最終合格が２月

以降になる。非常に長い受験期間となるので，このスケジュールに対して高等

学校からの批判が多い。 

 

 

注)ＣＴ＝センター試験 

図 3-12 国公立大学ＡＯ入試の日程 65 

 

3.4.2 私立大学のＡＯ入試実施状況 

3.4.2.1 ＡＯ入試実施動向 

 私立大学のＡＯ入試も 2000 年以降増加し続け，現在では全私立大学の約 80％

が導入している。2016 年度の私立大学のＡＯ入試導入は，468 大学 1,333 学部

であった。試験区分別入学者占有率でみると，図 3-13 に示すようにＡＯ入試で

の入学者は 11％を占め，これに推薦入試も加えると，教科学力重視の一般入試

での入学者を上回る状況になっている。 

 

 

                                                   
65 栄美通信(2011)『ＡＯ入試年鑑』p.37 
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※ 左：国立大学,右：私立大学  数値は,人数,占有率                

図 3-13 2015 年度 国立大学と私立大学の試験区分別入学者数と占有率 66 

 

私立大学の場合，ＡＯ入試の実施学部は，社会科学系統で約 30％，人文科学

系統で約 20％，次いで理工学部系統が約 10％を占めている。図 3-14 が示すよ

うにＡＯ入試全体の実施倍率は，国公立大学に比べてかなり低く２倍を切るが，

難関私立大学は人気が高いので，国公立大学並みもしくはそれ以上の実質倍率

となっている。 

 

図 3-14 私立大学のＡＯ入試志願者数・合格者数の推移 67 

 

                                                   
66 文部科学省 「平成 27 年度国公私立大学短期大学入学者選抜実施状況」より集計し,作図  
67 文部科学省 各年度「国公私立大学短期大学入学者選抜実施状況」より集計し,作図  
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3.4.2.2 ＡＯ入試内容 

 ＡＯ入試の出願資格は，国公立大学と同様に｢専願制｣が主体であるが，併願

が可能な場合がある。現役か浪人かについては，問わない大学が多い。また出

願資格に関しては，対話型の場合とそれ以外の場合に分かれている。対話型の

場合は，｢本学を第一志望としている｣｢合格した場合，入学が確約できる｣｢志望

動機が明確な者｣｢学部の学問領域に強い関心がある者｣｢将来，学部の学問領域

に関する進路を希望している者｣といった内容であるが，それ以外の場合には，

①高等学校時代の活動実績(スポーツや文芸での全国大会出場)や学術系コンク

ールなどの受賞実績 ②英語検定やＴＯＥＩＣ，簿記や情報技術処理等の資格

保持者 ③高等学校での履修教科の評定平均値基準 ④高等学校での履修教科

基準 ⑤高等学校の欠席日数など厳格なものがある。こういった厳しい出願資

格を設けるのは，人気のある難関私立大学に多い。 

 私立大学のＡＯ入試の実施内容は，導入当初に比べてさらに多彩になり，多

様化が拡大している。主なパターンは以下の通りである 68。 

 

①事前の面談・面接(課題を含む)を主とする対話型 

 これは，私立短期大学・入試偏差値の低い私立大学が多く採用している。入 

試方法は，まず受験生が相談票を提出する。その後，大学と１～３回の面談

機会があり，受験生は大学の教育内容や雰囲気，自分の希望や目的に合って

いるかを確認する。大学は受験生との質疑応答と同時に，その受験生の資質

を確認する。また，面談だけでなく，課題レポートの提出を求めたりして基

礎的学力等を見極めていくケースも多い。いずれにしてもこのパターンの場

合，致命的な問題点がなければ出願が認められる。出願後も面接を課す場合

があるが，多くは合格通知を待つのみである。 

 

②体験講義，体験入学，セミナーなどへの参加型 

 志望大学に受験生がエントリーすると，まず体験講義や体験入学，セミナー

などが設けられ，受験生は参加しなければならない。参加した受験生の授業

態度や意欲，発言，表現力，理解度および受験生が作成した受講ノート等を

評価し，自学の学生として適格と認めた者に正規出願を許可するシステムに

なっている。１日１テーマの体験が基本だが，３日間までの複数日程を課す

場合もある。正規出願は，実質的な合格内定を意味している。 

                                                   
68 栄美通信(2011)『ＡＯ入試年鑑』pp.42-44 
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③一次＝書類審査，二次＝面接の正統的２段階型 

 これは，中堅から上位の私立大学で最も利用されている入試方法である。第

一次審査では，志望理由書，自己推薦書，調査書などが主だが，事前に課題

を提示し，レポートや小論文を提出させる大学も多い。第一次審査で合格す

ると次は第二次審査となる。第二次審査では，面接が実施されるが，一人当

たり 20～60 分を要する。面接内容は，志望理由，意欲，学習目標や高等学校

時代の活動についての他，科目の口頭試問などが実施されるケースもある。 

 以上の三つの型の実施例を図 3-15 に示した。 

 

 
図 3-15 タイプ別ＡＯ入試実施例 69 

 

⑤  小論文や基礎学力試験などを組み込んだ試験型 

 私立大学のＡＯ入試では，学力試験を課すケースは少ないが，小論文を課す

ケースが結構ある。基礎学力試験は，比較的医療・保健学部系統で課され，

また英語は人文科学系統で課すことが多い。小論文は，紙面に長文が掲載さ

れていて，その長文を読んで問いに答えるという従来の方法とは異なり，講

義を受講してからそのテーマに沿った内容の小論文を作成させるケースもあ

る。また，基礎学力試験，小論文は，第二次審査だけでなく，第一次審査で

も課す大学がある。 

 

                                                   
69 栄美通信(2011)『ＡＯ入試年鑑』p.44 より引用し,作成  
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第１回面談よりも

突っ込んだ話し

合いと入学意志
の確認など

合格内定通知と併

せて出願に必要な

提出書類一式が送
付されてくる

*8月1日以降調査

書その他、正規出

願書類、受験料払
い込みなど

入学金･授業料な

ど初年度納入金

の払い込み

授業･講義内容

等は事前に公表

される

レポート提出や

ディスカッションを

組み込んだ形式
もある

参加者の授業態

度、発言、講義

ノートなどを総合
的に評価

学生として適格

と認めて出願許

可

*8月1日以降

指示された出願

書類を提出する

入学意志の確

認が主

事前対話型と同

じ

説明会などで教

育内容やＡＯの

特徴を把握

ＡＯは出願資格

が複雑。中身を

十分吟味する

提出書類は第1
関門突破のカ
ギ。十分時間を
かけて用意する

*8月1日以降

1次を通過でき

るのは定員の2
～3倍程度

合格したら、面

接試問対策を万

全に仕上げる

最終試験を終
了すれば7～10
日で合否通知
が届く

事前対話型と同

じ
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⑤大学への入学準備教育と一体化した独自の接続型や育成型 

エントリーしてきた受験生の出願資格を確認し，出願後は長期に渡って育成

の観点からの面談ならびに入学準備としての課題やレポートに取り組ませる。 

指導や評価を繰り返し行い，最終的にその成果に応じて最終的な合否判定が

行われる仕組みである。このパターンの入試は，｢体験講義，体験入学，セミ

ナーなどの参加型｣が深化した型であるが，非常に業務量が多いので，導入大

学はまだ少ない。しかし，これまでの入試は，受験生の学習経験や成果を評

価する，つまり過去に視点を置いているが，このパターンの場合は現状と開

発，つまり受験生の未来の学習成果に期待して，入試方法そのものが大学教

育の一貫となっているのが特徴である。入試での中にあるセミナーや講義は，

入学前教育のような一面がある。このように，ＡＯ入試そのものを｢大学入学

準備｣として受け止めて入試方法を開発する傾向は，比較的入学定員に満たな

い不人気傾向の大学から発生している。 

 

3.4.2.3 私立大学のＡＯ入試のスケジュール 

 私立大学のＡＯ入試の場合，先述の入試パターンに応じてスケジュールも異

なる。図 3-16 に示すように，事前対話型や体験講義・セミナー参加型，育成・

接続型では，５～６月からエントリーシートの受け付けが開始される。その後

７月まで事前の面談と合格後の意思確認が行われ，８月１日以降に出願を受け

付ける。この場合は，実質競争倍率が１倍前後で，とにかく入学見込みのある

受験生を早く確保する目的で，このようなスケジュールになっている。 

 ２段階選抜型，小論文や基礎学力試験などを組み込んだ型では，９月ごろか

ら出願を受け付ける。９月下旬には，一次審査の合否結果通知があり，10 月上

旬から中旬にかけて二次審査が行われる。最終合格発表は，11 月に行われる。 
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■・・主な事前対話型や体験講義・セミナー参加型，育成・接続型のスケジュール 

□・・主な２段階選抜型，小論文や基礎学力試験などを組み込んだ型のスケジュール 

図 3-16 私立大学ＡＯ入試の日程 70 

 
 
3.5 ＡＯ入試の成果と課題 

 
3.5.1 ＡＯ入試導入による成果 

 ＡＯ入試が政策で取り上げられる前の大学入試の状況を，大学審議会答申｢大

学入試の改善について｣(2000)では，以下のように述べている。 

 まず，現在の大学は国民の半数近くが進学する教育機関であり，今後は広く

大学教育を受ける機会を提供することが重要になってくる。さらに，国際競争

力の強化の要請は，雇用形態にも及び人材の知識・能力・技術力の高さにも影

響する。人材開発を担う大学として，一層の教育を充実させなければならない

し，卒業時における質の確保を重視しなければならない状況である。 

 しかし，一方では根強く残る状況として学力検査による成績順位に基づく選

抜が最も公平であるという観念を社会全体で覆すことができない状況，そして

高等学校卒業時点で一斉に大学進学を目指し，失敗をやり直すことが難しい入

試システムからなかなか脱却できない状況があり，これらが過敏な公平性や客

観性の要求となるため，システムの硬直化を起こすという悪循環になっている。 

 また，大学入試の実施体制についても，入試の合否判定は大学教員が担って

いるが，入試の多様化に伴い，その業務負担が増大している。高等学校教育の

多様化が進む中で高等学校教育の内容を十分に理解し，良質な試験問題を作成

                                                   
70 栄美通信(2011)『ＡＯ入試年鑑』p.45 より引用し,作成  

　　　  5月     　 　6月　       　7月 　     　 8月　       　9月  　  　  10月       　11月       　12月　 　   　1月  　     　2月         

◆
推
薦
入
試
出
願
開
始

エントリー期間

体験講義・

セミナー受講

出願期間

出願許

可通知

最終合

格発表

1次審査

結果通知

事前面談

出願期間

合格発表

2次審査
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すると言った対応を困難にしている。 

 このような背景かつ大学入試の改善のための基本的な視点として次の５点を

挙げている。 

(１)入学後の教育との関連を十分に踏まえたうえでの大学入学者選抜 

   入学者選抜において求める学生を見出すために特色ある教育理念等の確

立とそれに応じた入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)の明

確化が必要である。同時に，学生の履修歴等に対応して大学教育を教え

るなどの入学後の学生に対するきめ細かな配慮や工夫が必要である。 

(２)受験生の能力・適性等の多面的な判定(評価尺度の多元化の推進) 

   入学後の教育の関連を十分に踏まえたうえでの大学入学者選抜の改善を

図るために，各大学の多様で自由かつアドミッション・ポリシーに基づ

いた選抜設計が必要である。 

(３)受験機会の複数化(やり直しのきくシステムの構築) 

   大学進学率の上昇，高等教育の量的拡大，生涯学習社会への移行の中で，

従来型の選抜機能だけでなく，能力・適性等に応じた大学教育を享受す

る機会を提供する機能が必要である。そのためには複数回もしくはユニ

バーサルな受験機会の創出が必要である。 

(４)公平性についての考え方の見直し 

   学力検査による成績順位に基づいた選抜は主観的要素が含まれず，結果

が同一であり，合否理由の説明も明確にできる。しかし，大学入学後の

能力の伸長の可能性を見据える点では，受験生の教科学力以外の能力・

適性等の総合的・多面的評価も，より公平性の工夫を追求しながら実行

促進されることが必要である。 

(５)大学における入学者選抜の実施の見直し 

   現在の日本では，大学の教育の充実により卒業時点での質の確保が求め

られている。また国際的な競争下では，優れた研究成果を求められてい

る中で教員はこれまで以上に教育研究活動に力を注ぐことが必要になっ

ている。入試業務負担の増大は，これらの活動を脅かすものであり，さ

らなる大学入試の改善を進めていくためには，入学者選抜の実施体制に

ついて，適切な見直しを図ることが必要である。 

 

 ＡＯ入試の実施導入により，我が国の入試方式は明らかに変化している。そ

れは，従来一般入試と推薦入試で形成されていた大学入試にＡＯ入試という新

たな選抜形式が加わったこと，またそれは今なお拡大し続けており，第三の入
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試としての認識も定着した。2000 年の大学審議会答申｢大学入試の改善につい

て｣で懸念された内容も，各大学の弛まない努力により成し遂げられている事項

も多い。ここでは，先述の懸念項目が，どのような成果となっているのかを検

証する。 

 

(１)入学後の教育との関連を十分に踏まえたうえでの大学入学者選抜 

アドミッション・ポリシーの公表は，全大学の 99.6％で策定されている 71。

図 3-17 は，高校生がどの入試方式を選択しているかの変化を進路指導担当の

高校教員対象に調査したものである。2004 年と 2009 年を比較し，「増えた」

と回答してきた入試方式の順に上から並べた。それによると，現在では公募

制推薦入試やＡＯ入試，指定校推薦入試を希望する生徒が増えていることが

わかる。しかし，推薦入試やＡＯ入試に対しての受験指導では，まずアドミ

ッション・ポリシーの確認が行われているにも関わらず，アドミッション・

ポリシーの文面がわかりづらいとの批判がある。また一部の進学校では，保

護者の期待に応えるべく大学進学率を上げるため，教科指導そのものが大学

入試対策にとって代わる風潮がある。そのため，入試レベルに合わせた教科

指導レベルを設定するので，高等学校教諭の要求としては，どうしても受験

に対してミニマム・スタンダードを求める要素が強い。そういった指導を行

う学校からは，志望者がアドミッション・ポリシーの適格者かどうかが判断

できないといった声がある。  

 

図 3-17 高校生の入試方式の選択に関する変化(2004 年→2009 年) 72 

                                                   
71 文部科学省大学入試室調べ(平成 24 年度入試) 
72 Benesse 教育研究開発センター『高等学校からみた大学改革の課題に関する調査』,2010 年

３月郵送法による質問紙調査 全国の進路指導担当高校教員対象 有効回答数 2,733 校  

2.7%

8.5%

12.6%

17.2%

18.6%

23.3%

28.6%

49.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本人の学力に関わらず高2までの早期に推薦・

ＡＯ入試の受験を決めている生徒

センター利用入試大学の個別入試を希望する

生徒

指定校推薦を希望する生徒

公募制推薦・ＡＯ入試を希望する生徒

増えた やや増えた
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次に，入学後の学生に対するきめ細かな教育的配慮について述べる。学習指

導要領の改訂により｢ゆとり教育｣を受けてきた世代が 2006 年度に大学生になっ

た。我が国では｢2006 年問題｣と呼ばれ，従来の教育課程より大幅に減少した学

習時間を経た未成熟な学生たちのために，リメディアル教育や初年次教育の開

発が盛んになった。2000 年初頭では，ほとんど存在しなかった｢学習支援センタ

ー｣が私立大学を中心に設置され，全学で取り組む画期的なリメディアル教育体

制や初年次教育体制が注目を浴びた。昨今では，ＡＯ入学者に対するケアとし

て，入学前教育(早期に合格が決まるため，合格から大学入学までの期間に大学

が課題を出し，学習する機会を創出)を実施している大学は，73.1％に達してい

る 73。  

 

(２)受験生の能力・適性等の多面的な判定(評価尺度の多元化の推進) 

 一般入試では，入学者選抜試験の点数で合否を判定していた。また推薦入

試では，学校の成績以外に活動業績や面接等で総合的に判定されていた。こ

れら二つの入試の判定は，端的に言えば，｢今までの自分｣を評価する姿勢で

あった。ＡＯ入試では，学力検査に頼ることなく，受験生の能力，適性，学

習意欲，目的意識といった｢これからの自分｣も含めた総合的判断が行われる

ようになった。対話型のＡＯ入試では，大学の教育方針と受験生の学習目的

の整合性を重視する形が取られ，またプレゼンテーションやディスカッショ

ン，スクーリングでの理解度などを測る試みも実施されている。 

図 3-18 は，大学生を対象に大学進学時の満足度を入試方式別に調査した結

果である。それによると，目的意識と教育の整合性により入学したＡＯ入試

の合格学生は，入学後の大学教育に対しても満足と答える割合が他の入試の

入学者より高い結果となっている。このことから入試が｢選抜｣から｢相互選

択｣へ変化しつつあり，ＡＯ入試がスムーズな高大接続の一つの効果となって

いることがわかる。 

 

                                                   
73 ベネッセ教育総合研究所(2014)『高大接続に関する調査』,p.29,2013 年 11 月 郵送法によ

る質問紙調査 全国の大学学科長対象(n=2,012) 
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図 3-18 大学進学時の満足度 74 

 

(３)受験機会の複数化(やり直しのきくシステムの構築) 

  私立大学は従来から実施している入試に加えてＡＯ入試を実施しているケ

ースが多い。その大きな理由は，一般入試の試験期日は２月１日から，推薦

入試の出願は 11 月１日からと，文部科学省の大学入学者選抜実施要項に定め

られており，入学定員の欠員が出るような私立大学では早期獲得のために出

願日が決まっていないＡＯ入試を増設しているからである。また，そのよう

な大学のＡＯ入試は，常にエントリーを受け付けている状況なので，受験機

会は必然的に増加している。さらに国公立大学でも，新たにＡＯ入試を導入

している。推薦入試の場合は，来春の高等学校卒業見込み者(｢現役｣)が出願

条件となっているが，ＡＯ入試は，ほとんどの大学で大卒者(｢浪人｣)も出願

できる。 

 

(４)公平性についての考え方の見直し 

  ＡＯ入試の評価観点については，配点を公表し，公平性に努めている大学

もある。しかし，評価の詳細な観点までは公表はせず，各大学独自の評価基

準を設定している。 

(配点公表の例) 

書類 50 点 小論文 100 点 面接＋口述試験 100 点 計 250 点 

 

                                                   
74 進研アド(2010)『BETWEEN』№234,p.11 より。出典 Benesse 教育研究開発センター｢大学

生の学習・生活実態調査｣2008 年 10 月インターネット調査 全国の１-４年生(１年生 1,017 人,

２年生 1,013 人,３年生 1,017 人,４年生 1,023 人)対象 有効回答数 4,070 人  
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(５)大学における入学者選抜の実施の見直し 

  ＡＯ入試を実施している大学では，アドミッションセンターを新しく設置

しているケースが多い。私立大学の場合は，従来の入学センターを増員して

対応を行っている。国公立大学の場合は，教員と職員を新たに配置している

が，教員の配置は１～３名程度であり，発達心理学や高等教育学が専門領域

の教員が入試関連業務の他，研究・講義を担っている。さらに，そのセンタ

ーでＡＯ入試を作成，実施，判定しているケースはわずかであり，韓国や米

国のようなセンター組織に合格判定を一任している。 

 

ＡＯ入試に課された当初の目的は，以上のように形式上はほぼ達成されてい

るが，ＡＯ入試の実施により新たな課題も出ている。 

 

3.5.2 ＡＯ入試導入後の新たな課題 

中央教育審議会答申｢学士課程教育の構築に向けて｣(2008)の中では，大学全

入 75により従来の競争選抜システムの中での大学入試によって，学習意欲を喚

起ならびに高等学校の学習指導が培われてきた状況が損なわれ，学力担保が困

難になってきた。さらに国際競争力育成から大学教育の質保証が問われている

にも関わらず，大学教育の変革だけでなく，現在の大学の入り口状況からのマ

イナススタートをも検討しなければならない状況を指摘している。これまで過

度の受験競争を緩和する観点から，入試の多様化，評価尺度の多元化，受験機

会の複数化の提言を行い，それらを推進してきたが，今後もより一層の高等学

校教育と大学教育の円滑な接続が求められている。 

ＡＯ入試に関しては，入試の多様化，評価尺度の多元化，受験機会の複数化

に対して一定の評価を得ているが，新たな課題も出現している。一つ目は，大

学新入生の学力の問題である。そもそもＡＯ入試は，評価尺度の多元化を目的

として，学力検査に頼ることなく，受験生の能力，適性，学習意欲，目的意識

といった｢これからの自分｣も含めた総合的判断で実施することになっていた。

各大学は，自学の教育レベルに合う受験生を面談や学習行動等で合否判定をし

てきた。しかし，大学進学後におけるＡＯ合格者の学習成果パフォーマンスの

低さが原因で，結局ＡＯ入試を廃止する大学が 2008 年度から出現している。Ａ

Ｏ入試の廃止を公表した大学の理由は，以下の通りである。 

 
                                                   
75 日本における大学定員数が 18 歳時(高校卒業時)の大学進学希望人口を上回り,実質全員が大

学に合格できるという現象。  
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 ◆一橋大(商学部)：学力を確保するため 

 ◆九州大学(法学部)：ＡＯ入試で入学した学生の成績がほかよりも低い傾向  

にあった，基礎学力の不足 

 ◆筑波大学(国際総合学類)：他の入試で入った学生と目立った違いがなかっ 

たため 

 ◆鳥取大学(工学部)：求める人材と入学者が合わない学科があった 

 

 ＡＯ入試を廃止した大学は，選抜型を実施していた。もともと教科学力入試

では高い偏差値となる国立大学であるが，そういう選抜可能な大学ほどＡＯ入

試合格者の｢学力｣を理由に廃止を検討するケースが多い。その後も，九州大学，

京都府立大学，同志社大学，法政大学の一部の学部がＡＯ入試を廃止した。お

そらくこの原因は二通り考えられる。まず，大学進学にふさわしいレディネス

の定義が行われず，さらにそれを判断しないような選抜方法を実施したことで

ある。次に，一般選抜と同じ評価の観点を通して合否を判定し，募集枠がある

ために最低学力水準ラインより下位の受験生まで合格にしたことである。多面

的な判定をせず，さらに一般選抜と同様の試験を実施すればおのずとしてそう

いう結果になる。 

学力低下を一番顕著に感じているのは，選抜型ではないＡＯ入試を実施して

いる大学・短期大学である。先述のとおりこれらの大学・短期大学では，ＡＯ

入試を出願すれば合格するという形式にならざるを得ない事情がある。大学全

入により現在の日本では短期大学の約６割，私立大学の約５割 76が入学定員の

確保ができていない状況であり，そのため大学倒産に陥る学校法人も存在する。

経営的に学力不問で合格を出すしかない状況について，解決策が見つからない

のである。表 3-9 は高校１・２年次の平日の学習時間数，大学進学までの学習

時間や大学受験対策を始めた時期，受験の追い込み期の平均学習時間を全国の

大学生を対象に入試方式別に調査したものである。その結果，高校１・２年次

の平日の学習時間数について｢ほとんどしなかった｣というのがＡＯ入試で全体

値より５ポイント高かった。全体的に学習時間数が他の入試方式と比べて少な

いことも判明した。また，大学受験対策をはじめた時期について高校３年生か

らと回答した割合が，付属高校推薦を除いて一番多かった。さらに受験の追い

込み時期の平均学習時間も，付属高校推薦を除いて一番少ないことがわかった。 

                                                   
76 日本私立学校振興・共済事業団の『平成 26 年度私立大学・短期大学等入学志願動向』による

と,2014 年度の入学手員充足率が 100％未満の 4 年制私立大学は,45.8％。短期大学は 64.7％で

ある。  
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表 3-9 大学進学までの学習時間や受験対策時期の実態 77 

 

 

さらに，図 3-19 は，大学入学時の基礎学力を入試類型別に表したグラフであ

る。ここからも，全ての基礎学力でＡＯ入試が一番低い結果となっていること

がわかる。 

 

 

注)数値は偏差値    

図 3-19 大学入学時の基礎学力 78 

                                                   
77 進研アド(2010)『BETWEEN』№234,p.9 より。出典：Benesse 教育研究開発センター｢大学

生の学習・生活実態調査｣2008 年 10 月インターネット調査 全国の１-４年生(１年生 1,017 人,

２年生 1,013 人,３年生 1,017 人,４年生 1,023 人)対象 有効回答数 4,070 人 この結果は，Ａ

Ｏ入試全体において選抜型以外の募集人員が非常に多いため,選抜型ＡＯ入試合格者には該当し

ない結果であることを補足しておく。 
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これらの結果から，高校時代の学習時間が少なく，学力もついてない状況が

わかる。 

  二つ目に，選抜基準の問題がある。アドミッション・ポリシーを各大学が

公示するようになったが，その内容が｢抽象的でわかりにくい｣という声が挙が

っている。例えば，ある国立大学のＡ学部Ｂ学科の場合｢①教育，保育，心理，

教育福祉に高い関心を持ち，自ら積極的に学ぶ姿勢を有する者 ②地域教育学

を学ぶに必要な基礎学力を備え，柔軟で創造性の豊かな思考ができる者(以下

略)｣というように非常にわかりにくい。高等学校時代の習得状況や水準等を具

体的に示していないことが問題になっている。 

選抜型ＡＯ入試の場合，受験に向けての出願準備がハードな割には選考基準

が曖昧なため，受験リスクが高いという課題もある。教科学力を測るという従

来の方法は，国民一般の中で正当化を認識された入学者選抜方法である。しか

し，導入当初のＡＯ入試はその教科学力テストを課すことが禁じられていた。

そのＡＯ入試を受験して万一不合格だった場合，納得感がないので次の入試に

向けて取り組むことが難しいというのである。さらに，ＡＯ入試対策と一般入

試対策は異なるため不合格になった場合，一般入試に向けての急ハンドルは切

れないという声も高等学校現場から挙がっている。 

 三つ目は，ＡＯ入試スケジュールの問題である。先述のとおりＡＯ入試には，

出願日の設定がない。早い場合は，高校３年生の夏休み前に大学合格となる場

合がある。現在，ＡＯ・推薦入試の定員割合が全体の約 50％であるため，高校

３年生の授業が行われている期間に進学する大学が決定する。高等学校側は，

まだ大学が決まらない生徒に向けての授業を展開し，また学習指導も同様であ

る。大学合格を決めた生徒は，高等学校の授業に対する学習モチベーションお

よび学習に対する姿勢が維持できないまま，大学入学の４月までを過ごすこと

になる。高等学校教育体制への影響ばかりでなく，合格を果たした生徒を放置

していいのかという問題がある。さらに，選抜性の高いＡＯ入試の場合，実質

倍率は一般入試より高いのが普通である。それらの入試はほとんどが 10 月～12

月にかけて行われる。受験生には，ＡＯ入試の対策と一般入試の対策という二

重の対策が課されることになる。不合格になった場合，一般入試対策に切り替

えるのが難しいのが現実である。倍率の高い入試かつ判定基準が曖昧な入試を

受験するというリスクを負うことが賢明なのかということで，特に大学進学率

が高い進学校と呼ばれる高等学校では受験を敬遠する傾向が強い。 

                                                                                                                                                     
78 進研アド(2010)『BETWEEN』№234,p.10 より。出典：ベネッセコーポレーション｢自己発

見レポート｣(2009 春の受検者 n=約 65,000) 
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3.5.3 ＡＯ入試における高大トランジションの達成状況 

 日本のＡＯ入試は，第１章で述べた高大トランジション構造段階のどこに位

置しているのだろうか。ＡＯ入試を導入して教科学力能力主義から脱却し，多

面的判定が行われるようになった。しかし，導入してからＡＯ入試を廃止する

選抜型の大学や高校卒業水準に到達していない接続・育成型ＡＯ入試の出現に

より，評価項目は学力もしくは意欲といった場合が多く，多面的・総合的な評

価とは言いがたい。このことから選抜型の場合は，まだ｢ふるい｣の範疇である

言えよう。また私立大学の接続・育成型ＡＯ入試は一見｢変える｣ように見える。

しかし，実態は学力・スキルを含めた大学進学レディネスが未発達の受験生の

存在があり，大学水準への到達よりは高校卒業レベルに到達させるリメディア

ル教育であり，｢つなぐ｣ではあるが，｢変える｣には程遠い位置にあることがわ

かる。 

 さらにＡＯ入試の導入の成果により，アドミッション・ポリシーの策定，リ

メディアル教育や初年次教育といった接続教育の体制や組織が出現したところ

からも，大学教育とつなごうとしていることがわかる。しかし，｢変える｣とこ

ろまで到達しているかは疑問である。なぜなら，アドミッションセンターが設

置されてもそれらの教育を担当しているわけではなく，分断された組織で一元

的に実施を展開している。これでは，合格者の学力や大学進学レディネス状況

に影響され，接続教育の質を維持するシステムがあるとは思えない。 

 以上のことから，現在のＡＯ入試は，高大トランジション構造段階のうち｢つ

なぐ｣に位置はするが，｢ふるう｣に近い｢つなぐ｣段階であると考えられる。 
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◇ 第３章第２～４節は次の論文からなる。 

山本以和子(2011)｢일본ＡＯ입시의운영과 과제(日本 の ＡＯ入試 の 運営 と

課題)｣,RRM2011-33-4,pp.1-72,韓国教育開発院 
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第４章 ダビンチ（ＡＯ）入試の設計と成果 

 
 
4.1 はじめに 

 

 第４章では，京都工芸繊維大学におけるダビンチ（ＡＯ）入試（以下，ダビ

ンチ入試）の設計と内容を踏まえて，現在のダビンチ入試を検証する。ダビン

チ入試は，入試と入学前教育を連携させることで高大トランジションの達成を

目指しているが，その効果がどういうものかを明らかにする。 

まず，ダビンチ入試の設計と内容の説明を踏まえて，ダビンチ入試がいかに

して日本のＡＯ入試の課題を解決しているかを論じる。それについては，ダビ

ンチ入試と入学前教育にて所有しているデータを分析して，エビデンスを示す。

そして，その所有しているデータの分析を通じて，ダビンチ入試はそのほかに

どのような成果を上げているのかを検証する。その他の成果は，主に一般入試

の合格者とダビンチ入試合格者の差異に着目し，大学進学レディネスの要素と

なる学力や学習成果，学習態度・意欲等の学習行動特性といったダビンチ入試

の実施目的や意義に関わる評価を取り上げる。さらにその成果からダビンチ入

試が高大トランジションの機能を有しているのか，また高大トランジション構

造段階のどこに位置すると考えられるのかを論じる。 

 
 
4.2 ダビンチ（ＡＯ）入試の開設前の状況 

  

京都工芸繊維大学（以下，本学）は，工学系に芸術・農学の学問分野を包含

したヒューマンサイエンス・テクノロジーを目指した全国の中でもまれに見る

ユニークな大学である。 

ダビンチ入試開設前は，工芸学部および繊維学部を有しており，入学者選抜

については，全学での一般入試（分離・分割方式）を実施していた。他大学の

ように推薦入試を実施 79していなかったが，国立大学でもあるので人気があり，

18 歳人口の減少や理科離れといった当時の受験環境の中でもほぼ安定した数の

                                                   
79 ＡＯ入試開設前は新入生の大多数を一般入試で入学者選考をしていた。推薦入試は夜間主コ

ースのみで導入し，他大学のような昼間主コースでの導入はしていない。昼間主コースの場合，

一般入試以外での入学者選抜は，帰国子女特別選抜，私費外国人留学生特別選抜のみを実施して

いた。 
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志願者 80があった。当時は，定員割合が約 78％という後期日程に重点を置いた

分離分割方式を採用していたため，前期日程の第１志望大学の不合格者が多く

集まる状況であった。後期日程への重点配分は，通学圏の中に京都大学・大阪

大学・神戸大学・大阪市立大学があり，それらと比べて本学は当時の大学受験

の難易ランキングにおいて下位に位置するため，より学力の高い受験生を合格

させるという戦略であった。しかし，その入学生たちはいわば「不本意入学」

の学生である。当時も言われていた大学生の特徴の「学習意欲，情熱，想像力，

自主性，知識に裏打ちされた理解力・行動力の低下」 81であるが，それがこの入

試システムにより一層深刻な状況となっていたことが，本学の課題であった。 

また，一般入試の前期日程で７学科中４学科と後期日程の４学科が，小論文

や面接を課し，多元的な入試を実施していた。しかし，短時間の個人面接や小

論文だけでは不十分であり，ある程度時間をかけた多面的な評価が必要だと感

じていた。そのような状況下，1999 年度の入学者選抜方法研究委員会において，

「21 世紀型新入試の検討」の一例としてＡＯ入試が紹介された。同年７月から

本格的に研究・検討することとなり，ＡＯ入試導入のための検討ワーキングが

設置された。 

 

 

4.3 ダビンチ(ＡＯ)入試の開設とその設計 

 
4.3.1 開設当時のダビンチ(ＡＯ)入試 

 1999 年開学 100 周年を迎えるにあたり，大学は『科学と芸術との出会い』と

いう新しい教育コンセプトを掲げ，科学技術創造立国を志向し，21 世紀の国際

社会で科学技術の進歩に寄与できる人材育成を目指す方向性を示した。それに

は，独創性，発想力，数理的な理解力，探求心，忍耐力など個人的な資質，個

性，適性のある人材の選抜も重要になる。従来の学力偏重の入試方法から，総

合評価の入試へシフトする必要性が生まれてきた。その入試を実現するため，

当局は次のような準備を始めた。 

 まず，入試実施体制を見直した。1999 年７月から学部入試事務を一元化した。

それに合わせて，図 4-1 のように改訂前は，学部の教授会付託で各入試の委員

会及び担当者会議を設置し，その審議内容を学部の教授会を通して入学試験委

員会に報告する，もしくは入試担当者会議から入学試験委員会に企画提案する

                                                   
80 1996 年～1999 年度の一般入試の実質倍率は昼間主全体で，3.1～5.8 倍で推移している。 
81 平成 13 年度概算要求文書より引用 
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構成であったのが，翌 2000 年４月の改訂後に教授会の下にあった入試関連の各

種委員会を切り離し，広報・学部入試・特別選抜・電算処理の各専門部会の上

に入学試験委員会を配置した。これにより，学部単位での入試企画立案から全

学での入試企画立案が可能な体制となった。また，選抜の多様化，評価尺度の

多元化，受験機会の複数化などの工夫・改善が迫られている中，入試業務の遂

行にも幅広い知識と専門性が求められるようになっていった。上記の教育改革

と歩調を合わせた入試を実施するために，従来とは異なる発想での選抜方法の

実施や推進する新たな体制の構築が望まれるようになり，ＡＯ入試の導入と同

時にアドミッションセンターの開設が決定された。 

 

 

図 4-1 入学試験関係組織再編成 

 

ダビンチ入試の内容設計には，夜間主コースで実施していた学力試験を課さ

ない推薦入学の方式が参考になっている。高校長から推薦のあった志願者に対

して面接・小論文・実技審査(造形工学科のみ)を課して多面的な評価を行って

きた。この方法を全学科に活用するには，理工系大学である当大学の場合，テ

クノロジー分野に必要な基礎能力を絞りやすく，またスクーリング選考なら志

望者の適性の判断が可能であることが大きく影響している。最終選抜を各学科

改訂前

改訂後
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で選考することで，学科の必要要件に合わせた人材選抜ができるという判断に

よりダビンチ入試の設計が行われた。 

ダビンチ入試を導入した初年度の内容設計は次のようになる。入学定員 700

名の内 122 名(17.4％)に対して，２学部７学科で実施している。選考は書類審

査の第１次審査と適性審査の第２次審査の２段階である。大学に修学できる一

定レベルの基礎学力を持ち，入学を強く志望する者を出願要件として，第１次

審査は，提出された出願資料をもとに基本的要素(志望動機・個人調査)，性格

的要素(本人分析，学校調査，個人調査)，能力的要素(自己評価，作文評価，学

校成績)，その他の要素(活動調査，作品評価)で評価し，アドミッションセンタ

ーで推薦した志願者を学部にて合否判定していた。第２次審査では，制作，実

習，発表，ディベート，レポート，面接を各学科に課して全体活動を通して合

否を判定した。しかし，２代目のアドミッションセンター長の西田(2003) 82が言

っているように，｢本学への入学意欲に溢れた受験生の選考を，書類のみで行う

ことがかなり難しかった｣ことから２年目からは第一次審査においてスクーリ

ング(課題提示・レポート，講義・レポート)を実施 83することになり，現在ま

で続いている。 

次に入学前教育について述べる。一般入試での合格者が３月まで学習をして

いる状況がある一方，ダビンチ入試合格者は受験に向けた学習はもはや必要が

ない。高校現場では授業は行われているが，まだ進学を決めていない生徒への

指導が優先されている状況である。高校側も大学進学内定者たちの扱いに戸惑

いがあり，大学としても合格者を放置状態にしていいかの懸念があった。そこ

で，入学手続き終了後(12 月下旬)から入学までの４ヶ月足らずをどのように過

ごさせるかについて高校と討議を行った。その結果，入学前教育の導入に対し

て，高校側からの反対はなく，高校の授業もあることなのでとりあえずは｢希望

者｣で実施することになった。 

入学前教育の目的には，１．入学前の学習の継続を図ると共に大学教育に結

びつける。２．入学後意欲的に学習に取り組むことができるよう学習指導，動

機付け，激励などを行う。３．高校との連携を図り，高校の学習指導を側面支

援するとともに，本学ダビンチ入試をアピールする。の三つが掲げられていた 84。

方針としては，入学までの期間を自由な学習に任せるとほとんど遊ぶだけにな

                                                   
82 西田俊彦(2003)｢センター年報の刊行にあたって｣『アドミッションセンター年報』第 2 号巻

頭言より引用 
83 現在は，｢第一次選考・最終選考｣に表現を変更している。  
84 『アドミッションセンター年報』第１号｢第３章入学前教育｣p.41 より引用 
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り，今までの学習努力が無駄になることの回避である。12 月にオリエンテーシ

ョンを実施し，副学長の激励，プレースメントテストと学科別懇談会を実施し

た。また，プレースメントテストの低得点者や社会人を中心に，大学での教育

に対応できるかという不安について，合格後にも多数の問い合わせが来たため，

国語・数学・英語の３教科 85の入学前学習を行っている。これは，３回提出分

の課題を提供して，通信添削方式で実施するというものである。さらに，３月

には数学を中心とした学習相談会も実施した。 

開設当初のダビンチ入試の設計は当時の文献 86によると，通常の個別学力試

験よりも｢多様な能力・資質を必要とする｣入試であること，第二次審査の内容

そのものが一つの教育プログラムになっていること，高校・受験産業側でＡＯ

入試の対策ができない内容であることが方針であった。テスト自体も論述が多

く，また講義，グループ･ディスカッション，実験，製作課題と多様な授業ツー

ルを用いて，さらにセンター試験の得点で合格できない人が受験しても太刀打

ちできないような，もっと言えば高得点層でもこれら４つの課題をこなすには

難しいと考えられるテスト形式を開発した。加えて，教科学力試験だけでなく，

ある程度のリーダーシップ，プレゼンテーション能力等の能力・資質・適性を

もった学生の獲得を目指していた。 

しかし，そのような入試を設計しても，合格者の一部では必要教科の未履修

者がいたり，教科学力面での不安が払拭できていなかったりしていた点と，約

４ヶ月の間の学習姿勢の維持への懸念から入学前教育は後発的に設計されてい

る。当初から完全な形ではなく，トライ＆エラーで開発が進められてきた。 

 

4.3.2 現在のダビンチ(ＡＯ)入試 

 現在のダビンチ入試は，開設当時の理念と，さらにこの入試が持つ機能や市

場環境を融合したコンセプトを持っている。｢ダビンチ入試を受験することで，

かれらが自分を見つめなおして，自分のビジョンを描く。高校までに学んでき

た知識のネットワークに新しい知識を組み入れ，それが化学反応を起こすこと

を体験させる。単一の正答を覚える学習ではなく，知識を活用し，表現する学

びを体験する。・・・そういう学びが愉快になる入試。また，これらの大学の教

育を先に体験することで，不合格になっても進学モチベーションを下げない入

                                                   
85 当初は理科も実施予定であったが，学内の反対が多かったため断念した。しかし，実施後に

合格者からの要望で理科(物理)が加わった。 
86 左巻健男・大島知之(2004)｢多様なスクーリングプログラムによるダビンチ(AO)入試と入学前

学習｣『大学入試研究ジャーナル』№14，pp.79-83 より 
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試＝受けてよかった入試｣が，そのコンセプトである。 

 現在も実施の枠組みは，開設当初と大きく変わってはいない。第一次選考は，

出願書類と調査書，講義・レポート作成，課題提示・レポート作成であり，第

二次選考は，各課程のスクーリングにより行われている。 

 図 4-2 は，現行のダビンチ入試の選考方法を示している。まず，９月下旬か

ら 10 月上旬にかけて出願期間である。第１次選考は，出願時の提出資料による

評価と 10 月下旬に行われる第１次スクーリングの結果による総合評価で合否を

判定する。提出資料では，志望理由書，活動の記録，高校の調査書を評価する。

第 1 次スクーリングは，全学科共通で模擬講義を行った後に｢講義・レポート作

成｣を課し，その後文章読解を通して主にレポートを記述する｢課題提示・レポ

ート作成｣が行われる。11 月中旬頃には，第１次選考の合格発表をする。ここで

は，合格者を定員の２～３倍にまで絞り込む。11 月下旬に最終選考にあたる最

終スクーリングを課程・系別に実施する。そこでは，プログラムのねらいに沿

って多様な試験を実施している(表 4-2 参照)。そして，最後はこの第１次選考

と最終選考の全ての得点を総合的に評価し，12 月中旬に合格発表を行う。 

 

 

図 4-2 ダビンチ(ＡＯ)入試の選考方法 

 

表 4-1 にあるように，｢講義・レポート作成｣では，受験生全員に講義内容の

レジュメを配布し，それに沿った講義を実施する。受験生はメモを取りながら

受講し，講義終了後にメモがあるレジュメを参考にしながら，与えられた課題

に回答する。｢課題提示・レポート作成｣では，あらかじめ課題が提示された用

紙が与えられ，ほとんどの場合は長文記述の回答を求める。この第１次スクー

第１次選考（全学科共通）

■第１次スクーリング
①模擬講義→試験， ②文章読解→小論文

最終選考（学科別）

総合評価方式（■の総合点で合否を判定する）

10月下旬～
11月上旬（1日）

9月下旬～10月上旬

11月下旬
（1～2日）

12月中旬頃：合格発表

11月中旬頃：第１次選考合格発表

■提出資料による評価
志望理由書，自己推薦書（活動の添付資料），調査書

■最終スクーリング
各課程・系別の多様な試験

入学前学習

定員の２～３倍まで絞り込む
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リングでは，実際の大学の講義を体験してその講義が理解できるか，すなわち，

すでに学んだ知識の中に新しい知識を導入してその意義を使いながら問題解決

できるかを判定できるように問題設計をしている。 

 

表 4-1 平成 28 年度ダビンチ(ＡＯ)入試 第一次選考(第１次スクーリング)内容 

 

 

 

表 4-2 平成 28 年度ダビンチ(ＡＯ)入試 最終選考内容 

課  程  ・  系  プログラム ね  ら  い 
応用生物学課程 
 

課題提示・レポート

作成  
論理的思考能力、問題分析能力、表

現力をみる。 

面 接  説明能力、理解力をみる。  

生体分子応用化学課程 
 
高分子機能工学課程 
 
物質工学課程 

応

用

化

学

系  

課題提示・レポート

作成 
理数系の基礎学力を前提として、

現象に対する観察力、課題適応能

力、問題解決能力、論理的思考能

力、創造性をみる。また、自然科

学に対する興味・関心、自然・人

間・社会への関心や洞察力をみる。 

面 接 基礎学力、目的意識、自主性、適性

などをみる。 

電子システム工学課程 
 

課題提示・レポート

作成 
課題内容の問題分析力、論理的思

考によって結論を導く能力、その

過程と結論を的確に表現する能力

をみる。 
面 接  自己の考えを説明する能力、質問

に対する理解力、論理的思考能力、

発想の斬新性、理数系の基礎学力

などをみる。  

  

課 程 ・ 系 プログラム・時間 ね  ら  い 

 

応用生物学課程 

生体分子応用化学課程 

高分子機能工学課程   応用化学系 

物質工学課程 

電子システム工学課程 

情報工学課程 

機械工学課程 

デザイン経営工学課程 

デザイン・建築学課程 

 

講  義 ・ 

レポート作成 

9：20～12：50 

科学技術に対する基礎知識、

数理能力、語学力、理解力、

問題解決能力、論理的思考能

力、文章表現能力をみる。 

課題提示 ・ 

レポート作成 

14：10～16：00 

目的意識、学ぶ意欲、読解力、

語学力、論理的思考能力、 

文章表現能力、創造力、適性

をみる。 
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課  程  ・  系  プログラム ね  ら  い 
情報工学課程 講義・レポート作成 講義内容の理解および結論の導出過

程から、基礎学力、論理的に思考す

る能力や考えを的確に表現する能力

をみる。  
課題提示・  
グループ・ディスカッ

ション  

提示された課題の中から問題点と解

決策を見いだす能力をみる。さらに、

集団の中で他人の意見を理解し、協

調して意見をまとめ上げる能力をみ

る。  
機械工学課程 
 

課題提示・  
プレゼンテーション 

自らの力で観て、考えて、創造し、

それを表現する力の素養をみる。 
面 接 論理的思考能力、創造力、チャレン

ジ精神、数学、物理、英語等の基礎

学力をみる。 
デザイン経営工学課程 
 

課題提示・ 
プレゼンテーション 

課題に対する問題分析能力、構想

力、創造力、プレゼンテーションの

表現力、説得力などをみる。 

グループ・ディスカッ

ション 
問題分析能力およびディスカッシ

ョンにおける表現力、説得力、リー

ダーシップ、協調性などをみる。 
面 接 基礎学力、目的意識、自主性、適性

などをみる。 
デザイン・建築学課程 講義・レポート作成  講義内容の理解力、整理分析能力、

論理的思考能力、日本語表現能力を

みる。  
課題提示・  
グループ・ディスカッ

ション  

意欲、適性、プレゼンテーション能

力、独創性をみる。  

 

ダビンチ入試の作成と実施を通して，高大トランジションの機能的側面につ

いても効力を発揮する入試を形成していることがわかってきた。一つ目は，受

験市場環境の側面から見る。管理教育体制が明確な進学校ほどこのＡＯ入試に

は懐疑的であり，また学校の目的となる有名大学への進学に対しての学習方法

が受験シフトであればあるほど，進学指導においてＡＯ入試は拒絶される傾向

がある。その理由は，受験産業が作成するランキングで一般入試の合格レベル

がわかり，それを目標とした学習スタイルを持つことにより生徒たちを一方向

(一般入試で進学)に向かわせ，教科学習指導がしやすくなるという点である。

ビッグデータに裏打ちされた受験産業のランキングは，受験合格の安全性が確



92 
 

保しやすいという点も理由となる。 

しかし，そこには，適性や志向，コンピテンシーやリテラシー的概念を避け，

単一正答を導く問題解答力と，ここまですれば合格できるというミニマム･スタ

ンダード的な考えがある。ダビンチ入試は，そこに挑戦をする機能を持ち合わ

せている。機能の一つ目は，獲得した知識がどのような応用･転用ができるのか，

それがどのように多様な作用を引き起こすのかを大学教育の文脈に沿って行う，

すなわち現実社会や実生活での現場において，それらがどのような問題解決と

なるかを見せる入試内容をダビンチ入試では作成している。つまり，いわゆる

詰め込み型の教科学習や最低限ここまでやればいいという受験勉強では通用し

ない試験内容である。 

 二つ目は，テスト機能の側面から見てみる。選抜試験そのものにどのような

目的があるかで，実施する試験の内容は異なる。例えば，センター試験と個別

試験での得点分布に高い相関が見られる場合，教科学力試験において十分な情

報と信頼性あるデータにより選抜が可能である。この場合は，教科学力試験の

内容を２回受験させることが，教科学力の高い受験生を選抜する有効な試験手

段であると考えられる。しかし，多様な能力を測る場合，二つの試験の相関が

高くなる得点分布のデータを示すだけで，その試験目的を果たしているとはい

えない。そこでダビンチ入試では，第一次選考にて基本的教科学力を重視し，

最終選考にて学業遂行能力を重視するよう組み合わせて，多様な能力を総合的

に測定する試験方法を取っている。 

 三つ目である。自己分析型の出願資料では，自分のこれまでを振り返り，そ

れをもとにこれからのビジョンを構成させ，大学進学の意義を確認させること

につながる効果を創出する目的がある。この作業を通して，受験生は大学進学

や大学での学習において真の意味でのモチベーションを獲得し，学習プランニ

ングをする。そして，それを実際の試験場でプランニング通りの教育が展開さ

れることを目の当たりにする仕掛けである。このような実施内容により，｢大学

体験学習｣に似たような試験を演出している。 

現在の入学前教育は，ダビンチ入試開設当初より少し変化している。まずオ

リエンテーションを挙げることができる。表 4-3 に示すように，はじめにアド

ミッションセンターより入学式までの学習及び生活についてレクチャーする。

その後，該当年度の合格者の基礎学力水準を過年度と比較するためプレースメ

ントテストを開設当初と同じ内容で継続して行っている。一方，学科別懇談会

は，２年前より廃止している。理由は，各課程の実施日時の調整がつかないこ

とと，実施する意味が見えづらくなってきているからである。これにより大学



93 
 

進学準備については，各課程で行うことがなくなり，専らアドミッションセン

ターでその任を担うことになった。 

 

表 4-3 2015 年度オリエンテーションの実施内容 

  

 

次に入学前学習が指摘できる。2006 年度から入学前学習に物理の科目を新規

に導入した。高校の理科が選択履修のため，物理を履修せず(または物理Ⅰしか

履修していない)合格者となった者がおり，物理の導入を強く求められたのが理

由である。現在では，英語・数学・物理・文章表現の４科目について，３回の

課題提出による添削を行っている。 

学習相談会は，その内容を大きく変更している。2006 年度からは，物理の講

義を中心としたスクーリング講座(数学を一部含む)を実施し，その後 2009 年度

からはさらに進化させて｢学習・生活相談会｣を開始した。初年度は２回実施で

あったが，翌年度から３回実施とし，スクーリング形式で合格者を本学に集め

て実施した。現在は，全科目の講義(未履修者・学力不足者対象)，学習個別相

談(添削先生のアドバイス)，入学前学習教材を使った先輩(在学生)のマンツー

マン指導，および先輩(在学生)との懇親会を行っている。 

また，2006 年度より携帯メールを利用したサポートを実施した。当初は希望

者だけ(約 70%)であったが，現在では合格者全員に｢ダビンチ通信｣と称したメー

ルにて大学の動きや他の合格者の進学準備の様子，入学前教育に関する連絡な

どをアドミッションセンターから発信している。さらにこのツールを利用して

合格者たちからの質問に応じている 87。 

                                                   
87 導入初年次は，236 通のメール対応。毎年 100 通以上のメール対応を行っている。 

月日 項　目 時　間 実　　施　　要　　領
準備 前日 担当：ＡＣ、入試課

9:20 受付開始
　・合格通知時に発送したアンケートの回収

9:45 挨拶・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ紹介
～入学式までの学習および心構え

10:30 入学前学習・プレースメントテストの説明

休憩
10:30～
10:40

10分休憩

10:40 プレ－スメントテスト（英語）試験用紙配布
10:45 プレ－スメントテスト（英語）開始（40分間）
11:25 プレ－スメントテスト（英語）終了

休憩（～11:40まで【約10分間】）
11:40 プレ－スメントテスト（数学）試験用紙配布
11:45 プレ－スメントテスト（数学）開始（50分間）
12:35 プレ－スメントテスト（数学）終了

昼休み 昼休憩

平

成

27

年

12

月

19

日

オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

受付開始

入学前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ
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ダビンチ入試開設当初は，希望者による参加で入学前教育を実施したが，現

在ではダビンチ入試の合格者ならびに社会人特別入試での合格者を対象に実施

をしている。参加者は 2011 年から昼間主の課程においては 100% 88となった。そ

の前年の研究 89により入学前教育の提出率と大学進学後の学習成果に有意な相

関関係が認められたということをオリエンテーションにてレクチャーするよう

にしてから，全員が参加するようになってきた。さらに入試広報活動でも入学

前教育の参加はダビンチ入試の一部という説明を行っているため，2016 年度か

らはダビンチ入試合格者に対して入学前教育もダビンチ入試の一部であること

を告知するようにした。 

 

 

4.4 ダビンチ(ＡＯ)入試の成果 
 
4.4.1 ＡＯ入試の課題とダビンチ(ＡＯ)入試 

 ここでは，はじめに第３章までに示した以下の４つの課題をダビンチ入試が

どのように解決しているかを検証する。 

 

１．学業遂行能力につながるテスト開発の遅れやＡＯ入試合格者の大学進学

後の学習成果の未到達，経営事情による無試験化 

２．合格者の大学入学までの期間における学習面での放置のため，合格後の

学習目的や意欲，学習姿勢の維持ができない 

３．選抜基準が曖昧であり，入試対策ができない 

４．ＡＯ入試のスケジュールが早期なために起こる一般入試対策の阻害とＡ

Ｏ入試の不合格者のケア(精神的落ち込みから一般入試対策に切り替え

ができない) 

  

これらの課題は，ダビンチ入試で解決されたかを，まず検証してみたい。 

 

１．学業遂行能力につながるテスト開発の遅れやＡＯ入試合格者の大学進学後

の学習成果の未到達，経営事情による無試験化 

                                                   
88 夜間主の先端技術課程の社会人と社会人特別選抜の合格者に対しては，在職者でもあるため，

自主的参加を推奨している。 
89 山本以和子･内村浩 (2011)｢AO 入試入学者の学習活動追跡による傾向分析｣『大学入試研究ジ

ャーナル』№21,pp.119-123,大学入試センター  
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学業遂行能力につながるテスト開発については，ダビンチ入試合格者の学習

パフォーマンスが一般入試合格者の学生と比べてどうかということで，テスト

の妥当性および大学進学後の学習成果の未到達を検証することができる。例え

ば，図 4-3 のような成績閲覧ツールをアドミッションセンターでは作成してい

る。学生一人ひとりの取得単位数をＸ軸，期末テストの点数の平均点をＹ軸と

し，一般入試とＡＯ入試で入学した学生の一人ひとりの位置をプロットしてい

る。 

 

図 4-3 平成■年度入学生の 1 年後期までの個人の成績分布 90                                   

 

この図を利用して最近５年間に入学してきた学生の１年後期の成績から，一

般入試入学者とダビンチ入試入学者の高大トランジション状況を比較してみる。

方法は,平均点が 80 点以下かつ取得単位数が 30 単位以下の学生数を計測した 91。

一般入試でのドロップアウト予備軍対象者は 140 名，ダビンチ入試は５名であ

                                                   
90 成績がセンシティブな個人情報にあたるため ,ここでは入試類型ごとの成績分布の範囲を囲

みで表している。  
91 図 4-3 のような成績分布図は 2006 年度生から 2014 年度生までを所有している。そのうち１

年生後期までの各課程における成績分布図から,最近５年間(改組後の 2010年度生から 2014年度

生まで)を計測対象とした。また,この平均点が 80 点以下かつ取得単位数が 30 単位以下のライン

より下位に位置すると４年間で要卒単位まで到達するのは難しいので，ドロップアウト予備軍は

このラインで設定をした。 

個人情報保護のため
掲載できません
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った。これに各入試の募集人員総数 92で割合を出すと，一般入試が 4.8％，ダビ

ンチ入試が 2.2％であり，高大トランジション期においては，ダビンチ入試合格

者の方が一般入試の合格者よりドロップアウト率が低い結果となった。これに

より，高大トランジションは一般入試合格者よりダビンチ入試合格者の方が達

成できていると言え，さらに一般入試よりダビンチ入試の方が学業遂行能力を

測る入試内容となっていると考えられる。  

 一部の私立大学では，18 歳人口の減少の影響により定員充足ができず，選抜

でも全員合格に近いケースが発生している。特にＡＯ入試にて実施されている

いわゆる｢無試験化｣のため，学力だけでなく学習習慣までが疎かなまま進学を

してくるという状況があったが，本学の場合はダビンチ入試にて競争が発生し，

試験を行うことができている。また，一般入試より高い実質倍率となっている

ことも特徴と言える。 

図 4-4 からわかるように，ダビンチ入試開設以来，常に一般入試より高い実

質倍率であり，この高い選抜性のため，判定基準が受験母体に引っ張られるこ

とはなく，合格者の学業遂行能力の水準は維持できると考えられる。 

 

図 4-4 一般入試とダビンチ入試の実質倍率の推移 

 

                                                   
92 一般入試の募集人員総数は 2,925 名，ＡＯ入試の募集人員総数は 232 名である。 
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２．合格者の大学入学までの期間における学習面での放置のため，合格後の学

習目的や意欲，学習姿勢の維持ができない 

 

先述したとおり，学習目的と意欲に関しては出願書類において受験生は意思

表明する形をとっている。また第２節で述べたように，この出願資料(図 4-5 参

照)の｢活動の記録｣にて自己分析を促し，志望理由書により自分と大学での学習

プランニングを想定し，学習目的を明確化させる機能を持たせている。｢活動の

記録｣には資格や学外の活動など特別な業績や活動のスペックだけでなく，自分

の経験や体験をどこまで主体的に捉えているか，｢志望理由書｣ではそれをどの

ように伸ばそうとしているのかというポテンシャルの感じられるストーリーを

この二つの書類で求めている。このストーリーを描くことができなければ，学

習目的や意欲に裏打ちされる主体的な学習活動をすることが難しいという判断

を行っている。 

ＡＯ入試の場合，合格発表から入学式までかなりの期間がある。今では，日

本の大学の入学前教育の実施率が 73.1%となり，そのねらいは｢入学前の学習習

慣の維持｣が 76.3%と最も高い 93。このように現在では，学習姿勢の維持を狙い

の一つに設定をして，各大学で入学前教育を行うようになっている。ダビンチ

入試でも入学前教育の目的の中に学習姿勢および学習意欲の維持を据えて実施

をしている。 

                                                   
93 ベネッセ教育総合研究所(2014)『高大接続に関する調査』，p.28 2013 年 11 月 郵送法による

質問紙調査 全国の大学学科長対象(n=2,012) 
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図 4-5 2016 年度ダビンチ入試の出願資料 
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３．選抜基準が曖昧であり，入試対策ができない 

 

ダビンチ入試は，大学教育の学業遂行能力を直接的に測るテストを開発して

いる。高校までの学習姿勢と教科理解，学習指導要領に準じた教育展開(実験技

術や体験・研究活動)が必要となる入試設計を行っている。そういう設計から，

教科学力だけで判定を行っているのではなく，知識，態度，汎用的な学習スキ

ルやリテラシー，コンピテンシーといった能力・適性全般を判定に含めている。

よって，学校教育のなかでの学習の実践そのものが，ダビンチ入試への攻略と

なる。そういうことを考えると，選抜基準は学習指導要領に則っており，高校

教育の質保証を基準として行っている選抜であると言える。 

 

４．ＡＯ入試のスケジュールが早期なために起こる一般入試対策の阻害とＡＯ

入試の不合格者のケア(精神的落ち込みから一般入試対策に切り替えがで

きない) 

 

先述のとおりダビンチ入試は，9 月下旬頃に出願が開始され，10 月下旬に第

一次選考，11 月中旬に第一次選考合格発表，11 月下旬に最終選考，12 月中旬に

最終合格発表の日程で行われている。12 月の合格発表はセンター試験日程の約

１ヶ月前であり，ここから教科学力増強の勉強に切り替えるのは難しい。従っ

て，非常に高い倍率の第一次選考で合格となった最終選考受験者が不合格通知

を受けた場合，かなりの失望となるのも無理のない話である。スケジュールの

調整は，高校教育現場と大学業務との調整により早期にすることが考えられる

が，それよりも不合格者への配慮を次のように設計している。 

第一は，ダビンチ入試のための対策はないことを公言し，入試内容もそのよ

うな設計を心がけている。先述のとおり，高校での学習の成果を教科学力も含

めて総合的に判定している入試なので，ダビンチ入試の前に対策を施すことは

できないというものである。第二は，高校教育現場での学習そのものがダビン

チ入試の対策につながるというものである。第一次スクーリングも最終スクー

リングも学校での授業風景そのものであり，授業での学習姿勢や学習方略の有

無が高く評価される仕組みになっている。速習で身につくような試験課題にな

っていないこと，そして教科学力についても一般入試と同様のレベルなので，

ダビンチ入試のために特別な対策をすることはできない。よって，ダビンチ入

試を受験しているが，１月から始まる一般入試に向けての学習と高校での授業

をしっかり受けることがダビンチ入試の一番の対策になるよう試験を設計して
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いる。第三は，普段の大学教育を体験するような試験で，高校まで学んできた

知識に新しい知識を組み入れ，それが化学反応を起こすことを体験する入試づ

くりを展開してきた。そこでは，仮に不合格であっても，大学の学びに刺激を

受けた受験生が向学意識を醸成するように図っており，実際に受験生からは｢入

試のような雰囲気ではなく，愉しい大学教育体験会のようであった｣や｢こうい

う学びがあるのなら，絶対にこの大学に合格したいと思った｣といった声 94が聞

かれるようになっている。後述するが，ダビンチ入試不合格者の一般入試受験

率が高いという結果もある。 

 
4.4.2 ダビンチ(ＡＯ)入試における新たな成果 

 次に，ダビンチ入試におけるその他の成果を以下の内容で検証する。 

１．ダビンチ入試を受験生はどのように受け止めているか(ダビンチ入試のねら

いは受験生に伝わっているか) 

２．ダビンチ入試合格者の学力水準はどうか 

３．ダビンチ入試合格者の学習パフォーマンスはどうか 

４．入学前教育の評価はどうか 

・オリエンテーションの内容の満足度 

・入学前学習の提出率 

・入学前学習の取り組み方 

・学習・生活相談会の参加率と満足度 

・学習・生活相談会で好評だったプログラム 

 

１．ダビンチ入試を受験生はどのように受け止めているか(ダビンチ入試のねら

いは受験生に伝わっているか) 

 

これについては，毎年３月に実施している｢ダビンチ入試合格者アンケート｣

より検証することができる。ダビンチ入試はどのような入試だと思ったのかを

分析すると，次のように大きく３通りあることがわかった。第一は，通常の一

般入試との違いである。アンケートの回答からは，｢基礎学力と応用力，複合的・

総合的な問題｣，｢今まで見たことがないような問題｣，｢自分で分析し回答する

という試験形式｣の違いを感じ，｢普通の学力試験では測れない力を求められて

いる｣ということを感じていたようである。また，試験を受けている感じがしな

                                                   
94 ダビンチ入試合格者アンケート(毎年３月実施)の回答より抜粋  
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かったという感想や試験問題に励まされるなどの感想も見受けられた。第二は

ダビンチ入試を体験し，｢大学教育に興味をもった｣，｢大学生になりたいと思っ

た｣という点である。高校生の時点で大学への憧憬を増幅し，合格者にとっても

不合格者にとっても進学に対する意欲や意志を向上させるという機能を持たせ

るというダビンチ入試の当初の狙いは，ここでも受験生に伝わっていることが

わかる。第三は，この試験を受験して自分は成長したと感じている点である。

アンケートの回答からは，｢この試験は私に大きな成長をもたらしてくれた｣，

｢改めて自分がしたいことが確認できた｣，｢合否に関係なく良い経験をさせても

らった｣と，自分自身がこの入試を通してステップアップしたことを実感してい

ることがわかる。 

つまり，受験生は出願書類を作成する段階で自己分析をして大学入学後の学

習のビジョンや目的を描かなければならない。大学進学の意義を追及しなけれ

ばこの書類を書くことができないので，この作業を通して学びの主体性が受験

生に備わってくる。そこに高校で行われる高大連携の模擬講義とは異なる真の

大学の講義がダビンチ入試で行われる。そこでは，学んだ知識を転用させての

一種の化学反応を体験する。その新たな学びの体験やその世界に対して興味が

わき，向学心が醸成されていることを受験生たちは実感しているのである。こ

のことからも，ダビンチ入試そのものが教育的機能を持ち合わせていることが

確認できる。 

以下に，そのアンケート回答の一部を挙げている。 

 

ａ.一般入試とどうちがうか。 

・｢講義・レポート作成｣の問題は，講義での内容を使うのはもちろんのこと，自分の知識や基

礎能力も含めて考えなければ解けません｡基礎があっての応用力や臨機応変だと肌身を持

って感じたことが印象的でした 

・板書はなく，口頭での説明を聞いてメモをとるというのが印象に残った。化学・物理・生物の

複合的な内容だったのでおもしろかった。科学技術と SF 小説をからめた問題が文学を科学

的に考えることができて楽しかった 

・講義・レポート作成ではコンデンサーの充電，放電の実験をして，本当に興味深かった。入

試を受けている実感があまりしなかった 

・小論文は科学のプロセスというような問題であり，今まで見たことのないようなものだったので

少し驚きました。 

・｢授業を聞いて，レポートをかく｣という形式がすごくよかった。 

・日常の現象を自分で分析する記述問題にすこしびっくりした。小論文は普段から社会の問
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題を考えていた事が役にたってよかった。 

・実験が面白く印象に残りました。高校では，先生の指示通りに作業をして結果が分かって

いる実験しかしていなかったので，自分で試行錯誤して考えるという実験が初めてで楽しかっ

たです。 

・試験を受けているという感じがしなかった。大学の体験授業を受けているみたいだった。 

・小論文は，ジョブズ氏のスピーチに関することで，その内容がとても良く，試験中に試験問題

に励まされた。 

・自分の言葉で説明し，解を出すというのが大変面白いと思ったのが印象に残っている。 

・小論文では，今まで練習してきたような題材ではなかったのでまとめるのに苦労しました。 

・試験中に新しい考え方をつきつけられ，新鮮な経験ができた。 

・テストの内容はやはり総合問題という形で不利・有利は関係ないと感じた。自分の考えてい

ることや意志を持っていなければ，難しいテストであると思う。 

・実験を試験中に行うことは驚いたが楽しめてよかった。 

・大学の講義を受けて，その内容から試験問題が出される，というユニークな試験は，普通

の学力試験でははかれないようなことをはかっているように思えて，良い経験になりました。 

・新しく得た知識を利用して，問題を解くという点で，他の試験と比較してユニークだと思った。 

・プレゼンの内容を考えたり，グループディスカッションをしているときは楽しくて，あまり試験という

ものを感じずにできました。 

(以上，2010～2015 年度合格者) 

 

ｂ.ダビンチ入試を体験し，大学教育に興味を持ったか。大学生になりたいと感

じたか 

・講義･レポート作成では，大学の授業を体験しているようで楽しかったです。 

・模擬授業は今までの授業とは違い，自分が学びたい分野のものだったので，より大学への

入学願望を強く持つことができた 

・レポート作成は全体的に難しかったですが，大学で学ぶことを先取りしているような気持ちで

取り組めたので大変良い経験になりました。 

・好奇心を刺激される試験内容に，満足した。合否に関わらず，良い経験をしたと感じられた 

・講義内容は物理のことについてだったが，分かりやすく楽しかった。この大学に入学したいと

いう気持ちも強まった。 

・実際の教室で教授の講義が聞けたのがよかった。あらゆる事象をミクロな視点から見ること

によって新しいものを発見できたりするので，これからの大学で学んでいくことにより興味がもて

た。 

・実際に大学の講義を受けて，高校ではうやむやにされていたところも細かく勉強ができるよう
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な印象を受けて，もっと勉強したいという気持ちになった。 

・大学の授業は内容が深いと思った。 

・講義は自分の興味のある分野だったので実際の講義の予行練習のようで楽しかったです。 

・実際に大学の講義を聞くことができ，高校で学んだ知識を組み合わせ，さらに専門的な学

習を展開させることができるのだと，実感することができた。 

・入試だという緊張もありましたが，講義を受けているときは，実際に大学の講義を受けている

ようで，楽しかったです。 

・大学ではこのようなおもしろいことが学べるのだとワクワクしたこと。 

・グループ・ディスカッションでは一人では思いつかないうまく言葉にできない考えが４人で話す

ことにより生み出され，大きな達成感を感じた。同時にこんな雰囲気の中で大学生活を送りた

いと思い，より合格したいという思いが強まった。 

・スクーリングは，入試というよりも，大学の体験授業といった感じで楽しかった。また，高校で

学んでいることと繋がっていて，興味深い内容だった。 

・面接では，質問の面白さが印象的でした。とことん考えさせるような質問が飛んできて，やは

りこの大学はいいなと感じました。 

(以上，2010～2015 年度合格者) 

 

ｃ.自分はこの試験を受けて成長したと思ったか。 

・出題がスバル望遠鏡の話で，試験時間中とにかくアイデアが出てこないかと色々なことを思

い出しながら考え続けました。家に帰ってキチンと調べると，間違っていたところがかなりあった

のですが，この試験時間は私に大きな成長をもたらしてくれたように思います。 

・最終選考は楽しかったです。同じ志を持つ者同士で話し合い，たくさんの意見を出し合い，

大学での授業をひと足先に体験できた気分でした。今まであまりできなかった，とても良い経

験ができたと思います。 

・第 1 次選考と違って非常に緊張しましたが，よい刺激を受けることができました。試験外の時

間には他の受験生と友達になれて，とても楽しいスクーリングになりました。ＡＯ試験を受けてよ

かったです！ 

・講義を受け，その内容を即座に理解して，ペーパーテストを受けたところが他の大学には恐

らく少ないと思うので，印象に残りました。また講義の内容も大変興味深い内容で単純に知

的好奇心がわくようなものであったので印象に残りました。つまり，勉強になるものであったのが

私の印象です。 

・自己推薦書や志望理由書を書くことで，自分が高校生活でこれまでしてきたことを振り返れ

たり，改めて自分がしたいことを確認できたので，ＡＯと一般入試の勉強の板挟みの中でもしっ

かり目標を持って頑張ることができました。 
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・終った後には合否関係なく良い経験をさせてもらったなという清々しい気持ちでした。 

・プレゼンもグループ・ディスカッションも面接も，自分にとって良い経験になったので，受けること

ができてよかったです。 

・受験生全員独特の意見を持っていて，非常に感心できる発言も多々あり，すごく刺激的で

すばらしい時間を過ごせたと思います。 

・試験である事をほとんど忘れていたくらいに，充実した時間でした。 

・本当に受けることに意味がある試験であると実感しました。 

(以上，2010～2015 年度合格者) 

 

 ここに示したのは，合格者たちの感想であるが，不合格者たちも同様に感じ

ていたようである。実際にダビンチ入試で不合格だったが，その後の一般入試

で合格した学生は次のように語っている。 

 

｢ダビンチ入試での経験からこの大学に進学したいと強く思えるようになったので，工繊に絶対

受かってやろうという思いが以前より一層強くなりました｣ 

｢ダビンチ入試に落ちた後に自分の中にあった気の緩みや慢心があらわになり，受験に対す

る意識が変わりました｣ 

｢志望書を書くことでなぜ自分がその大学に行きたいのか，なぜその学問をしたいのかをじっくり

考えることができた。また試験を受けてみて，将来と大学での学びがつながって必ずこの大学

に合格したいと思った。一次選考で落ちたときはがっかりしましたが，模試の結果が返ってくる

たびに志望者総数をとてもリアルに感じるようになり，いい刺激になりました。ＡＯを受けたことで，

冬を乗り越えるモチベーションになりました。またＡＯの準備を通して自分をじっくり見つめることが

できたのも一般入試を乗り越える原動力になりました｣ 

(以上，2013～2015 年度入学者) 

 

 ダビンチ入試を受験してこのような感想をもつ受験生は，果たしてどのくら

いいるのだろうか。不合格者が一般入試をどのくらい受験して合格するかを調

べた。 

 表 4-4 が示すように，2006 年度から 2015 年度の 10 年間の場合，第１次選考

の不合格者のうち 35.9%が一般前期日程を受験しており，その合格率は 20%であ

った。また 19.1％が一般後期日程を受験しており，合格率は 9.0%であった。一

般入試全体では，第１次選考の不合格者のうち 39.9%が受験し，そのうち 22.4%

が合格をしている。つまり，第１次選考の不合格者全体の約９％弱が一般入試

で合格をしていることがわかった。 
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 表 4-5 で示すように，第１次選考に合格し，最終選考で不合格となった者の

うち，38.2％が一般前期日程を受験しており，合格率は 29.3%であった。また

21.4％が一般後期日程を受験し，合格率は 11.0%であった。一般入試全体では，

第１次選考に合格して最終選考の不合格者となった人のうち 42.0%が受験し，そ

のうち 32.3%が合格をしている。従って，第１次選考に合格して最終選考が不合

格だった人では，13.6％が一般入試で合格していることがわかった。 

 筆者の算出 95によると、筑波大のＡＣ入試の不合格者の一般入試再受験率が

全学類で 24.8％、工学基礎学類と工学システム学類の合計だと、一次試験不合

格者の一般入試再受験率が 16.1％、二次試験不合格者の一般入試再受験率が

22.7％であることから、ダビンチ入試の再受験率は高いことが判明した。 

 

表 4-4 ダビンチ入試第１次選考不合格者の一般入試受験者数・受験率，合格者数・合格率

 

 

 

 

 

                                                   
95 大谷奨・島田康行・白川友紀(2009)｢ＡＣ入試受験経験者のその後の受験行動｣『大学入試研

究ジャーナル』№19,pp.34-36,大学入試センター,表中の数値および図２・図４の数値より筆者

が算出 

 

（人）
1次不合格者数 前期受験者数 後期受験者数 全受験者数 前期合格者数 前期追加合格者数 前期合格者 後期合格者数 後期追加合格者数 後期合格者 全合格者数

2006年度 240 37 65 80 2 8 10 8 9 17 27
2007年度 172 75 42 80 15 0 15 3 0 3 18
2008年度 179 59 36 65 17 0 17 0 0 0 17
2009年度 174 71 33 74 9 0 9 2 1 3 12
2010年度 151 52 25 54 7 0 7 2 1 3 10
2011年度 189 77 44 83 22 0 22 4 0 4 26
2012年度 193 76 43 81 13 0 13 0 0 0 13
2013年度 212 83 39 84 10 0 10 2 0 2 12
2014年度 299 129 32 133 25 0 25 1 1 2 27
2015年度 278 91 39 98 22 0 22 2 0 2 24
合計 2087 750 398 832 142 8 150 24 12 36 186

（％）
前期受験率 後期受験率 一般受験率 前期合格率 後期合格率 一般合格率

2006年度 15.4 27.1 33.3 27.0 26.2 33.8
2007年度 43.6 24.4 46.5 20.0 7.1 22.5
2008年度 33.0 20.1 36.3 28.8 0.0 26.2
2009年度 40.8 19.0 42.5 12.7 9.1 16.2
2010年度 34.4 16.6 35.8 13.5 12.0 18.5
2011年度 40.7 23.3 43.9 28.6 9.1 31.3
2012年度 39.4 22.3 42.0 17.1 0.0 16.0
2013年度 39.2 18.4 39.6 12.0 5.1 14.3
2014年度 43.1 10.7 44.5 19.4 6.3 20.3
2015年度 32.7 14.0 35.3 24.2 5.1 24.5
平均 35.9 19.1 39.9 20.0 9.0 22.4
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表 4-5 ダビンチ入試第１次選考合格者かつ最終選考不合格者の一般入試受験者数・受験率, 

合格者数・合格率  

 

 

２．ダビンチ入試合格者の学力水準はどうか 

 

 次にダビンチ入試合格者の学力水準についての成果を検証する。図 4-6 は合

格後のオリエンテーション(12 月下旬開催)におけるプレースメントテストの結

果である。このプレースメントテストは実施当初よりまったく同じ問題で，合

格者の学力を測定している。このグラフから，ダビンチ入試開設当初の 14 年度

と 27 年度の昼間コースの科目Ａと科目Ｂを比較すると，成績が上昇しているこ

とがわかった。 

 

 

（人）
最終不合格者数 前期受験者数 後期受験者数 全受験者数 前期合格者数 前期追加合格者数 前期合格者 後期合格者数 後期追加合格者数 後期合格者 全合格者数

2006年度 84 18 23 31 4 5 9 1 4 5 14
2007年度 67 21 7 22 5 0 5 0 0 0 5
2008年度 64 28 16 29 3 0 3 3 0 3 6
2009年度 71 26 13 29 7 0 7 4 0 4 11
2010年度 65 24 14 28 7 0 7 2 0 2 9
2011年度 65 22 14 23 10 0 10 1 0 1 11
2012年度 68 37 17 37 12 0 12 1 0 1 13
2013年度 69 35 16 35 11 0 11 0 0 0 11
2014年度 61 23 15 26 6 0 6 0 0 0 6
2015年度 64 25 10 25 6 0 6 0 0 0 6
合計 678 259 145 285 71 5 76 12 4 16 92

（％）
前期受験率 後期受験率 一般受験率 前期合格率 後期合格率 一般合格率

2006年度 21.4 27.4 36.9 50.0 21.7 45.2
2007年度 31.3 10.4 32.8 23.8 0.0 22.7
2008年度 43.8 25.0 45.3 10.7 18.8 20.7
2009年度 36.6 18.3 40.8 26.9 30.8 37.9
2010年度 36.9 21.5 43.1 29.2 14.3 32.1
2011年度 33.8 21.5 35.4 45.5 7.1 47.8
2012年度 54.4 25.0 54.4 32.4 5.9 35.1
2013年度 50.7 23.2 50.7 31.4 0.0 31.4
2014年度 37.7 24.6 42.6 26.1 0.0 23.1
2015年度 39.1 15.6 39.1 24.0 0.0 24.0
平均 38.2 21.4 42.0 29.3 11.0 32.3
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図 4-6 ダビンチ入試開設年度から現在までのプレースメントテスト平均得点 96    

  

３．ダビンチ入試合格者の入学後の学習パフォーマンスはどうか 

 

ダビンチ入試合格者の入学後の学習パフォーマンスを，一般入試合格者と比

べて検証する。検証には，本学の学生追跡調査の結果を利用する。図 4-7 の学

生追跡調査は，毎年次の期末テストの得点と取得単位数を図 4-7 のように配置

し，入試類型ごとの該当学生全員の平均得点を１年から４年までプロットした

ものである。テスト得点と単位数は，正規化後の数値である。これにより，一

般入試前期・後期日程とＡＯ入試合格学生の学習成果を比べることができる。

図 4-7 の場合，テスト成績良い順にＡＯ→一般後期→一般前期となり，取得単

位数も多い順から，ＡＯ→一般後期→一般前期であった。これにより，一般入

試合格者よりＡＯ入試合格者の学習パフォーマンスの方が高いことがわかった。 

 

                                                   
96 センシティブな個人情報にあたるため , 14 年度から 27 年度にかけてのプレースメント平均得

点の中間値を直線でつなぎ ,結果をイメージ化している。  
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図 4-7 成績閲覧システムより，入試類型による課程ごとの成績推移 97 

 

これらは，年度，課程によりばらつきがあるのも事実なので，年度および課

程ごとでの各入試類型の学習成果の順位を表 4-6 および 4-7 で示した。表 4-6

は，期末テストの得点を対象にして年度及び課程内での入試類型における順位

を表した。年度や課程によって，ＡＯ入試の順位にばらつきがあるのがわかる。

そこで，14 年度から 23 年度までの 10 年間の順位の平均値を算出した。これに

よると，ＡＯ入試が３位となるのがＢ課程，Ｄ課程，Ｅ学科，Ｆ課程，Ｈ課程

であった。一方，1 位となるのが，Ａ課程，Ｉ課程，Ｊ課程であった。特に，Ｊ

課程は，調査対象の 10 年間のうちの 9 年間でＡＯ入試が１位となっている。 

次に表 4-7 は，単位取得数を対象にして年度及び課程内での入試類型におけ

る順位を表した。ここでも年度や課程によって，ＡＯ入試の順位にばらつきが

あり，成績の場合と同様に 14 年度から 23 年度までの 10 年間の順位の平均値を

算出した。これによると，ＡＯ入試が３位となる課程がなく，1 位となるのが，

Ａ課程，Ｂ課程，Ｅ学科，Ｆ課程，Ｇ課程，Ｈ課程，Ｉ課程，Ｊ課程であった。

これにより，ＡＯ入試合格者は，一般入試合格者より単位取得数が多いことが

                                                   
97 成績がセンシティブな個人情報にあたるため ,ここでは入試類型ごとの成績推移 (1 年ごと )を
矢印で表している。矢印の始点は 1 年生後期までの入試類型ごとの成績の平均値と単位取得数の

平均値を表し ,矢印の先端は 4 年生後期の成績の平均値と単位取得数の平均値を表している。ま

た課程名称について特定できないようにしている。図と表別に表出順にＡから課程名称を入れて

いるため ,図から説明したＡ課程と表から説明したＡ課程は同一課程を指していない。(以下、同

様 ) 

成
績

取得単位数

ＡＯ

後期

前期

Ａ課程の成績推移（平成■年度入学）
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明らかとなった。 

 

表 4-6 ４年次後期時点での成績による入試類型での順位 98, 99 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
98 H14 年度以降,学部・学科改組を実施しているため,数値が抜けている箇所が存在する。 
99 ｢平均値｣は, 該当列の順位値を単純に平均した順位の平均値である。 

ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期
Ｈ14 2 3 1 - - - 3 2 1 3 2 1 3 1 2
Ｈ15 3 2 1 - - - 1 3 2 3 1 2 1 3 2
Ｈ16 1 3 2 - - - 3 2 1 3 2 1 3 1 2
Ｈ17 1 3 2 - - - 3 2 1 3 2 1 3 1 2
Ｈ18 3 2 1 3 2 1 1 3 2 3 2 1 - - -
Ｈ19 3 1 2 3 1 2 3 2 1 2 1 3 - - -
Ｈ20 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 3 2 - - -
Ｈ21 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 2 1 - - -
Ｈ22 1 2 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 - - -
Ｈ23 1 3 2 3 2 1 1 3 2 2 3 1 - - -
計 1.9 2.2 1.9 2.3 2.0 1.7 2.3 2.3 1.4 2.6 2.0 1.4 2.5 1.5 2.0

入学年
Ａ課程 Ｂ課程 Ｃ課程 Ｄ課程 Ｅ学科

ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期
Ｈ14 - - - - - - 3 1 2 1 2 3 1 3 2
Ｈ15 - - - - - - 2 3 1 3 1 2 1 2 3
Ｈ16 - - - - - - 2 1 3 1 3 2 1 2 3
Ｈ17 - - - - - - 1 3 2 1 2 3 1 2 3
Ｈ18 3 1 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 1 2 3
Ｈ19 2 3 1 1 3 2 1 3 2 3 2 1 1 2 3
Ｈ20 1 3 2 3 2 1 3 1 2 2 1 3 2 3 1
Ｈ21 3 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 1 2 3
Ｈ22 1 2 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3
Ｈ23 3 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 1 2 3
計 2.2 2.0 1.8 1.8 2.5 1.7 2.4 1.9 1.7 1.8 1.8 2.4 1.1 2.2 2.7

Ｊ課程
入学年

Ｆ課程 Ｇ課程 Ｈ課程 Ｉ課程
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表 4-7 ４年次後期時点での単位取得数による入試類型での順位 

 

 
 

 厳密に言うと，入学後４年間の成績は大学教育の手法や内容の影響も考えら

れるため，入試方法による選抜の差がストレートに成績に現れるというわけで

はない。しかし，それを考慮に入れながら事実状況をみても，ＡＯ入試合格者

が一般入試合格者に比べて学習パフォーマンスが下位にあるという判断できな

い。一方，教科学力が高ければ，大学教育でのパフォーマンスは高くなるとい

う意見があるが，いわゆる学力偏差値の高い一般後期日程の学生が必ずしも高

い学習パフォーマンスを見せておらず，その意見に対しては懐疑的にならざる

を得ないことを同時に押さえておきたい。 

 他に，この調査をしている過程でもう一つわかった特徴がある。ＡＯ入試で

合格した学生は単位取得数が多いということである。表 4-7 の結果からもわか

るように，成績に比べて単位取得数のほうが，順位が高くなる傾向があった。

その顕著な事例を図 4-8 に示している。 

 

 

 

ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期
Ｈ14 2 1 3 - - - 2 3 1 2 3 1 1 3 2
Ｈ15 3 2 1 - - - 1 3 2 1 3 2 1 3 2
Ｈ16 2 3 1 - - - 1 3 2 2 3 1 3 2 1
Ｈ17 1 3 2 - - - 2 3 1 3 2 1 2 1 3
Ｈ18 1 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 1 - - -
Ｈ19 3 2 1 1 2 3 3 1 2 3 2 1 - - -
Ｈ20 1 3 2 2 3 1 1 2 3 1 2 3 - - -
Ｈ21 3 2 1 1 2 3 1 2 3 3 2 1 - - -
Ｈ22 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2 3 1 - - -
Ｈ23 1 2 3 1 3 2 2 3 1 1 2 3 - - -
計 1.8 2.3 1.9 1.5 2.2 2.3 1.8 2.5 1.7 2.1 2.4 1.5 1.8 2.3 2.0

入学年
Ａ課程 Ｂ課程 Ｃ課程 Ｄ課程 Ｅ学科

ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期
Ｈ14 - - - - - - 2 3 1 1 3 2 1 2 3
Ｈ15 - - - - - - 1 3 2 2 1 3 1 2 3
Ｈ16 - - - - - - 2 1 3 1 2 3 2 3 1
Ｈ17 - - - - - - 1 3 2 1 2 3 1 2 3
Ｈ18 3 1 2 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3
Ｈ19 1 3 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 3
Ｈ20 1 2 3 3 2 1 1 2 1 3 2 1 2 3 1
Ｈ21 1 3 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 3 1 2
Ｈ22 1 2 3 3 2 1 2 3 1 3 2 1 1 2 3
Ｈ23 3 1 2 1 2 3 3 2 1 1 3 2 3 2 1
計 1.7 2.0 2.3 1.8 2.2 2.0 1.7 2.1 2.0 1.7 2.2 2.1 1.6 2.1 2.3

Ｈ課程 Ｉ課程 Ｊ課程
入学年

Ｆ課程 Ｇ課程
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図 4-8 入試類型による課程ごとの成績推移１ 100 

 

 上記はＢ課程とＣ課程の事例であるが，どちらも１年生から４年生にかけて

単位取得数がかなり伸びていることがわかる。他の入試類型に比べて，多少成

                                                   
100 成績がセンシティブな個人情報にあたるため、ここでは入試類型ごとの成績推移 (1 年ごと )
を矢印で表している。矢印の始点は 1 年生後期までの入試類型ごとの成績の平均値と単位取得数

の平均値を表し、矢印の先端は 4 年生後期の成績の平均値と単位取得数の平均値を表している。 
 

成
績

取得単位数

ＡＯ

後期

前期

Ｂ課程の成績推移（平成■年入学）

成
績

取得単位数

ＡＯ
後期

前期

Ｃ課程の成績推移（平成■年入学）
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績が低くても多くの単位を取ろうとするのがＡＯ入試合格者にはよく見られる

特徴である。また，図 4-9 のようにＤ課程においては，単位取得数だけでなく，

成績もずば抜けて高い傾向を示す年度が多かったことも特徴的である。 

 

 

 
図 4-9 入試類型による課程ごとの成績推移２ 101 

 

 

 

                                                   
101 成績がセンシティブな個人情報にあたるため、ここでは入試類型ごとの成績推移の範囲を囲

みで表している。  

成
績

取得単位数

ＡＯ

後期

前期

Ｄ課程の成績推移（平成■年入学）

成
績

取得単位数

ＡＯ

後期

前期

Ｄ課程の成績推移（平成■年入学）
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４．入学前教育の評価はどうか 

 

次に，入学前教育の評価を検証する。入学前教育の評価に関しては，合格者

に対して毎年アンケートを実施している。まずは，オリエンテーションの満足

度である。図 4-10 のように例年 90%ほどの満足度を示し，アンケートの自由記

述欄には，｢少し緩みそうな気持ちを正すことができた｣｢生徒ではなく学生とい

う言葉で気が引き締まり，入学後がより楽しみになった｣｢これから入学までど

のように３ヶ月間を過ごすべきかがわかった｣｢不安な面があったが，解消でき

てよかった｣など，合格者はオリエンテーション実施の必要性を感じている。 

 

 

図 4-10 オリエンテーションの内容に｢満足｣と答えた割合 

 

 次に入学前学習の状況を見る。入学前学習の参加(昼間主コース)はここ数年

100%である。４教科×３回の提出結果を図 4-11 に示す。昼間主コースだけを見

ると，入学前学習課題の提出率は，2010 年を期に大幅に増加し，2013 年からは

98%を超える状況になっている。他大学の入学前学習の提出率がほぼ 70% 102であ

ることを考えると驚異的な数値である。しかし，一部の合格者で提出の遅れが

あり，ダビンチ通信等で計画的な学習を促している。 

 

                                                   
102 民間教育企業の入学前教育の添削課題では 90%の提出率という営業数値が並ぶが,いずれも

最高値。この提出率に関しては，私立大学の多くが民間教育産業の入学前教育商品を扱うため,

全国調査数値は存在しない。業者の話によると,70%ぐらいが平均の提出率が実態という。  
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図 4-11 入学前学習の提出率推移 103 

 

図 4-12 は，2015 年度入学前学習の添削課題の取り組み度合いがどのぐらいだ

ったかをＡＯ入試の合格者に調査した結果である。これによると，どの科目に

おいても｢普通｣以上を答えている合格者が多いことがわかる。中には取り組み

度合いが低い合格者も存在するが，この者たちは社会人入試での合格者である。

また，第１回から第３回までの取り組み具合では，第１回目が最初だからとい

うことでよく取り組んだということはなく，またどの科目でもばらつきが見ら

れた。英語・数学・物理においては｢大変よく｣｢よく｣取り組んだ合格者が多い

が，文章表現はそれに比べて若干少なかった。英語・数学・物理は直接的に入

学後の教育に関わる科目なので，取り組み度合いも高くなるようである。 

 

                                                   
103 ｢昼間全体｣は昼間主コースの課程，｢ＡＯ計｣は昼間主+夜間主先端科学技術課程 (社会人特別

入試除く )，｢総合計｣には ,ＡＯ入試合格者と社会人特別入試の合格者が含まれている。  
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図 4-12 2015 年度生入学前学習の取り組み度合い(上から英語・数学・文章表現・物理) 

 

 次に学習・生活相談会について調査した。まず，参加状況である。 

表 4-8 の参加者数を見ると，2009 年度から比べて 2014 年度まで飛躍的に参加

者数が増えている。2015 年度には前年度より若干参加数が減少しており，学習・
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生活相談会全体では約 150 名の参加者数ぐらいで頭打ちと考えてよさそうであ

る。図 4-13 では学習・生活相談会に１回以上参加した合格者が 2012 年度生か

ら 80%を超え，2014 年度生に 90%を超えた。しかし，全回出席率は，2015 年度

生で減少した。その原因として遠方からの参加者の影響が考えられる。表 4-9

は，地域別の参加割合を算出した結果である。大学からの距離を考えると，京

都地域→関西(京都を除く)地域→関西以外の順で参加率が減少すると考えられ

るが，2014 年度生は京都を除く関西地域と関西地域以外の合格者の出席率が高

く，図 4-13 のように１回以上の出席率と全回出席率を引き上げているのがわか

る。しかし，なぜ 2014 年度生からこの状況が生まれたのかの理由は不明である。 

 
表 4-8 学習・生活相談会の参加者数 104 

 
 

 

図 4-13 学習・生活相談会の参加率 

 

                                                   
104 ｢全回｣は参加のべ総数。  

（人）

第１回 第２回 第３回 全回
2009年度生 8 5 開催なし 13
2010年度生 23 23 20 66
2011年度生 34 34 26 94
2012年度生 46 44 40 130
2013年度生 41 45 37 123
2014年度生 54 55 47 156
2015年度生 53 54 41 148
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表 4-9 学習・生活相談会における地域別参加割合   

 

  

 次に学習・生活相談会の内容の満足度を検証した。図 4-14 のとおり，満足度

は 2012 年度より増加傾向であり，2015 年度には 79%であった。特に二つの課程

では 100%であった。 

 

 

図 4-14 学習・生活相談会の内容に｢大変満足｣｢満足｣と回答した割合 

 

学習・生活相談会のプログラムの評価を図 4-15 に示した。科目の講義は，そ

れまでの数学・物理以外に 2013 年度生から英語と文章表現を新たに加えて講義

を開始したため，評価が上がっている。さらに先輩との交流会もこの年度から

内容が充実(大学院での研究や学生フォーミュラなどプロジェクトの紹介)した

ため，評価が上がったと考える。 

 

（％）

京都 関西
(京都を除く）

関西以外

2010年度生 45.8 27.9 0.8
2011年度生 53.6 37.0 36.1
2012年度生 67.9 61.5 59.5
2013年度生 82.5 66.7 50.0
2014年度生 74.6 82.0 75.0
2015年度生 81.6 78.3 66.7
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図 4-15 学習・生活相談会で｢よかった｣と回答したプログラムの割合(複数回答) 

  

以上述べたように，学習・生活相談会は最近５ヵ年ほどで充実化し，参加率

も上がり，満足度も上昇した。特に学習・生活相談会は，①自分の学習プラン

の作成 ②学習相談会で課題に取り組んでの苦手克服 ③大学生活の不安解消 

④モチベーション向上の４点に効果があったといえる。これらに関して，以下

に合格者からの感想を示した。 

 

①自分の学習プランができた 

｢英語は，直接先生に勉強方法を指導いただき，勉強方法が定まった｣ 

｢数学の勉強方法についてアドバイスがもらえた｣等 

②学習相談会で課題に取り組んで，苦手克服  

｢ミニ講義が良かった。とてもいい復習になった｣ 

｢家で考えてわからなかった問題をここで教えてもらって理解することができた｣ 

｢数学はわからないところを一から教えてもらえたので，よかった｣ 

｢講義を聴いて出来た所が多くあり，学習会があってよかった｣等  

③大学生活の不安解消 

｢他のＡＯ生がどのようなすごし方をしているかがわかって参考にしたり，先輩から大学生活につ

いて話が聞けるので，自分の大学生活のイメージができ，よかった｣ 

｢家では，長時間勉強することをあまりやらなくなっているので，ここに来ると集中できていい｣ 

｢授業や生活のことを先輩から聞けて，大学が一層楽しみになった｣等  
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④モチベーション向上 

｢他の合格者の意識の高さに気づき，自分もよりいっそうがんばらなければならないと感じた｣ 

｢ダビンチ通信でたるみがちな生活が引き締まるような情報がもらえた｣ 

｢ミニ講義をうけて，とてもわかりやすく，大学の講義が楽しみ｣ 

｢非常に丁寧な添削や学習会での先輩方のアドバイスが，勉強のモチベーションを高めてく

れた｣等 

  

最後に入学前教育を今後も行うことについて尋ねた。図 4-16に示すように 90%

以上の合格者が入学前教育を｢今後も行ったほうがいい｣と回答している。 

 

図 4-16 入学前教育を｢今後も行ったほうがいい｣と回答した割合 

 
4.4.3 入学前学習と大学進学後の学習成果の関係 

 大学入学前の接続教育にあたる入学前教育は，進学後の学習成果に影響を与

えているのだろうか。内村・大島(2008) 105は，入学後の学習パフォーマンスに

は，入学試験の形式(ＡＯや一般のような)に左右されず，入学直後から大学の

教育についていけていない学生が学業不振者に結びついていることを報告した。

このことは，ドロップアウトする学生は入学して授業を受けてからではなく，

すでに入学前に潜在していることを示している。この結果を受け，入学前まで

の期間に新入生となる学生がどのような状況を示していれば，大学教育のパフ

ォーマンスがあがるのかに着眼し，入学前におけるパフォーマンスデータと成

績閲覧システムによる追跡調査を利用して，大学教育が始まる前にどのような

｢大学進学レディネス｣が必要かを，｢受験力｣｢高校までの学習成果｣｢学習姿勢｣

                                                   
105 内村浩・大島知之(2008)｢追跡調査のデータを利用した成績閲覧システムの開発｣『大学入試

研究ジャーナル』№18,pp.179-185,大学入試センター 
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の３項目で分析を試みた。 

 

4.4.3.1 分析の方法 

現行の学習指導要領による教育課程を中学時代から学習した平成 18 年度入学

生よりＡＯ入試で入学した学生(平成 21 年度入学生まで４年間，全 202 名，夜

間主課程含むと 252 名)を対象にしている。成績閲覧システムに登録されている

１年次後期までの全取得単位数(以下，｢取得単位数｣もしくは｢全単位数｣)，１

年次に取得した全科目の試験成績の平均点(以下，｢大学成績｣もしくは｢全平均

点｣)と，入学前に実施したプレースメントテスト(英語・数学の各 100 点満点の

合計)(以下｢プレースメントテスト｣)の結果，入学前学習における課題提出回数

(４科目全３回で，計 12 回)(以下，｢入学前学習提出回数｣)と出身高校の入試 106

の偏差値(以下，｢高校偏差値｣)をデータセットとして利用する。このなかで，

高校偏差値を｢受験力｣，プレースメントテスト結果を｢高校での学習成果＝学

力｣，入学前学習の提出回数を｢学習姿勢｣と設定し，それらの変数が，1 年後の

大学成績にどのように影響を及ぼすかを分析する。 

 具体的には，①と②について分析と考察を試みて，０(ゼロ)セメスターであ

る入学前の段階で必要なサポートは，どのようなものなのかを検討する。 

 

①成績上位者・中位者・下位者は，高校偏差値・高校での学習効果・学習姿勢

の面で，違いはあるのか？ 

②ＡＯ入学生がドロップアウトせずに，スムーズに大学教育に移行し，確実に

教育成果を上げていくためには，入学前にどのような状況を作り出すことがい

いのか？ 

 

4.4.3.2 分析の結果 

 １年次の成績を取得単位数および大学成績の上位・中位・下位集団に分け，

その各集団の高校偏差値・プレースメントテストの成績(以下，プレ合計)・入

学前学習の提出回数の平均値を算出した。ただし，表 4-10 の上位・中位・下位

集団は，全対象の平均値の±１標準偏差で算出している。 

 各集団の平均値を比較したところ，１年次の成績上位・中位・下位集団のプ

レ合計で差が見られた。成績上位者は，プレ合計が高く，下位になるほど得点

合計が下がるという結果が取得単位数および大学成績にみられる傾向であった。

                                                   
106 高校入試の偏差値は ,㈱ベネッセコーポレーション進研ゼミ中学講座の高校入試偏差値を利

用  
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また，入学前学習の提出回数についても，大学成績の成績上位集団は，入学前

学習の提出回数が多く，下位になるほど減っていた。取得単位数の上位・中位

集団の間では，入学前学習の提出回数に差はなかったが，下位集団では提出回

数が減るという結果であった。偏差値については，上位～下位集団の違いが取

得単位数に見られず，大学成績においても小さい差しか見られなかった。 

 

表 4-10 成績集団ごとの平均値 107  

 

 

さらに，各データ間の相関を明らかにするため，Pearson の相関係数を求めた。

この結果，表 4-11 のように高校偏差値とプレ合計に危険率１%で統計的に有意

な相関がみられたが，高校偏差値と入学前学習の提出，取得単位数および大学

成績１年次の成績(単位と得点)は，有意な相関がみられなかった。プレ合計は，

取得単位数と大学成績に弱い線形の相関が確認できた。入学前学習の提出数は，

取得単位数と，大学成績数に危険率１%で統計的に有意な相関がみられた。 

 

表 4-11 ３項目と大学成績および取得単位数の相関

 

 
4.4.3.3 考察  

以上の結果から，ＡＯ入試での入学生がどのような状況であると大学教育の

成果があがるのかについて，考察をした。まず，高校入試偏差値は，大学の成

績について関連性のないことがわかった。大学入学後の教育成果に対して，高

                                                   
107 ｢SS｣は高校入試偏差値，｢プレ合計｣はプレースメントテストの結果成績，｢提出回数｣は入学

前学習の提出回数を指す  

全取得単位数 全平均点数

SS プレ合計 提出回数 SS プレ合計 提出回数
上位 59.2 122.7 10.3 上位 61.6 134.0 11.6
中位 59.9 116.3 10.5 中位 59.5 111.1 9.9
下位 59.6 91.1 7.0 下位 59.1 102.5 8.0

SS プレ合計 全提出数 全単位数 全平均点

SS 1 .384** -0.045 0.024 -0.007
プレ合計 1 .167* .225** .203**

全提出数 1 .306** .251**

全単位数 1 .519**

全平均点 1
**.相関係数は1%水準で有意(両側)

*.相関係数は5%水準で有意(両側)

ピアソンの相関係数
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校入試偏差値の高い進学校の出身であるかどうかは，関係がないことになる。

さらに推薦入試やＡＯ入試のときに｢どの高校出身者か｣は，合否判断要素とし

ても無意味なことを示した。プレースメントテストの結果と大学での成績(取得

単位数・大学成績数)は，弱い相関があったことから，高校までの学力を不問に

するのではなく，問う方向性を検討したほうがいいだろう。ただ，あくまでも

弱い相関であるので，まずは最低水準の設定ぐらいが妥当だろうと考える。 

次に，入学前学習の提出数と大学入学後の取得単位数および大学成績との間

に相関がみられた。このことは，学修に対するモチベーションや実行態度の有

無および継続が，大学での成績を左右とするということが考えられる。すなわ

ち，入学前に学習姿勢を維持させるための刺激を繰り返し発信すること，さら

には生徒の自立した学習態度の改革を促すことの必要性を示唆した結果である。 

このことより，ドロップアウト組は入学前から潜在していること，そしてそ

れは学力面より，学習態度や意欲面の維持が関係していることがわかった。合

格通知をもらってから入学までの期間で，新入生となる生徒の学びに対する意

欲を維持し，さらに学修継続を実行し続ける状況を作ること，すなわち大学人

としての大学進学レディネスを形成する教育をこの期間に始めることが必要で

ある。 

 

 
4.5 高大接続時における学生の大学進学レディネス分析  
 
4.5.1 はじめに 

第４章第４節第２項では，ダビンチ入試を経て入学してきた学生は，一般入

試を経た学生と比べても学習パフォーマンスに遜色ないことが判明している。

そして，中には高い学習パフォーマンスを示す学生も存在する。このように多

面的・総合的判定入試を導入する背景には，一般入試で測定できない能力や技

量などを測定して多様な能力の人材をキャンパスに促し，学問の領域を深化・

拡大を目指すと共に，学生同士が刺激し合い切磋琢磨して自己を開発する環境

づくりをする意味がある。また，多様な能力が一層開発されるためには，能力

の礎となる大学進学レディネスも必要である。この節では，入学時の大学進学

レディネスの状況を入試類型ごとに比較し，その差を明らかにする。  
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4.5.2 分析の方法  
 分析データは入学式直前の全体オリエンテーションにて全新入生を対象とし

たアンケートを利用する。アンケート項目は，平成 24 年度に改訂し，現在は全

37 問の設問で行っている。その内容は大別して｢属性・出身校の区分｣｢高校時代

の状況｣｢学習方略｣｢大学受験・広報・入学試験｣｢キャリア意識と自立｣である。

本節では，その中の大学進学レディネスに関する項目を抽出し，ダビンチ入試

合格者と一般入試合格者を比較する。アンケートの集計は平成 25 年度新入生か

ら平成 27 年度新入生 108までの 1,846 名を対象とする。 

 対象の項目と調査の視点は，次の通りである。 

 

＜基礎的学習スキル＞ 

１ 高校時代の学習の様子(設問 10・12)→自立的学習法を身に着けているか  

                    どうか 

２ 調査・研究手法(設問 11)     →調査・研究手法の経験の有無 

 

＜学習態度・姿勢＞ 

３ 高校１，２年次の学習時間(平日：学校外)(設問 15)→学習時間 

４ 社会観・就労観・自己認識(設問 34)→社会性や自立意識があるかどうか 

５ 学習に対する選好(設問 36)    →大学教育に対する考え方 

 

＜認知的技能＞ 

６ 学習方略(設問 17)        →学習成果に対する柔軟思考，解答・

解決の思考過程，学習方略，学習

上の意味理解 

＜学習目標・進路＞ 

７ 進学・職業(設問 32･33)      →学習目標の有無 

 
4.5.3 集計の結果  
 ＜基礎的学習スキル＞ 

 高校時代の学習の様子(設問 10)では，問いに対して｢とてもあてはまる｣｢まあ

あてはまる｣，(設問 12)では，問いに対して｢ひんぱんにした｣｢ときどきした｣，

調査・研究手法(設問 11)では，問いに対して｢よくあった｣の評価を集計した。  
                                                   
108 平成 24 年度からアンケート項目の改訂を行っているが,データ入力方法は平成 25 年度から

変更。よって,平成 25 年度からのデータを利用している。 
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設問 10(自立的学習法１－高校レベル) 

 
 

表 4-12 新入生アンケート設問 10 と集計結果と参考値 109 

 
※1.ＡＯ・前期・後期にて max-min 間で５%以上差がある項目の最大値を｢ｱﾐ 70%白抜き文字｣最小値を｢ｱﾐ

30%｣で示している(以下同様)。 

※2.｢平均｣は、新入生アンケート回答者全員の平均値を示す(以下同様)。 

 

 表 4-12 より高校レベルの自立的学習法を身に付けているかについて，まず全

体の平均値と参考値を比較する。本学の新入生は参考値より８～18％高い結果

となっているが，予習(項目１)が２％高く，宿題・課題(項目５)が参考値より

                                                   
109 新入生アンケートでは,本学の状況を把握するため,ベネッセおよび国公私立 4 大学 IR ネッ

トワークのクエスチョネアを一部利用している。ここでは,ベネッセ教育研究開発センター

(2009)『大学生の学習・生活実態調査報告書』p.33 より,インターネット調査,n＝4,070(そのう

ち理工系学部系統 24.1%)の集計結果を｢参考｣に入れている。 

　   学校や家での勉強の様子についてお聞きします。それぞれ該当するものを１つ選び、番号に○をしてください。

とても まあ

あまりあ

て

全くあて

は

あてはま

る

あてはま

る

はまらな

い

まらない

   　     １  予習をしてから授業を受けていた ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

  　      ２  黒板に書かれていなくても、先生の話で

   　    　　 大切なことはノートに書いていた ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

   　     ３  授業でわからないことは先生に質問した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

   　     ４  授業でわからないことは、あとで自分で調べた ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

   　     ５  学校で出された宿題や課題をきちんとやっていた ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

   　     ６  授業で習ったことは、その日のうちに復習した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

   　     ７  勉強方法を自分なりに工夫した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

   　     ８  テストで間違えた問題をやり直した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

   　     ９  計画を立てて勉強した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

   　     10　自分の意思で毎日コツコツ勉強した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

   　     11  嫌いな科目も一生懸命勉強した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

（％）

ＡＯ 前期 後期
Ｑ10-1

予習 29 33 38 34 32
Ｑ10-2

ノート 77 62 68 65 53
Ｑ10-3

先生 69 57 50 56 44
Ｑ10-4

自分 79 78 77 77 65
Ｑ10-5

宿題・課題 78 68 66 69 76
Ｑ10-6

復習 23 24 23 24 15
Ｑ10-7

勉強方法 76 70 72 71 58
Ｑ10-8

テスト 55 57 57 57 44
Ｑ10-9

計画 44 45 44 45 37
Ｑ10-10

意思 50 54 54 54 36
Ｑ10-11

嫌いな教科 59 64 60 63 47

入試型
設問10 平均 参考
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低い結果となった。中でも予習はＡＯ入試合格生，宿題・課題は後期日程合格

生でより低い結果となった。 

 次に，ＡＯ入試合格生，前期日程合格生，後期日程合格生で，集計値の差が

５%以上開いている項目を中心に見る。ＡＯ入試合格生は予習をする人が少なく，

また嫌いな教科に対しても積極的に克服しようとする(項目 11)割合が他の入試

より低い。しかし，ノートテイキング(項目２)やわからないことを先生へ質問

する(項目３)こと，宿題 (項目５)，勉強方法の工夫(項目７)は，他の日程の合

格生より高い結果となった。このことより，ＡＯ入試合格生は予習をしないが，

授業中の学習スキルがあることがわかった。前期日程合格生はノートテイキン

グ(項目２)，及び勉強方法の工夫(項目７)に対しては，他の日程より実施をせ

ず，その代わり嫌いな教科の勉強(項目 11)については他より高い取り組み率と

なった。これによりノートテイキング(項目２)や勉強方法の工夫(項目７)とい

った自分で考えて学習を積み上げるスタイルが他の入試類型より遅れているこ

とがわかった。後期日程合格生は，先生へ質問をしたり(項目３)宿題をしたり

(項目５)する比率は他の日程より少ないが，予習(項目１)に関しては他の日程

の合格生より高い結果となった。内容の先取りはするがその理解の定着への姿

勢に欠けていることがわかった。 

 

設問 12 (自立的学習法２－大学進学レベル) 

 
 

 

 

 

 

　   あなたが高校３年生だったとき、次のことがらをどの程度しましたか。
　　　　　それぞれ該当するものを１つ選び、番号に○をしてください。

ひんぱんに ときどき あまり まったく
した した しなかっ

た
しなかっ

た
   　     １  授業中、質問した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
  　      ２  自分の意見を論理的に主張した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
  　      ３  問題の解決方法を模索し、それを他者に説明した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
  　      ４  自発的に作文の練習をした ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
  　      ５  インターネット上の情報が事実かどうか確認した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
  　      ６　困難なことにあえて挑戦した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
  　      ７  問題に対処するために新しい解決策を求めた ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
  　      ８  科学的研究の記事や論文を読んだ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
  　      ９  授業以外に興味のあることを自分で勉強した ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
   　     10　自分の失敗から学んだ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
   　     11  自分が取り組んだ課題について教師に意見を求めた ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
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表 4-13 新入生アンケート設問 12 と集計結果と参考値 110 

 

 

表 4-13 より大学進学レベルの学習方法(自立的学習法)についての状況がわか

る。まず全体の平均値と参考値を比較する。本学の新入生は，授業中の質問(項

目１)，自発的な作文練習(項目４)，課題について教師に意見を求める(項目 11)

という項目が低かった。全体的に表現やコミュニケーションの経験が少ない。 

次に，ＡＯ入試合格生，前期日程合格生，後期日程合格生で，集計値の差が

５%以上開いている項目を中心に見る。全ての項目で，ＡＯ入試合格生が他の日

程の合格生より多く経験している結果となった。特に，授業中の先生への質問

(項目１)，解決方法の模索と他者説明(項目３)，作文練習(項目４)，科学的研

究(項目８)，授業以外の興味関心を学習(項目９)，教師に意見を求める(項目 11)

といった項目は，他の日程の合格生よりかなり多い実施率であった。これらは，

ＡＯ入試の入試内容手法であり，その経験が生かされた結果になっている。よ

って，これらの学習スキルは身に着けている学生であることがわかった。一方，

前期日程合格生は，問２～９の項目で他の入試類型の中で一番低い結果となっ

た。特に論理的主張(項目２)科学的研究(項目８)自分で勉強(項目９)が，後期

日程合格者と比べても５％以上低い結果となった。よって，大学進学レベルの

学習方法(自立的学習法)について，ＡＯ入試合格生ほど成熟しているとはいい

                                                   
110 ここでは, 国公私立 4 大学 IR ネットワーク(2011)『「１年生調査 2010 年」調査報告書』,p.18,

平成 21 年度採択文部科学省大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム「相互評価に

基づく学士課程教育質保証システムの創出－国公私立 4 大学 IR ネットワーク」より同志社大学

(n=1,200),北海道大学(n=500),大阪府立大学(n=1,471),甲南大学(n=2,308)の集合調査(北海道

大は WEB 調査)の集計結果を｢参考｣に入れている。 

（％）

ＡＯ 前期 後期
Ｑ12-1

質問 44 26 23 28 44
Ｑ12-2

論理的主張 48 32 40 35 35
Ｑ12-3

模索・説明 62 53 52 55 49
Ｑ12-4

作文 32 12 12 16 28
Ｑ12-5

インターネット 51 43 45 45 34
Ｑ12-6

挑戦 57 49 51 54 48
Ｑ12-7

解決策 64 59 60 62 53
Ｑ12-8

科学的研究 44 24 30 31 21
Ｑ12-9

自分で勉強 71 47 52 51 47
Ｑ12-10

自分の失敗 88 83 82 83 77
Ｑ12-11

教師に意見 50 33 30 38 46

設問12 平均 参考
入試型
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難く，自分の知識領域を追及したり広げたりといったことに積極性が見られな

いと考えられる。後期日程合格生は，項目１，３，４，10，11 で他の入試類型

の中で一番低い結果となった。特に授業中に質問したり，教師に意見を求めた

りするという項目で低い結果となった。よって，後期日程合格者も前期日程合

格者同様に大学進学レベルの学習方法(自立的学習法)について，ＡＯ入試合格

生ほど成熟しているとはいい難い。さらに先述の表 4-14 の結果と同様であり，

誰からの支援を求めずに一人で学習するスタイルが強いことが考えられる。 

 

設問 11(調査・研究手法)

 

 

表 4-14 新入生アンケート設問 11 と集計結果と参考値 111 

 
 

表 4-14 より調査・研究手法の経験についての状況がわかる。まず全体の平均値

と参考値を比較する。図書館利用(項目１)の経験以外は平均値より高い結果となっ

た。 

次に，ＡＯ入試合格生，前期日程合格生，後期日程合格生で，集計値の差が５％

                                                   
111 ここでは，ベネッセ教育研究開発センター(2009)『大学生の学習・生活実態調査報告書』,p.35

よりインターネット調査，n＝4,070 の集計結果を｢参考｣に入れている。 

　   あなたは高校の｢総合的な学習の時間｣やさまざまなテーマ学習（環境や進路に関することなど）で、
　　　　　次のようなことをしましたか。それぞれ該当するものを１つ選び、番号に○をしてください。

よく 時々 ほとんど
あった あった なかった

   　     １  学校や地域の図書館を利用した ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
  　      ２  インターネットを利用した ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
   　     ３  調べたことを友だちと話し合った ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
   　     ４  調べたことを図や表にまとめた ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
   　     ５  調べたことを文章にまとめた ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
   　     ６  友だちと協力して発表資料をまとめた ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
   　     ７  調べたことを人前で発表した ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

（％）

ＡＯ 前期 後期
Ｑ11-1

図書館 18 15 13 15 15
Ｑ11-2

インターネット 50 43 40 43 32
Ｑ11-3

友だち 35 29 29 30 17
Ｑ11-4

図・表 29 16 18 18 9
Ｑ11-5

文章 34 20 23 22 14
Ｑ11-6

発表資料 0 17 18 19 9
Ｑ11-7

発表 0 22 25 24 10

設問11
入試型

平均 参考
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以上開いている項目を中心に見る。全ての項目で，ＡＯ入試合格生が他の日程の合

格生より多く経験している結果となった。特に，インターネット利用(項目２)，調

べたことを図・表にまとめたり(項目４)，文章にしたり(項目５)といった経験の実

施率が高い。ここからも他の入試類型と比べて，ＡＯ入試合格生はこれらの学習ス

キルは身につけている学生であることがわかった。これらから，前期日程合格生は，

まとめたり，資料を作成したりといったこと，後期日程合格生は調べたり，議論す

るといった経験が少ないことがわかった。 

 

＜学習態度・姿勢＞ 

 高校 1，2 年次の学習時間(平日：学校外)(設問 15)では，細分化されている問

いを少しまとめて集計している。就労観・自己認識(設問 34)は，設問に対して｢と

てもそう思う｣｢まあそう思う｣を集計した。学習意欲･態度(設問 36)は，設問を

そのまま集計した。集計結果は，次のとおりである。 

 

設問 15(高校１，２年次の学習時間(平日：学校外)) 

 
 

表 4-15 新入生アンケート設問 15 と集計結果と参考値 112 

 

                                                   
112 ここでは，ベネッセ教育研究開発センター(2009)『大学生の学習・生活実態調査報告書』,p.37

よりインターネット調査，n＝4,070(そのうち理工系学部系統 24.1%)の集計結果を｢参考｣に入れ

ている。 

　　　高校１・２年生のとき、平日に学校での授業以外で、１日平均で何時間くらい勉強していましたか。
　　　該当するものを１つ選び、番号に○をしてください。(学習塾や予備校、家庭教師について勉強する
　　　時間も含めてください。)

 　       １  ほとんどしなかった
   　     ２  およそ３０分
　　　　　３　１時間
　　　　　４  １時間３０分
　　　　　５  ２時間
　　　　　６　３時間
　　　　　７　４時間
　　　　　８　５時間
　　　　　９　それ以上

（％）

ＡＯ 前期 後期

1時間以内 53 50 46 49 65
1.5～2時間 32 35 35 35 24
３～4時間 13 13 16 14 10
5時間以上 2 2 3 2 1

設問15
入試型

平均 参考
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表 4-15 より高校１，２年次の平日学校外での学習時間の状況がわかる。まず

全体の平均値と参考値を比較する。｢１時間以内｣のみが実施率が参考値より低

く，本学の新入生は全体的に学習時間が参考値より長いことがわかった。  
次に，ＡＯ入試合格生，前期日程合格生，後期日程合格生で，比較をしてみ

る。すると，後期日程→前期日程→ＡＯ入試の順で学習時間が長い結果となっ

ていることがわかった。 

 

設問 34(社会観・就労観・自己認識) 

 
 

表 4-16 より社会観・就労観・自己認識についての状況がわかる。まず全体の

平均値と参考値を比較する。社会観が１～６，就労観が７～11，自己認識が 12

～15 の項目にあたる。参考値と比べると，項目５，10，13，15 について低い数

値となっている。本学の新入生は，競争はさほど激しくないと感じており，仕

事と趣味や自由な時間では仕事だと思っており，積極性に少し欠けていて，他

人に迷惑をかけることや自分勝手にしてもよいとは必ずしも思っていないよう

である。特に，将来幸せになれるのでいい大学を卒業し，大学の授業および学

生生活は将来役に立ち，一流の会社で働くといった項目についての肯定的意見

が多く，さらに仕事と趣味や自由な時間よりも仕事が大切だと思っている率が

かなり高いのが特徴的である。大学進学の目的が将来の仕事のためであり，そ

のために大学での学習や生活に価値を見出し，一流の会社で働くといったこれ

までの進路観を本学の新入生たちは参考値の大学生より描いているようである。 

　　　　　あなたは次のようなことがらについてどう思いますか。
　　　　　それぞれ該当するものを１つ選び、番号に○をしてください。

とても まあ
あまりそ

う 全くそう
そう思う そう思う 思わない 思わない

         １  いい友だちがいると幸せになれる ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
         ２  いい大学を卒業すると将来、幸せになれる ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
         ３  お金がたくさんあると幸せになれる ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
         ４  日本は、努力すればむくわれる社会だ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
         ５  日本は、競争が激しい社会だ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
         ６  将来、一流の会社に入ったり、一流の仕事につきたい ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
         ７  大学の授業で学んだことは、将来役に立つ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
         ８  授業に限らず大学で学んだことは、将来役に立つ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
         ９  望む仕事に就けなくても、我慢して働くべきだ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
       １０　仕事よりも、自分の趣味や自由な時間を大切にすべきだ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
       １１  仕事を通じて社会に貢献することは、大切なことだ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
       １２  何かに取り組むときは、自信を持ってのぞむ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
       １３  自分は何ごとにおいても積極的だと思う ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
       １４  過去の失敗を気にするほうである ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
       １５  人に迷惑をかけなければ、自分のしたいようにしてよい ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･
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表 4-16 新入生アンケート設問 34 と集計結果と参考値 113 

 

 

次に，入試類型別の集計値の差が５%以上開いている項目を中心に見る。まず，

社会観である。入試類型ごとでは，友達(項目１)や学歴(項目２)，お金(項目３)

や一流(項目６)といった社会観に対するこだわりがＡＯ入試合格生に少ない。

努力すれば報われる(項目４)という観念は，努力をして合格した前期日程合格

者が高く，努力して報われなかった後期日程で低い結果となった。次に就労観

である。ここでは，ＡＯ入試合格生が社会貢献(項目 11)の意識が高く，後期日

程合格生は低い。また，前期日程合格生は，我慢(項目９)が高い結果となった。

自己認識については，ＡＯ入試合格生が全体的にかなり高く，一般入試の合格

生は低い傾向にある。特に，自信(項目 12)や積極性(項目 13)といった主体的な

態度，周囲との協調性(項目 15)はＡＯ入試合格生が一般入試合格生よりかなり

できていることが結果よりわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
113 ここでは,ベネッセ教育研究開発センター(2009)の『大学生の学習・生活実態調査報告書』, 

p.115 よりインターネット調査,n＝4,070 の集計結果を｢参考｣に入れている。 

（％） （％）

ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期

Ｑ34-1

友だち 96 98 99 98 92
Ｑ34-9

がまん 60 64 58 62 58
Ｑ34-2

大学卒業 51 65 67 65 41
Ｑ34-10

趣味・自由

時間大切 52 57 58 57 75
Ｑ34-3

お金 72 81 80 79 79
Ｑ34-11

社会貢献 95 91 90 91 84
Ｑ34-4

努力 47 52 43 49 43
Ｑ34-12

自信 81 73 68 73 68
Ｑ34-5

競争社会 73 78 75 77 79
Ｑ34-13

積極的 53 35 34 37 39
Ｑ34-6

一流 61 76 77 75 60
Ｑ34-14

過去の失敗 72 74 76 74 73
Ｑ34-7

将来役立つ授業 97 95 93 95 69
Ｑ34-15

迷惑 49 64 64 63 65
Ｑ34-8

授業に限らず

役立つ 98 96 96 96 78

入試型 入試型
参考設問34 平均 参考 設問34 平均
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設問 36(大学教育に対する選好) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　大学教育について、あなたは次にあげる１、２のどちらの考え方に近いですか。
　　　　　それぞれ近い方を１つ選び、番号に○をしてください。

 　       A   １：　あまり興味がなくても、単位を楽にとれる授業がよい
　　　　　　　２：　単位をとるのが難しくても、自分の興味のある授業がよい

 　       B   １：　出席や平常点を重視して成績評価をする授業がよい
　　　　　　　２：　定期試験や論文・レポートなどを重視して成績評価をする授業がよい

 　       C   １：　応用・発展的内容は少ないが、基礎・基本が中心の授業がよい
　　　　　　　２：　基礎・基本は少ないが、応用・発展的内容が中心の授業がよい

 　       D   １：　教員が知識・技術を教える講義形式の授業が多いほうがよい
　　　　　　　２：　学生が自分で調べて発表する演習形式の授業が多いほうがよい

 　       E   １：　大学では幅広い分野の知識や技能を身につけたほうがよい
　　　　　　　２：　大学では特定の専門分野の知識や技能を身につけたほうがよい

 　       F   １：　あまり自由に選択履修できなくても、系統立って学べるほうがよい
　　　　　　　２：　あまり系統立って学べなくても、自由に選択履修できるほうがよい

 　       G   １：　大学での学習の方法は、大学の授業で指導をうけるのがよい
　　　　　　　２：　大学での学習の方法は、学生が自分で工夫するのがよい

 　       H   １：　学生は将来やりたいことを決めて、授業をうけるほうがよい
　　　　　　　２：　学生は授業を通じて、将来やりたいことをみつけるほうがよい

 　       I   １：　授業以外でも、大学の教員は積極的に学生と交流するほうがよい
　　　　　　　２：　授業以外では、大学の教員は必要以上に学生と交流しなくてもよい

 　       J   １：　学生生活については、大学の教員が指導するほうがよい
　　　　　　　２：　学生生活については、学生の自主性に任せるほうがよい
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表 4-17 新入生アンケート設問 36 と集計結果と参考値 114 

 

 

表 4-17 より大学教育に対する選好の状況がわかる。まず全体の平均値と参考

値を比較する。参考値と大きく差が開いたのは，単位取得より興味ある授業を

好む(項目Ａ)である。次に，自由選択より系統立った履修(項目Ｆ)および教員と

積極的交流を好む(項目Ｉ)ことを選んだ割合の差が大きかった。全体的に参考値

と比較して，興味ある演習形式の発展的な授業を系統立てて学び，幅広い知識・

技能を取得して，その中で将来やりたいことを見つけたい。授業以外でも教員

と積極的に交流するが，学習方法は自分で工夫して，試験・レポート重視の成

績評価を受けたい。また，学生生活も教員の指導は必要ないと感じているのが，

新入生の大学教育の選好であった。 

次に入試類型別の集計値の差が５％以上開いている項目を中心に見る。まず，

ＡＯ入試合格生は，単位を取るのが難しくても興味ある授業(項目Ａ)がよく，出

席や平常点によって成績評価(項目Ｂ)されるほうを好む。基礎・基本的な講義(項

                                                   
114 ここでは,ベネッセ教育研究開発センター(2009)の『大学生の学習・生活実態調査報告書』, 

p.83 よりインターネット調査,n＝4,070 の集計結果を｢参考｣に入れている。 

（％）

1.単位楽

に取れる

2.興味あ

る授業

1.単位楽

に取れる

2.興味あ

る授業

1.単位楽

に取れる

2.興味あ

る授業

1.単位楽

に取れる

2.興味あ

る授業

1.単位楽

に取れる

2.興味あ

る授業

9 91 22 78 19 81 20 80 49 51
1.出席・

平常点重

2.試験・ﾚ

ﾎﾟｰﾄ重視

1.出席・

平常点重

2.試験・ﾚ

ﾎﾟｰﾄ重視

1.出席・

平常点重

2.試験・ﾚ

ﾎﾟｰﾄ重視

1.出席・

平常点重

2.試験・ﾚ

ﾎﾟｰﾄ重視

1.出席・

平常点重

2.試験・ﾚ

ﾎﾟｰﾄ重視

66 34 67 33 57 43 64 36 75 25
基本的な

授業

発展的な

授業

基本的な

授業

発展的な

授業

基本的な

授業

発展的な

授業

基本的な

授業

発展的な

授業

基本的な

授業

発展的な

授業

75 25 74 26 58 42 69 31 74 26
1.講義形

式の授業

2.演習形

式の授業

1.講義形

式の授業

2.演習形

式の授業

1.講義形

式の授業

2.演習形

式の授業

1.講義形

式の授業

2.演習形

式の授業

1.講義形

式の授業

2.演習形

式の授業

63 37 81 19 82 18 80 20 85 15
1.幅広い知

識　・技能

2.専門知

識・技能の

1.幅広い知

識　・技能

2.専門知

識・技能の

1.幅広い知

識　・技能

2.専門知

識・技能の

1.幅広い知

識　・技能

2.専門知

識・技能の

1.幅広い知

識　・技能

2.専門知

識・技能の

68 32 62 38 67 33 64 36 56 44
1.系統

立った履

2.自由な

選択履修

1.系統

立った履

2.自由な

選択履修

1.系統

立った履

2.自由な

選択履修

1.系統

立った履

2.自由な

選択履修

1.系統

立った履

2.自由な

選択履修

51 49 57 43 54 46 55 45 34 66
1.授業で

指導をう

2.自分で

工夫する

1.授業で

指導をう

2.自分で

工夫する

1.授業で

指導をう

2.自分で

工夫する

1.授業で

指導をう

2.自分で

工夫する

1.授業で

指導をう

2.自分で

工夫する

32 68 40 60 34 66 38 62 43 57
1.将来を決

めて受ける

2.受けて将

来を決める

1.将来を決

めて受ける

2.受けて将

来を決める

1.将来を決

めて受ける

2.受けて将

来を決める

1.将来を決

めて受ける

2.受けて将

来を決める

1.将来を決

めて受ける

2.受けて将

来を決める

52 48 39 61 36 64 40 60 47 54
1.積極的

に交流
2.必要以上

にいらない

1.積極的

に交流
2.必要以上

にいらない

1.積極的

に交流
2.必要以上

にいらない

1.積極的

に交流
2.必要以上

にいらない

1.積極的

に交流
2.必要以上

にいらない

92 8 86 14 80 20 85 15 72 28
1.教員が

指導

2.学生の

自主性

1.教員が

指導

2.学生の

自主性

1.教員が

指導

2.学生の

自主性

1.教員が

指導

2.学生の

自主性

1.教員が

指導

2.学生の

自主性

13 87 11 89 9 91 11 89 16 84

平均 参考

Ｑ36－Ｄ

前期 後期ＡＯ
設問36

入試型

Ｑ36－Ａ

Ｑ36－Ｂ

Ｑ36－Ｃ

Ｑ36－Ｊ

Ｑ36－Ｅ

Ｑ36－Ｆ

Ｑ36－Ｇ

Ｑ36－Ｈ

Ｑ36－Ｉ
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目Ｃ)で，他の入試類型よりは講義より演習形式(項目Ｄ)を好み，将来目標をも

って講義を受け(項目Ｈ)，教員とは授業以外でも積極的に交流する(項目Ｉ)方が

いいという選好を強く示している。前期日程合格生は，単位が楽に取れる授業

を支持する(項目Ａ)のが 22%もおり，出席や平常点によって成績が決まる(項目

Ｂ)ほうがいいと思っている。基礎・基本的な講義(項目Ｃ)で，演習より講義形

式(項目Ｄ)を好み，系統だった履修(項目Ｆ)でかつ学習法も授業で指導(項目Ｇ)

を受けたいと感じている。後期日程合格生は，出席や平常点より試験やレポー

ト等の一発で成績を決める(項目Ｂ)方がいいと感じているし，基礎よりも応用発

展的な授業(項目Ｃ)を好んでいる。また演習より講義形式の授業(項目Ｄ)を好み，

将来目標はこれから考える姿勢(項目Ｈ)であり，先生との交流(項目Ｉ)も必要以

上にいらない人が 20%もいることがわかった。こうして見ると，ＡＯ入試合格生

は目標に向かって活動的に学習したいと感じており，前期日程合格生は決めら

れた形式で講義を受ける受動的な姿勢が見て取れる。さらに後期日程合格生に

ついては，継続的・基礎的といった基盤づくりよりも高度なことを好み，さら

に個人でするという受験体制的な学習イメージを持っていると考えられる。 
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＜認知的技能＞ 115 

学習方略(設問 17)では，設問に対して｢とてもあてはまる｣｢まああてはまる｣

を集計した。集計結果は，次のとおりである。 

 

設問 17(学習方略) 

 
                                                   
115 堀野緑･市川伸一･奈須正裕(1990)｢基本的学習観の測定の試み:失敗に対する柔軟的態度と

思考過程の重視｣『教育情報研究: 日本教育情報学会学会誌』6(2), pp.3-7, 日本教育情報学会

及び市川伸一(1995)｢学習動機の構造と学習観との関連｣『日本教育心理学会総会発表論文集』

(37)， p.177,日本教育心理学会を参考に作成 

 

　 とても まあ

どちら

でも

あまり

あて

全くあ

ては

あては

まる

あては

まる

ない はまら

ない

まらな

い

1.思ったようにいかないとき、がんばってなんとかしようと ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　　するほうだ
2.失敗をくりかえしながら、だんだん完全なものにすれば ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　いいと思う
3.思ったようにいかないときは、その原因をつきとめよう ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　とする
4.間違いをすると、恥ずかしいような気になる ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

5.うまくいきそうにないと感じると、すぐやる気がなくなって ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　しまう
6.失敗すると、すぐにがっかりしてしまうほうだ ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

7.答えるだけでなく、考え方が合っていたかが大切だ ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　と思う
8.ある問題が解けたあとでも、別の解き方を探してみる ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　ことがある
9.テストでできなかった問題は、あとからでも解き方を ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　知りたい
10.なぜそうなるのかわからなくても、答えが合っていれば ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　いいと思う
11.テストでは、途中の考え方より、答えが合って ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　いたかが気になる
12.自分で解き方をいろいろ考えるのは、面倒くさい ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　と思う
13.勉強のしかたをいろいろ工夫してみるのが好きだ ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

14.成功した人の勉強のしかたに興味がある ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

15.テストの成績が悪かった時、勉強の量よりも方法を ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　　見直してみる
16.勉強の方法を変えても、効果はたいして変わらない ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　と思う
17.学習方法を考えるのはめんどうだ ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

18.習ったことを他の講義で得た知識と関連づけようとする ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

19.自分自身の経験と関連づけることによって、理解を深める ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　ように心がけている
20.成績を上げるのは、とにかく努力してたくさん勉強する ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　しかない
21.ただ暗記するのではなく、理解して覚えるように ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　　心がけている
22.習ったことどうしの関連をつかむようにしている ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

23.図や表で整理しながら勉強する ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

24.理科や数学の勉強では、公式をおぼえることが大切だ ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　と思う
25.同じパターンの問題を何回もやって慣れるようにする ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

26.なぜそうなるかはあまり考えず、暗記してしまう ･･5･･ ･･4･･ ･･3･･ ･･2･･ ･･1･･

　ことが多い
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表 4-18 新入生アンケート設問 17 と集計結果 

 

 

表 4-18 は学習に対する認知的技能のうち，学習動機の４つ側面について調べ

ている。の項目１～６では，学習において失敗に出会ってもくじけずに次に生

かそうとする態度の強さとして｢失敗に対する柔軟性｣，項目７～12 が結果より

も考えることを大切にする傾向があるかの｢思考過程の重視度｣，項目 13～17，

20 が学習の方法をいろいろ考えたり試したりする傾向として｢方略志向｣，項目

18～19，21～26 が学習内容の意味や関連をつかむことを終始する｢意味理解志

向｣について調査している。はじめに単純に全体の平均値から新入生の結果を概

観する。全体的には，失敗(項目２)に対して柔軟に受け止め，その原因(項目３)

を突き止めようとする上昇志向はあるが，間違いをすると恥ずかしい気がする。

また，できなかった問題を後から解き方を見直し，自分で考え(項目 12)，さら

に答えより考え方(項目７･９･10･11)を重視する一方で，別の考え方をしたりす

る(項目８)というところまではいかない。学習方略については学習方法の工夫

で効果はあがる(項目 16)ことは認めているが，学習方法を考えたりする(項目

13･14)ことは半数前後で実施せず，また約半数強は成績を上げるのは方法より

学習量である(項目 15)と思っている。学んだことは，分けもわからず暗記した

りする(項目 21)ことはせず，理解しようと関連づけたりする(項目 18･19･21)。

また，理解定着のための練習も行う(項目 22･23･25)ことがわかった。 

次にＡＯ入試合格生，前期日程合格生，後期日程合格生で，入試類型別の集

計値の差が５%以上開いている項目を中心に見る。入試類型で比べてみると，Ａ

Ｏ入試合格生は，項目１と２は入試類型の中で一番高く，項目５と６について

（％） （％）

ＡＯ 前期 後期 ＡＯ 前期 後期

Ｑ17-1　頑張る 84 79 80 79 Ｑ17-14　成功した人 66 64 62 63
Ｑ17-2　失敗 89 84 85 85 Ｑ17-15　量より方法 49 47 41 46
Ｑ17-3　原因 84 87 86 86 Ｑ17-16　方法 6 9 8 9

Ｑ17-4　間違い 71 72 74 73 Ｑ17-17　学習方法 22 27 23 25
Ｑ17-5　やる気 36 41 40 40 Ｑ17-18　講義 79 63 71 67

Ｑ17-6　がっかり 48 56 53 54 Ｑ17-19　経験 81 66 69 69
Ｑ17-7　考え方 84 82 79 81 Ｑ17-20　成績 51 54 52 53

Ｑ17-8　別の解き方 45 48 48 48 Ｑ17-21　理解 82 87 85 86
Ｑ17-9　あとから解き方 83 78 78 78 Ｑ17-22　関連 74 77 79 77
Ｑ17-10　わからなくても 4 7 9 11 Ｑ17-23　図・表 53 51 47 50

Ｑ17-11　気になる 27 28 33 29 Ｑ17-24　公式 45 44 37 42
Ｑ17-12　面倒 15 16 14 15 Ｑ17-25　パターン 68 70 62 68
Ｑ17-13　工夫 44 43 45 44 Ｑ17-26　暗記 16 10 12 12

平均設問17
入試型

平均 設問17
入試型
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は一番低かった。ＡＯ入試合格生は，失敗をしても柔軟に受け止め(項目２)，

上昇志向(項目１)があり，意欲やモチベーション維持について強い傾向が見受

けられる。一方，前期入試合格生は，ＡＯ入試合格生と比べて反対の傾向があ

り， 項目１と２は入試類型の中で一番低く，項目５と６については一番高かっ

た。この結果より，失敗に対しての柔軟性があまりなく，意欲やモチベーショ

ンを低下させてしまう傾向があることがわかる。 

 次に｢思考過程の重要度｣では，ＡＯ入試合格生と後期日程合格生で差が開い

た。ＡＯ入試合格生は，項目７と９は入試類型の中で一番高く，項目 10 と 11

については一番低かった。一方，後期入試合格生は，ＡＯ入試合格生と比べて

反対の傾向があり， 項目７と９は入試類型の中で一番低く，項目 10 と 11 につ

いては一番高かった。この結果より考え方が大切だから後からでも解き方を知

りたい(項目９)のは，ＡＯ入試合格生に多く，後期日程合格生は少ない。反対

に答えがあっていればいい(項目 10)という考え方は後期日程合格生が多く，Ａ

Ｏ入試合格生は少なかった。 

 ｢方略志向｣では，学習方法(項目 15)を見直そうとするのはＡＯ入試合格生が

多く，後期日程合格生は少ない。また，学習方法を考えること(項目 17)になる

と，他の入試類型と比べて前期日程合格生はめんどうだと感じる割合が一番高

く，ＡＯ入試合格生は一番低い結果となった。 

 ｢意味理解志向｣では，ＡＯ入試合格生が他と比べて，学習した知識と経験と

の関連付け(項目 18･19)，図表での理解(項目 23)など知識を顕在化させて理解

を図ろうとするが，習ったことの概念化(項目 22)はあまりせず，また公式の暗

記(項目 24)に頼り，さらに余り考えずに暗記(項目 26)するといった項目が他よ

り高かった。この結果より，意味理解について知識を経験や顕在化に置き換え

て理解を図ろうとするが，概念化や複雑になるとあきらめて短絡的な手法にい

くことがわかる。反対に前期日程合格生は， 学習した知識と経験との関連付け

は，他の入試類型で一番低いが，理解や知識同士の関連付けといった概念化に

ついては，一番高い結果となった。また，パターン練習で問題になれ(項目 25)，

理解できないまま暗記することがない(項目 26)ことも一番高い結果となった。

これにより，知識理解に対しては概念で捉え，理解をしてから知識を定着させ

る学習姿勢がみてとれる。後期日程合格者は，理解に対して図表での顕在化(項

目 23)や公式を覚える(項目 23･24)，パターン練習をくり返す(項目 25)といった

項目が他の入試類型で一番低い結果となった。 
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＜学習目標・進路＞ 

進学・職業(設問 32･33)では，設問をそのまま集計した。集計結果は，次のと

おりである。 

 

設問 32(学部卒業後の進路) 

 
表 4-19 新入生アンケート設問 32 と集計結果  

 

 表 4-19 より，学部卒業後の進路は，修士課程まで，博士課程まで，学部まで

の順で進学を考えていることがわかった。また，他の入試類型と比べてＡＯ入

試合格者は，学部卒業までの進路を考えている割合が高く，後期日程合格者は，

修士課程までの進路を考えている割合が高かった。 

 

設問 33(将来ビジョンと計画) 

 
 

表 4-20 新入生アンケート設問 33 と集計結果  

 

 

表 4-20 より，ＡＯ入試合格生は将来の職業と計画についてすでに行動を起し

ている割合が高く，後期日程合格者はまだ決めていない割合が高い結果となっ

た。 

 

 

　　　　あなたは将来的に、どの程度まで進学することを考えていますか。該当するものを１つ選び、番号に
　　　　○をしてください。
   　     １  大学を卒業する
　　　　　２　大学院や専門職大学院の修士課程を修了する
  　      ３  大学院の博士課程を修了する
  　      ４  その他

（％）

設問32

1.大学を

卒業

2.専門職大

学院の

修士課程修

了

3.大学院の

博士課程

修了

1.大学を

卒業

2.専門職大

学院の

修士課程修

了

3.大学院の

博士課程

修了

1.大学を

卒業

2.専門職大

学院の

修士課程修

了

3.大学院の

博士課程

修了

1.大学を

卒業

2.専門職大

学院の

修士課程修

了

3.大学院の

博士課程

修了

30 35 32 22 41 34 17 44 35 22 41 34

平均前期 後期ＡＯ

Ｑ32
進学

　　あなたは将来、就きたい職業がありますか。該当するものを１つ選び、番号に○をしてください。
 　 １  将来就きたい職業が決まっていて、そのための行動（大学進学など）を起こしている
  　２  将来就きたい職業について、大体の方向性は決まっていて、具体的にはこれから決めていく
　　３　将来就きたい職業を考えたことがないので、これから考えていきたい
  　４  将来就きたい職業を考えたくない

（％）

1.行動を
起こして
いる

2.大体の
方向性は
決まって
いる

3.これか
ら決めて
いきたい

1.行動を
起こして
いる

2.大体の
方向性は
決まって
いる

3.これか
ら決めて
いきたい

1.行動を
起こして
いる

2.大体の
方向性は
決まって
いる

3.これか
ら決めて
いきたい

1.行動を
起こして
いる

2.大体の
方向性は
決まって
いる

3.これか
ら決めて
いきたい

27 66 8 15 65 20 13 62 23 16 64 19

設問33 平均前期ＡＯ

Ｑ33
職業

後期
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4.5.4 まとめ   
これらの新入生アンケートの結果から，本学の新入生の大学進学レディネス

の状況を一部垣間見ることができる。 

まず，基礎的学習スキルについてである。参考値と新入生の平均値比べてみ

ると、高校生レベルのアンケート項目にある自立的学習法は，ほぼ身について

いると考えられるが，宿題や課題をきちんとやるかどうかについては，参考値

より低い結果となった。また，大学進学レベルの自立的学習法については，教

師とのコミュニケーションや表現の練習といった経験が少ないことがわかった。

調査・研究手法については，図書館利用以外で参考値より高い実施率となって

おり，高校時代までに経験している生徒が比較的多いことがわかった。 

高校時代の学習時間は，参考値より長く，自習スタイルはできていると考え

られる。 社会観・就労観・自己認識については，全国の学生と比べて，競争

社会の認識は薄い。社会規範はあるが，積極性に欠ける。いい大学を卒業し，

大学の授業および学生生活は将来役に立ち，一流の会社で働き，趣味より仕事

が大切だという考え方を多くの新入生が持っていると考えられる。 

学習観は，興味ある演習形式の応用発展的な授業を系統立てて学び，幅広い

知識・技能を取得して，その中で将来やりたいことを見つけたい。授業以外で

も教員と積極的に交流するが，学習方法は自分で工夫して，試験・レポート重

視の成績評価を受けたい。また，学生生活も教員の指導は必要ないと感じてい

るようである。 

認知的技能については，失敗に対して柔軟に受け止め，その原因を突き止め

ようとする上昇志向はあるものの，意欲やモチベーション維持については弱い

傾向があるようだ。それが項目の回答にも現れている。例えば，解法を見直し，

自分で考えるのだが，それ以上の別の考え方をしたりするというところまで至

らない。学習方法を考えたり，工夫したりすることで成果があがることを認め

ているが，学習方法を考えない。学んだことは，分けもわからず暗記したりす

ることはせず，理解しようと関連づけたり理解定着のための練習も行うにも関

わらず，あともう一手までには至らない状況が考えられる。 

次に入試類型別にまとめる。  

ＡＯ入試合格生は，基礎的学習スキルの項目のほとんどで，他の入試類型よ

り実施率が高かったことから，大学進学レベルの学習スキルを身に付けている。

特に，授業中の学習スキルおよび関心ある分野に対して自立的に学習する姿勢

をもつ。また，目標に向かって活動的に学習するスタイルでかつ上昇志向と意

欲やモチベーションを強く持っている。失敗に対しての柔軟性も高く，原因を
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追究して考え方を知りたがり，理解するために経験に置き換えたり，顕在化さ

せたりするが，概念化や複雑なものになると，あきらめて短絡的な手法に逃げ

ることも明らかになった。自信や積極性といった主体的な態度を保持し，すで

に将来に向けて準備をしており，社会貢献意欲が旺盛である。ただ，高校時代

までの学習時間は他の入試類型より短く，また学部卒で就職を考えている。 

前期日程合格者は，自分で考えて学習を積み上げるような手間隙のかかる面

倒なスタイルを避ける傾向にある。例えば，学習スキルではノートテイキング

や勉強方法の工夫，分野の発展的な学習への積極姿勢のなさ，調査・研究手法

の経験のなさが結果となって現れていた。さらに，単位が楽に取れる授業を支

持するのが入試類型の中で一番多いなど，教育選好の結果からも主体性は感じ

られず受動的な態度となっていることがわかった。また，認知的技能の項目結

果からも，失敗に対しての柔軟性がなく，意欲・モチベーションを低下させて

しまうところから，教育を受ける目的がないことが窺える。しかし，理解の深

化や定着に向けては，他の入試類型と比べて一番きちんとできたりするところ

からも，｢できないから，自分で考えない，やらない｣のではなく，｢できても，

自分で考えない，やらない｣の無目的からくる主体性のなさであると考えられる。 

後期日程合格生は基礎的学習スキルの結果より，自分の学習スタイルに自信

があり，誰からの支援を求めずに一人で学習するスタイルが強いことがわかっ

た。また，考え方よりも正答や結果を求め，基礎よりも応用を求める志向があ

ることもわかった。継続的・基礎的といった基盤づくりよりも高度なことを望

み，学習を楽しむというよりプライドや競争心が先行するような学習観が見受

けられる。 

 

 

4.6 ダビンチ入試の成果と高大トランジションの達成状況  
 
4.6.1 ダビンチ入試の成果   

第３章で示した導入後の日本のＡＯ入試の課題をダビンチ入試では次のよう

に解決をしている。 

一つ目の学業遂行能力につながるテスト開発の遅れやＡＯ入試合格者の大学

進学後の学習成果の未到達，経営事情による無試験化という課題に対して，ダ

ビンチ入試は，大学の教育文脈で展開する選抜を採用し，大学での学業遂行能

力を総合的に評価する方法で入試を行っている。また，１年生後期の中退予備

軍の発生率が一般入試で 4.8%，ダビンチ入試で 2.2%という結果である。ダビン
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チ入試のほうが発生率は少なく，高大トランジションを可能にしているのは，

ダビンチ入試合格者の方であることがわかる。また，ダビンチ入試は志願者が

募集人員よりも常に多く，一般入試より競争的選抜ができており，経営事情に

よる無試験化状態にはならない。 

二つ目の合格者の大学入学までの期間における学習面での放置のため，合格

後の学習目的や意欲，学習姿勢の維持ができないという課題についてダビンチ

入試は，大学での学習プランニングにつながる出願資料の作成を受験生に課し

ている。これは今までの自己分析を促し，志望理由により自分と大学をつなげ

る工程を経緯し，学習目的を明確化させる機能を持たせている。さらに，入学

前教育を行い，学習習慣・モチベーション維持のために入学前学習教材や学習・

生活相談会，ダビンチ通信を実施している。 

三つ目の選抜基準が曖昧であり，入試対策ができないという課題については，

ダビンチ入試攻略の試験対策は存在しないことを公言している。ダビンチ入試

はそもそも高校教育の延長に大学教育があるスタンスを取っており，高校教育

現場で行われている学習活動そのものがダビンチ入試に効力を発揮するような

入試の作問をしており，基準も学習指導要領に則って実施をしている。 

四つ目のＡＯ入試のスケジュールが早期なために起こる一般入試対策の阻害

とＡＯ入試の不合格者のケア(精神的落ち込みから一般入試対策に切り替えが

できない)という課題については，高校での学習活動，一般入試対策がそのまま

ダビンチ入試の対策につながることを受験生に伝えている。また，不合格者の

ケアについては，ダビンチ入試を受験すれば｢大学生になりたい｣という意志が

強くなり，向学意欲が増すような教育的題材や仕掛けを施している。 

以上のことから，ダビンチ入試では導入後の日本のＡＯ入試の課題を解決し

ていると考えることができよう。 

 

4.6.2 ダビンチ入試における高大トランジションの達成状況   
第４章第４節第２項では，ダビンチ入試の新たな成果を検証した。その結果

を利用して，ダビンチ入試における高大トランジションの状況を検証する。 

はじめにダビンチ入試の新たな成果をまとめる。 

ダビンチ入試合格者アンケートより，ダビンチ入試合格者は次のような所感

をダビンチ入試に対して持っている。一つは，ダビンチ入試は通常の入試と異

なり，複合的・総合的な問題，今までみたことがないような問題，自分で分析

して回答するという試験形式に違いを感じ，普通の教科学力試験では，測れな

い力を求められていることを感じている，と回答している。二つ目は，ダビン
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チ入試を体験して大学での教育に興味を持った，大学生になりたいと思った，

と回答している。大学教育への憧憬を増幅させ，合格者にとっても不合格者に

とっても向学心を醸成する機能がそなわった入試であり，｢教育的入試｣という

ダビンチ入試の狙いに合致している。三つ目は，この受験で自分は成長したと

感じている。出願書類は大学進学の意義を追及する必要があり，そこから大学

での学びについて主体性を持つようになる。また，大学での講義を体験し，高

校とは違う次元の学びを経験する。これらの要素で成長を実感させるものにつ

ながったようである。 

次にダビンチ入試合格者の学力水準は，プレースメントテストの結果推移に

より導入当初より上昇していることが判明している。さらに，入試類型別に４

年次後期時点での定期試験成績と単位取得数で比較すると，ダビンチ入試合格

者の成績が他の入試類型と遜色なく，また一部の課程ではダビンチ入試合格者

の成績が良いことも判明した。さらに，単位取得数がダビンチ入試合格者の方

が一般入試合格者より多いことにより学習意欲が上位であり，先述したように

中退予備軍の発生率も少ないことがわかった。 

ダビンチ入試合格者の入学前教育のオリエンテーション内容の満足度はほぼ

90%であり，入学前学習の提出率も昼間主コースでほぼ 100％となっている。さ

らに取り組み度合いも５段階評価のうち上位２段階までが 50%以上，上位３段階

まで入れると，90%を超える。特に，専攻に直接的に影響する英語，数学，物理

の取り組み度が高い。学習生活相談会ののべ参加率が，ほぼ１００%となり，３

回とも参加する率は 50%を超える。遠方の合格者以外は，ほぼ全員が参加し，ま

た東北や九州であっても，このためにわざわざ参加する合格者が存在する。そ

して，この会の満足度も年々上昇し，現在は 78％まで上がっていることが明ら

かとなった。 

また，第４章第５節で示したように，ＡＯ入試合格生は，他の入試類型の合

格者よりは，基礎的学習スキルの項目のほとんどで実施率が高かったことから，

大学進学レベルの学習スキルを身に付けていることがわかった。特に，授業中

の学習スキルおよび関心ある分野に対して自立的に学習する姿勢をもつ。また，

目標に向かって活動的に学習するスタイルでかつ上昇志向と意欲やモチベーシ

ョンを強く持っている。失敗に対しての柔軟性も高く，原因を追究して考え方

を知りたがり，理解するために経験に置き換えたり，顕在化させたりすること

も明らかになった。自信や積極性といった主体的な態度を保持し，すでに将来

に向けて準備をしており，社会貢献意欲が旺盛であることがわかった。 

これらの結果から，ダビンチ入試は入試で成長を感じるという｢教育的入試｣
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機能を持ち，学力水準も年々向上していることから，入試内容の品質が低下し

てないといえる。さらに入学前教育では，合格者たちの学習姿勢と学習意欲の

維持を図り，入学後の大学生活のイメージの明確化を醸成する機能を有してい

る。加えて，ダビンチ入試合格者の学習行動特性の優秀性，入学後の学習パフ

ォーマンスも成果が認められた。これらにより，ダビンチ入試合格者における

高校生から大学生への転身はできていると考えられる。 

以上の成果と課題から，ダビンチ入試は高大トランジション構造のどこに位

置するか考えたい。ダビンチ入試はすでに｢ふるう｣段階の設計をしていない。

ダビンチ入試は，｢つなぐ｣機能をもち，さらに(教育的入試)の展開から｢変える｣

機能も有していると考えられる。また，入学前教育も，｢つなぐ｣機能と，大学

生に変身｢変える｣機能を有していると考えられる。 

ただし，完全に変えているわけではないので，ダビンチ入試と入学前教育は，

｢つなぐ｣機能を有し｢変える｣機能の中間の段階であるといえる。 
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◇第４章第３節第２項は以下の発表論文を基に作成している。  
内村浩,山本以和子(2013)｢｢学びの接続｣の視点からＡＯ入試のデザインを考え

る－京都工芸繊維大学のダビンチ入試の場合－｣『大学入試研究ジャーナル』

№23,pp.1-5,大学入試センター 

 

◇第４章第４節第１項は以下の発表論文を基に作成している。 

内村浩,山本以和子(2012)｢成績閲覧システムを利用した総合的学生支援－高大

教育接続の改善をめざして－｣『大学入試研究ジャーナル』№22,pp.119- 

125,大学入試センター 

 

◇第４章第４節第３項は次の論文からなる。 

山本以和子,内村浩(2011)｢ＡＯ入試入学者の学習活動追跡による傾向分析｣『大

学入試研究ジャーナル』№21,pp.119-123,大学入試センター 

 

□□□ 参考文献 □□□ 

ベネッセ教育研究開発センター(2009)『大学生の学習・生活実態調査報告書』 

ベネッセコーポレーション(2010)進研ゼミ中学講座高校入試偏差値 

ベネッセ教育総合研究所(2014)『高大接続に関する調査』 

市川伸一(1995)｢学習動機の構造と学習観との関連｣『日本教育心理学会総会発

表論文集』(37)，p.177,日本教育心理学会 

国公私立 4 大学 IR ネットワーク（2011）『「１年生調査 2010 年」調査報告書』,

平成 21 年度採択文部科学省大学教育充実のための戦略的大学連携支援プロ

グラム「相互評価に基づく学士課程教育質保証システムの創出－国公私立 4

大学 IR ネットワーク」 

京都工芸繊維大学(2000～2002)アドミッションセンター設置準備委員会及び管

理委員会資料 

京都工芸繊維大学(2001)平成 13 年度概算要求関連文書 

京都工芸繊維大学(2002)アドミッションセンター年報第１号 

京都工芸繊維大学(2003)アドミッションセンター年報第２号 

京都工芸繊維大学（2010-2015）ダビンチ入試合格者アンケート 

京都工芸繊維大学(2013-2015)新入生アンケート 

京都工芸繊維大学『入試情報』(平成 20～27 年度結果) 

京都工芸繊維大学『ダビンチ入試募集要項』 

京都工芸繊維大学アドミッションセンター(2010-2015)ダビンチ入試合格者ア
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ンケート 

京都工芸繊維大学アドミッションセンター成績閲覧システム 

堀野緑･市川伸一･奈須正裕(1990)｢基本的学習観の測定の試み:失敗に対する柔

軟的態度と思考過程の重視｣『教育情報研究: 日本教育情報学会学会誌』

6(2), pp.3-7,日本教育情報学会 

大谷奨・島田康行・白川友紀(2009)｢ＡＣ入試受験経験者のその後の受験行動｣

『大学入試研究ジャーナル』№19,pp.34-36,大学入試センター 

左巻健男・大島知之(2004)｢多様なスクーリングプログラムによるダビンチ(AO)

入試と入学前学習｣『大学入試研究ジャーナル』№14,pp.79-83 

植木理恵(2002)｢高校生の学習観の構造｣教育心理学研究 50(3),pp.301-310,日

本教育心理学会 

内村浩・大島知之(2008)｢追跡調査のデータを利用した成績閲覧システムの開

発｣『大学入試研究ジャーナル』№18,pp.179-185,大学入試センター 

内村浩・山本以和子(2012)｢成績閲覧システムを利用した総合的学生支援―高大

教育接続の改善をめざして－｣『大学入試研究ジャーナル』№22,pp.119-126,

大学入試センター 

内村浩・山本以和子(2013)｢｢学びの接続｣の視点からＡＯ入試のデザインを考え

る－京都工芸繊維大学のダビンチ入試の場合－｣『大学入試研究ジャーナル』

№23,pp.1-5,大学入試センター 

山田礼子(2012)｢大学の機能分化と初年次教育―新入生像をてがかりに－｣『日

本労働研究雑誌』№629,pp.31-43 

山本以和子・内村浩(2011)｢AO 入試入学者の学習活動追跡による傾向分析｣『大

学入試研究ジャーナル』№21,pp.119-123,大学入試センター 
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第５章 高大トランジションの達成へ向けて 

 

 

5.1 はじめに 
 

 第５章では，高大トランジションを達成するために新たなダビンチ入試（含

む 高大移行期教育）の再設計の方向性を提示することを目的としている。そ

の方法として，はじめに視点を国外に転じ，中等教育ならび大学入試が似てい

る韓国の入学査定官制入試をベンチマークし，日本のＡＯ入試事例を比較する。

そこでは，特に合否評価に関する情報の知見を利用して日本のＡＯ入試の課題

を考察する。次に，この課題に対してダビンチ入試と入学前教育はどこまで解

決できているかを論じ，第４章で分析した新入生の大学進学レディネス状況と

合わせて，ダビンチ入試の未解決課題を提示する。 

最後に，この課題を解決して高大トランジションを達成するために，新しい

ダビンチ入試と高大移行期教育の再設計の方向性を提示する。 

 

 

5.2 国公立大学理工系学部のＡＯ入試の実態 

 

5.2.1 これまでの知見   
これまでも日本国内を対象にしたＡＯ入試の選抜資料に関する研究は行われ

ている。富永(2005)は，大学入学者選抜における調査書の利用の実態調査を行

った。その結果，高等学校調査書は概ね利用されているが，利用方法が千差万

別なこと，評定平均値，学習成績概評，特別活動の記録，指導上参考となる事

項や備考に至るまで，ＡＯ入試ではその利用率が高く，調査書を隅々まで利用

していることを明らかにした。また大作・南部(2006)は，調査書と合否，自己

推薦書の得点の関係を調べ，調査書は概ね使えることを明らかにしている。し

かし，倉元・西郡・石井(2010)は，調査書の評価の仕方に学校間で統一性がな

く，また地域間での成績インフレが起きている傾向があることを示した。ＡＯ

入試の実施を重ねていくにつれ，調査書の機能劣化が出現することに対して，

調査書以外に目を向けたのが木村(2011)である。ＡＯ入試の提出書類に関する

研究が本格的に行われていないということに着目し，その全体像を把握する分

析を行っている。そこでは，提出書類の項目が地域差や入試難易度による階層
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によって異なることを明らかにしている。 

 
5.2.2 調査の方法  

2014 年夏から，国公立大学の生物・工学・化学に関する学部のＡＯ入試の募

集要項を収集した。対象は，国立大学が 34 大学 55 学部，公立大学が９大学 10

学部である。その中で，募集対象が専門学科，総合学科等を限定している入試

形態は除いた。 

 調査項目は，出願資格，選抜内容(一次，二次試験の内容，センター試験利用)，

センター試験の評価方法(最低基準を設けているか否か)，出願書類の種類と内

容項目である。調査項目において実施件数及び割合は，学部単位で集計した。

その理由は，学科ごとでの入試形態を設定している場合と学部を超えた(入学後

に振り分けをする場合も含めて)入試を実施している場合など，募集枠をフレキ

シブルに活用している実態があり，学科単位での集計は難しいと判断したから

である。よって，同じ学部で方式の異なるＡＯ入試を実施している場合は，重

複してカウントしているため，集計割合の合計が 100%以上のケースがある。 

 
5.2.3 特別な出願条件がある大学 

特別な出願条件として次のようなものがあった。図 5-1 に示すように学校の

成績，学校での履修教科・科目と取得単位数，科学系のオリンピックやコンテ

スト等の出場および好成績の結果，外部試験の受検成績，大学が事前に実施す

るスクーリング等の受講者，出身学校がＳＳＨ，ＳＧＨ等の認定校，などであ

る。 

  

図 5-1 特別な出願条件の例 

  

学校の成績は，医学部のＡＯ入試でよく見られる出願資格だが，理工系学部

でも一部の大学で設定していた。また，全教科での評定平均値を条件としてい
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る場合，指定教科・科目での評定平均値を条件としている場合，さらに両方を

利用している場合(例えば，全体評定平均値○以上でかつ，Ａ教科とＢ教科，Ｃ

教科の評定平均値が△以上)もあった。 

学校での履修教科・科目については，当該学部・学科における分野に即した

教科・科目を高校時代に学修していることが出願条件となっている。例えば，

理学部物理学科なら物理基礎，物理，数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学Ａ，数学

Ｂを指定科目として，工学部情報工学科なら数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学Ａ，

数学Ｂを指定科目として，それらの履修者に出願資格を与えるというものであ

る。履修教科・科目の取得単位数についてはほとんどの場合，総合学科におけ

るものである。履修教科の指定とともに履修単位数を出願条件としている。 

科学系のオリンピックやコンテスト等の出場および好成績者に出願資格を与

える場合，その対象となる具体例は，科学技術振興機構の支援事業となってい

る国際科学技術コンテストにあるコンテスト(数学・生物学・地学・情報の各オ

リンピックと物理・科学技術の各チャレンジおよび化学グランプリ等)，日本物

理学会，ＳＳＨ生徒研究発表会等があった。また，これらのコンテストに参加

するだけでなく，その成績も出願資格の条件に入れているケースもあった。 

次に，出願資格とする具体的な外部試験には，TOFLE-iBT，IELTS，英検，GTEC 

for STUDENTS，GTEC CBT，TOEIC が挙がっており，各々基準点が設けられている。

また，基準点に達していれば，外国語試験を免除するという事例もある。 

大学が事前に実施するスクーリング(夏休みやオープンキャンパスなどを利

用して行われる)の参加者に出願資格を与えるものもある。さらに，理数科出身

者，ＳＳＨ出身者に出願資格を与えるケースもあった。 

 次にこれらのケースがどのくらいの規模で実施されているかは次のとおりで

ある。学校成績の基準による出願資格を設定している大学は，11 大学 13 学部で

あった(全体の 20％：学部数で算出(以下同様))。学校での履修教科・科目を出

願資格としている大学は，９大学 11 学部(17％)，科学系のオリンピックやコン

テスト等の出場については，５大学８学部(12％)であり，外部試験成績の基準

では３大学３学部(６％)，大学が事前に実施するスクーリング等の受講を出願

資格としている大学は，３大学４学部(６％)，最後に学校でのコース(理数科な

ど)や出身学校が文部科学省認定校(ＳＳＨなど)の場合に出願資格を与えてい

る大学は１大学１学部である。 
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5.2.4 試験の方法と内容 

 現行の試験のしくみや内容には，図 5-2 で示す通り一次試験のみ実施，二次

試験まで実施，二次試験+センター試験という３パターンがある。また，書類審

査，課題論文，課題レポート作成，模擬講義，口頭発表・質疑応答，ディスカ

ッション，口述試験，基礎学力試験，個人面接，集団面接，適性検査，英語コ

ミュニケーション，実技，センター試験等が実施されている。受験前の事前セ

ッションでの成績を試験内容に取り入れているものもある。 

  
図 5-2 ＡＯ入試の形態 

 

二次試験まで実施する場合，試験方法は大別すると３通りである。一つは，

一次試験では書類選考のみを実施しており，二次試験では課題と面接を課すパ

ターンである。もう一つは，一次試験では書類選考の他にも課題を課し，二次

試験でもさらに課題や面接を課しているパターンである。一次試験で面接を課

したり，一次試験でも二次試験でも面接を課したりするケースもある。この二

つのパターンの中間と考えられるケースは，書類選考のほかに提出書類で課題

を課し，それを判定するパターンである。これはレポートやプレゼンテーショ

ン資料といった形態になっている。 

 他にも，センター試験を利用するか否かでパターン分けをすることもできる。

センター試験を利用する場合は，さらにセンター試験得点に最低基準を設定し，

その基準以上を合格判定の対象にするケースがある。これらがどのくらいの規

模で行われているかを見てみる。ＡＯ入試で一次試験しか課さない大学は，14

大学 20 学部(31％)，二次試験まで実施しているのは，31 大学 52 学部である

(80％)。また，二次試験まで実施し，さらにセンター試験を設定しているのは，

11 大学 15 学部(23％)である。一次試験の内容を書類審査のみで実施しているの

は 27 大学 34 学部(52％)あり，一次試験を書類審査とその以外の判定ツールが
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セットになっているのは，27 大学 37 学部(57％)である。さらに，一次試験で面

接を課しているのは，18 大学 24 学部(37％)である。 

次にセンター試験の利用法を調べた。図 5-3 に示すようにセンター試験を課

している大学は，19 大学 26 学部(40％)であり，そのうちセンター試験の成績に

基準を設け，合格または内定としている大学は８大学８学部(12％)である。 

 

 
図 5-3 センター試験利用の大学・学部数と割合 

 

このうち，最低基準の設定がどのようになっているかを調べた。各大学の一

般入試(特に前期日程)の合格最低点から設定すると考え，大学のホームページ

や資料で確認したところ，それを掲載していない大学があったので，この方法

での調査はできなかった。その代わり，ベネッセ・駿台予備校共催のセンター

試験の出願動向調査 116 では，センター試験受験者のうち一番成績登録数も多

く，実際の入試結果に近かったということから，その数値を利用することにし

た。利用した数値は，可能性判定基準のＢ判定値(合格率予想 60%。ボーダーラ

イン値や偏差値判定で利用する代表的数値)とＤ判定値(合格可能性予想 20%)で

ある。最低基準を設けている大学が，どのラインを基準としているかを調べた

ところ，３大学がＢ判定値とＤ判定との間で設定しており，４大学がＤ                                                                                                                                                                    

判定値以下の水準で設定をしていた。(残りの１大学は，１教科ごとの設定であ

ったため，除外した。) 

また，一次試験をセンター試験のみで設定している大学が３大学４学部

                                                   
116 ベネッセ・駿台データネット 2015 合格可能性判定基準(2015 年 3 月 10 日)より 

 http://dn.fine.ne.jp/dn/b/002/center/ hantei/hantei_kijyun/ 
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(６％)で，二次試験がセンター試験だけは２大学２学部(３％)であった。一次

試験はセンター試験のみで設定している大学のうち１大学１学部は，志願倍率

が多いときの２段階選抜用に利用している。 

その他，図 5-4 にあるようにＡＯ入試の各選考要素がどのくらい設定されて

いるかを調べた。面接は調査対象大学すべての大学・学部で実施されていた。

次に多いのは基礎学力試験であり，29 大学 34 学部(52％)で実施されている。基

礎学力試験として独立で選考要素に入れていたり，課題レポートや小論文の中

に教科学力を測る問題を含めていたり，面接時の口述試験で教科学力を問う場

合も含まれている。次に課題レポート作成の実施が 21 大学 24 学部(37％)，プ

レゼンテーション等の口頭発表・質疑応答が 20 大学 21 学部(32％)，スクーリ

ング等の模擬講義が 16 大学 19 学部(29％)，課題論文(小論文含む)が 13 大学 14

学部(22％)，ディスカッション等討論が９大学 10 学部(15％)で実施されている。

その他，英語のコミュニケーションテストや受験前に行われる事前スクーリン

グ等の課題成績を，判定に利用する大学も少数だが存在している。 

 

図 5-4 ＡＯ入試の試験内容ごとの大学・学部実施数と割合 

 

5.2.5 日本のＡＯ入試における出願資料  
 ＡＯ入試の合否判定において，どのような情報が活用されているのか。実際

の試験以外には，出願書類がそれにあたる。ここでは，現在の日本のＡＯ入試

では，どのような出願資料を志願者に求めているのかを，先述の方法で対象大

学分を調査した。 

まず，提出書類の種類を取り上げる。入学願書とは別に，志望理由書，自己

推薦書(自己アピール書)または活動記録書(のような書面)をほとんどの大学で
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提出を求めていた。一番多いのが，志望理由書であり，31 大学 45 学部(全体の

74％：学部数で算出(以下同))，次に自己推薦書(自己アピール書等含む)が 22

大学 31 学部(51%)，個人評価書(推薦書含む)が９大学 13 学部(21%)，活動記録

書が８大学 11 学部(18%)であった。その他は，実績と人格等の要約書や学業に

関する資料を各１大学１学部で提出を求めていた。また，出願前に作成する事

前課題が３大学３学部(５%)あった。 

これらの書類の組み合わせは次のようになる。まず，志望理由書のみを提出

を求めたのは，15 大学 22 学部(36%)，自己推薦書のみは６大学 12 学部(20%)，

志望理由書と自己推薦書または活動記録書が，13 大学 17 学部(28%)，個人評価

書・志望理由書・自己推薦書または活動記録書が４大学７学部(11%)であった。

他にも，個人評価書・自己推薦書・活動記録書の組み合わせが１大学２学部，

個人評価書・自己推薦書が１大学１学部，個人評価書・志望理由書が１大学１

学部であった。 

志望理由書の内容は，志望理由以外にも自分の性格や才能，資質や適性の分

析を踏まえたり，優秀性を語らせたり，また学力向上の経緯などをあわせて記

入することが想定される。加えて入学後の学習計画や将来の進路計画などの記

入もあるが，これらをどのように記入するかは図 5-5 にあるとおり，大別して

二つのパターンとなった。パターン１が何も指定せずに志望理由を記入する形

式(19 大学 29 学部(48%))，パターン２が項目を指定して文章に入れるように求

める形式(24 大学 35 学部(58%))であった。また，誰が執筆，作成するかについ

て，要項に明確に記入されている場合と記入されていない場合があった。明確

に記入されている場合は，大きく２パターンある。一つは，｢志願者自筆｣｢本人

自筆｣｢志願者本人記入｣｢本人手書き｣｢自筆｣という表現があり，本人の記入を求

める内容である。これらは志願者自身で作成して記入するのか，他人の力を借

りて作成して志願者が記入するのかが曖昧になると考えられる。一方で，｢志願

者自ら作成・記述｣｢志願者本人が思考し，作成｣といった他者の力を借りずに作

成し，執筆することを限定した表現もあった。 

次に自己推薦書(自己アピール書)についても内容を調べた。まず，自己推薦

書(自己アピール書)の作成を求めている大学では，活動記録書の作成は求めて

いないので，これらはほぼ同様の情報を得るものであると考えられる。しかし，

例外もある。ある大学は，志望理由書の代わりが自己推薦書(自己アピール書)

となっており，そのため活動記録書の提出を求めている。ここでは，自己推薦

書または活動記録書の内容について結果を整理する。求めている情報は，学校

内・学校外での活動の実績やそのプロセス等である。その情報提供内容も図 5-5
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にあるとおり，３パターンに分けることができる。パターンＡは，項目ごとに

内容説明を求めている形式で７大学 11 学部(28%)が該当する。その項目は，リ

ーダーシップ，表彰，外国語，創作・資格，部活動，ボランティア，生徒会・

委員会であった。パターンＢは，特に上記のような活動項目を設けていないが，

活動を通じて学んだことや将来にどう活かすか，達成プロセス等の記入を指定

している。また，志願する学部分野に即した内容の記述を求めている。このパ

ターンは，６大学９学部(23％)あった。パターンＣは，以上のような指定はな

く，自由に記述する形式で 15 大学 23 学部(58%)あった。活動の記録においてそ

の記述の真偽を確認できるようなエビデンスを求めているのが，９大学 14 学部

であった。また，志望学部のための努力と活動についてと自分の優秀性を表す

事例，自己分析(性格や才能，資質の説明)は，志望理由書に記入する場合，自

己推薦書に記入する場合と大学によって異なっていた。 

 

 
図 5-5 志望理由書(上２段)・自己推薦書(下３段)の記述パターン 

 

日本の場合，図 5-6 にまとめている通り，志望理由書，自己推薦書は，ほと

んどの大学で志願者が作成するようになっているが，中には推薦書や活動の記

録を教師や他人が記入するよう求めている大学もあった。 
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図 5-6 日本の出願資料における執筆担当 

 

 

5.3 韓国のＡＯ入試の実施状況と日韓比較 

 

 海外の事例では，韓国を取り上げる。韓国は，日本と同様に米国のアドミッ

ション・オフィス入試を参考に｢入学査定官制入試｣を導入した，その背景は，

高等学校教育の平準化や質保証(大学受験に惑わされない教育の推進と成果保

証)，大学教育との接続の問題があるからである。さらに，韓国は，米国より入

学者選抜の状況が日本と酷似している。主な部分で言えば，例えば高等学校教

育の段階でナショナルカリキュラムが存在しない米国と存在する韓国，共通試

験 117を数回実施する米国と１回しか実施しない韓国，共通試験の試験科目 118が

米国より日本と似ている。以上の理由から，本論文では米国より韓国と比較し

た方が日本の参考になる知見が多いと考えられるので，韓国のＡＯ入試(入学査

定官制入試)を海外の事例として取り上げることにする。 

 

5.3.1 現行の韓国の大学入学者選抜 

韓国の出願資料を分析する前に，現行の韓国の大学入学者選抜を簡単に説明

する。図 5-7 にあるように，韓国における入試形式は大学修学能力試験(以下，

修能試験)の実施前後で大きく二つに分けることができる。韓国教育課程評価院

                                                   
117 米国の共通試験は,ＳＡＴが年間７回実施,ＡＣＴは年間６回実施である。韓国の共通試験は,

大学修学能力試験で年間１回実施である。  
118 ＳＡＴの試験科目は,３領域(言語能力・ライティング(文章表現・エッセイ)・数学能力５分

野(英語・社会・数学・自然科学・外国語),ＡＣＴが４領域(英語・数学・読解・サイエンス),

大学修学能力試験は７領域(国語・数学・英語・社会・科学・職業・第２外国語・漢文)である。 

志願者本人が記述する書類

教員（または関係者）が記述する書類（ただし、教員が作成する大学は非常に少ない）

志望理由書 自己推薦書（自己アピール書） 活動記録書 事前課題

将来計画書

調査書 個人評価書 推薦書 学業に関する資料 活動記録書
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の｢2015 年大学入試情報｣によると，前者は｢随時募集｣と呼ばれ，全体の 65％の

定員がここで合格する。全定員の 54％(随時募集の約 83％)が内申書(韓国語で

は｢学生生活記録簿｣略して｢学生簿｣)で選考する。修能試験は，９段階に分けら

れた最低基準を採用した合否判定に使われる。後者は｢定時募集｣と呼ばれ，全

定員のうち残りの 35％の定員枠がある。いわば，随時募集で不合格だった生徒

が受験する形式である。ここで受験する生徒のほとんどは，随時募集の学生簿

の成績により不合格となっているので，この形式では修能試験の結果を重視す

る割合が高く，定時募集全体の 90％が該当する。 

 このように，現在の韓国の入試では，日本の内申書 119にあたる｢学生生活記

録簿｣の情報が大学の合否判定に大きな影響を与えていることがわかる。 

 

図 5-7 韓国の大学入試パターンと内容・定員割合 120 

 

この入試形態の考え方は，次のようなところからきている。 

韓国では，修能試験で課される教科中心の教育課程運営，試験準備中心の単

純な知識獲得，ならびに個人負担教育費における教育格差等の課題が近年社会

問題化している。修学能力試験のような単なる教科成績合算による選抜ではな

く，多様な選考要素に対する総合的かつ専門的な選抜評価という概念は，蘆武

鉉政府 2004 年の教育革新委員会大学入試特別委員会で，初めて議論されている。

公式的な文書で登場したのは，2004 年に発表した｢学校正常化のための 2008 学

年度以降大学入学制度改善案｣である。その後，教育革新委員会と韓国教育開発

                                                   
119 本論文では,内申書について日本の場合は調査書を指し,韓国の場合は,学生生活記録簿を指

す。  
120 韓国教育課程評価院『2015 年度大学入試情報』より作成(韓国語) 
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院で議論され始めた入学査定官制は，2006 年 12 月に 20 億ウォンの予算が配分

され，2007 年に李明博政府は個人負担教育費軽減と公教育正常化などを目的に

高等学校の教科，副教科領域の全てを大学入学試験に反映するため，入学査定

官が選考を行う｢入学査定官制入試｣を取り入れ，10 大学で先行実施が行われた 

(表 5-1 参照)。2008 年には 40 大学に拡大して，4,476 名が入学査定官制を通じ

て選抜された。2009 年には，実施大学数は 7 大学のみの増加であったが，選抜

数を大幅に増加して 24，696 名(全体の 6.6%)の選抜を行い，以降も拡大を続け

ている。 

この入学査定官入試は，米国のアドミッション・オフィス入試を大いに参考

にしてできた制度であり，韓国の上述のような教育問題の解決策として期待さ

れている。導入後，表 5-1 にあるとおり，政府は先導大学を指定し，それらの

大学には多額の支援予算を配分している。 

 

表 5-1 入学査定官制の拡大状況 

 
 

 また，先導大学は，全入学定員のうち入学査定官制の募集人員が 24.5%以上の

比率でなければ指定されないという基準がある。図 5-8 にある指定されたほと

んどの大学が次年度もこの値を維持し，継続して先導大学の指定を受けている

状況である。さらに，その先導大学は韓国内でも有名で人気が高い大学である。

日本では有名で人気が高い大学はＡＯ入試募集枠が比較的小さいが，韓国はそ

の逆であることがわかる。 

年度 全支援大学
国庫支援

予算
（ｳｫﾝ）

導入大学
（率）

学生数
（率）

2007 10 20億 10
(5%)

254
(0.05%)

2008 40
(継続10, 新規30) 162億 41

(20%)
4,476
(1.2%)

2009
47

 (先導15, 継続23,
新規9)

242億 90
(45%)

24,696
(6.5%)

2010
60

(先導29,優秀21,
特性化10)

350億 107
(52%)

35,421
(10.1%)

2011
66

(先導30,優秀20,特性化

8,教員養成大学８）

351億 121
(60%)

41,762
(10.5%)

2012
66

(先導30,優秀20,特性化

8,教員養成大学8)
391億 123

   (62%）

43,138
(11.5%)
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図 5-8 2012 年度の入学査定官制入試における先導大学 121 

 
5.3.2 韓国の大学における出願資料の事例 

 韓国の入学者選抜の出願資料には，Ａ大学の事例を適用する。Ａ大学は，筆

者が入学査定官制入試を調査する時に韓国教育開発院大学入試制度研究室室長

が推挙した大学であり，かつ韓国大学入学査定官協議会初代会長(現顧問)が在

職している大学で，入学査定官制入試についてはグッド･プラクティスとなる大

学の一つとなっている。さらに本論文で対象にしている分野の理工系学部を有

しているので，本調査の韓国の事例として適切であると判断した。Ａ大学の出

願資料の内容は以下の通りである。 

 
①内申書(非教科領域) ＜教師が記入＞ 

 リーダーシップ分野(生徒会，学級長，部活部長等)，表彰分野(親孝行，奉仕，

模範，功労等)，外国語およびその他の分野(創作・創業，資格等)，行動特性

および総合意見，受賞実績，読書活動の状況，福祉活動実績，特別活動状況

等 

 

②内申書(教科領域) ＜教師が記入＞  

ａ．教科学習発達状況 

ｂ．評定値 

ｃ．学年別教科別成績の変化や推移 

ｄ．科目別詳細能力および特記事項 

ｅ．志願者の受験学部に関する教科成績 

 

 

 

 

                                                   
121 韓国大学教育協議会(2012),｢入学査定官制支援事業選定結果発表｣報道資料(韓国語) 

入学査定官制　先導大学 全体募集枠２４．５％　を入学査定官制で選択している

国公立大学：ソウル大、全南大、全北大、忠南大、慶北大、ソウル市立大

私立大学：建国大、慶熙大、高麗大、壇国大、東国大、東亜大、西江大、延世大、

ソウル女子大、成均館大、誠信女子大、崇実大、仁荷大、中央大、翰林大、

淑明女子大、梨花女子大、漢陽大、朝鮮大、韓国外国語大、韓東大

専門大学：蔚山科技大、カイスト、ポステク
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 次に大学に提出する出願資料を示す。 

③自己紹介書 ＜受験生が記入＞ 

ａ．受験生の環境(家族，学校，地域，国家等)が成長過程に及ぼした影響に

ついて記述(1000 字以内) 

ｂ．学校生活中に対人関係や学力に対する葛藤を克服した事例などのプロセ

スを通して学んだ点，または自分にとって一番重要であると考える個人

的資質(性格や才能)を説明してそのために自分が一番優れていた経験に

ついて，のうち一つを選択して記述(1000 字以内) 

ｃ．志願する学部に進学するために力を注いだ学業の努力と多様な活動を記

述(1500 字以内) 

ｄ．この学部を志願する動機と入学後の学業(進路)計画の記述(1000 字以内) 

 

④推薦書 ＜教師が記入＞ 

ａ．推薦人情報：(職場電話番号・携帯電話・メールアドレス・担当教科と職

位・勤務年数，本人との関わり期間) 

ｂ．受験者の学力について：(全教科の成績伸張度，関連教科の成績伸張度，

授業関与度，分析能力と論理力，創造性，プレゼンテーション力，外国

語能力を，３年間を通して他の生徒と比較し５段階評価し，その詳細な

説明やそのエピソード事例を 1500 字以内で説明する) 

ｃ．受験者の人的適性および対人関係について：(責任感と誠実性，法遵守，

自己肯定観，リーダーシップ，チームワーク，配慮・思いやり，文化芸

術的素養を，３年間を通して他の生徒と比較し５段階評価し，詳細説明

やそのエピソード事例を 1500 字以内で説明する) 

ｄ．その他，受験生を評価する際に参考にしたい事項(受験者の特徴的長所，

体験と活動などの説明と推薦する理由を 1500 字以内で説明する) 

 

⑤活動資料および実績の要約書 ＜受験生が記入＞ 

ａ．重要度順に最大五つまで。中学生以上の実績に限る。活動期間，国内外

別，各 300 字以内に簡単な説明とその意義 

ｂ．実績のポートフォリオ入力(全大学統一のポートフォリオシステムがあり，

そこに実績入力ができるようになっている) 

 

⑥その他実績  ＜教師が記入＞ 

放課後の学校内における学習活動の状況 
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以上のように細部にわたる情報を受験生側は用意して大学に提出する。また，

多くは教師が記入するのが特徴である。 

 

5.3.3 調査結果の日韓比較 

 ここでは，今回の調査と山本(2014) 122が調査した韓国入学査定官入試での共

通選考要素と共通基準を利用し，日韓の判定資料を比較整理する。 

まず，選考資料として利用する出願書類についてである。図 5-9 に示したよ

うに日本の場合，志願者本人が記述する書類は，志望理由書，自己推薦書(自己

アピール書)，活動記録書，事前課題，将来計画書といった類である。一方，韓

国の場合は，志望理由書，自己紹介書であった。 

教員または関係者が記述する書類は，日本の場合，調査書(２頁)，個人評価

書，推薦書，学業に関する資料，活動記録書であり，調査書以外の情報を教員

に求めるケースは非常に稀であった。韓国の場合は，学生生活記録簿(約 10 頁)，

個人評価書，推薦書，学業に関する資料，活動記録書を教員が作成している。 

 

 

図 5-9 ＡＯ入試(日本)と韓国の大学入試での出願資料の種類と執筆担当 

 

                                                   
122 山本以和子(2014)｢韓国大学入学者選抜の変容―入学査定官制導入後の展開状況―｣『大学入

試研究ジャーナル』№24,pp.105-112,大学入試センター  

志願者本人が記述する書類

教員（または関係者）が記述する書類（ただし、教員が作成する大学は非常に少ない）

志望理由書 自己推薦書（自己アピール書） 活動記録書 事前課題
将来計画書

調査書（２頁） 個人評価書 推薦書 学業に関する資料 活動記録書

日
本
の
場
合

志願者本人が記述する書類

教員（または関係者）が記述する書類（ほぼ全大学で教員が作成する）

志望理由書 自己紹介書

学校生活記録簿（約10頁） 個人評価書 推薦書 学業に関する資料
活動記録書

韓
国
の
場
合
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また，日本と韓国とで異なる点は，内申書の項目の量である。(図 5-10，5-11

参照)日本の内申書にあたる調査書はＡ４サイズ２枚分でしかないが，韓国は 10

枚以上に及ぶ。しかも，学校内での学習活動や個人の発達状況を詳細に記入す

る必要がある。 

 両国の内申書を比較すると，現在の日本の調査書の課題が浮き彫りになる。

一つ目は，多様な高等学校の学科・コースに書式が対応していない。公立高校

の普通科や理数科は判別できても，私立高校のコースは，現状の様式だと不明

である。二つ目は，学校独自の授業名称があり，どの教科分野なのか不明であ

る。また，教育コース・講義内容とレベルの説明書がないのも問題である。そ

の教科・科目が高等学校教育課程レベルの学習なのか，発展学習(高大連携等)

レベルなのかが不明であり，アドミッション・ポリシーを満たしているかどう

かの判断が難しい。三つ目は，日本の調査書の右ページの記述が学校・教師に

よって異なり，教師の記述能力に左右される現実がある。四つ目は，右ページ

の記入量が少ないことである。能力や適性，学習態度や成績伸張の記述が全然

ない状態であり，事実事象の｢・・・・・をしました｣のみの記入で終わってい

るケースがある。最後に，そもそも記入欄が小さく，調査書の役割に学習状況

や経緯の記録という前提がないのではないかと思わせる。
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図 5-10 日本の調査書様式 



162 
    



163 
     



164 
     



165 
 

 

 図 5-11 韓国の学校生活記録簿の一部 123  

 

                                                   
123 原文は韓国語。日本語訳は筆者による。  
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次に日本の出願要件の設定事例には，学校の成績，履修教科科目指定，科学

系オリンピック・コンテスト出場成績，外部試験の成績，事前スクーリングの

参加者，所属学科・コース，並びにＳＳＨやＳＧＨなどの認定校出身者という

多くの項目が挙がるが，韓国の場合は，学校の成績のみである。これは，入学

査定官制の主旨に合わない受験資格として，公認語学試験成績，特定の学校(英

才・特別目的高出身者や海外高等学校出身者)の出身者，教科関連オリンピアー

ド成績，校外の大会やコンクールの成績，一般高等学校に開設されにくい教科

履修，該当大学が開設した特別教育プログラム履修による判定を制限(禁止)し

ているからである。(図 5-12 参照) 

 

 

図 5-12 日本のＡＯ入試における特別な出願条件と韓国の出願条件の禁止項目 

 

 その制限の背景について述べる。入学査定官制入試のような入試の対策では，

華々しい学校外活動を列挙すれば，合格に近くなると考えられた。そのため，

校外活動のカリキュラムコースを設置する多くの学校外教育機関が発生した。

そこでは他人と異なる稀少な体験ができるよう，短期留学や検定・資格対策と

いった速成的な学びを促し，出願書類の自己アピールの項目を飾ることだけを

目的としていた。そのため，教科偏重型とは違った意味で学校活動が疎かにな

り，制度導入の本来の意味(高等学校教育平準化)がなくなりつつあった。韓国

では，このように保護者をはじめとした一般社会における入学査定官制の理解

が乏しく，誤解と偏見が初期のころにあった。その誤解と偏見を簡単にまとめ

る。まず，教科成績が不足している学生にとって，簡単に大学に進学できる制
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度である。そして，外部の資格実績や校外での受賞など華々しい活動や体験が

多ければ多いほど合格しやすいといったものである。その誤解や偏見から脱す

るために，2010 年に大学教育協議会は，入学査定官制運営の共通基準および共

通基準に則った共通選考要素を発表している。 

 表 5-2 の入学査定官制入試の運営における共通基準では，公教育活性化を阻

害する選考要素を表示している。その中身は，公認語学試験成績，教科関連の

校外での受賞成績，口述の英語面接，校外教育機関の依存可能性が高い体験活

動，出願書類作成に英語技術を盛り込むというものであり，それらを入学査定

時に活用することは高校教育正常化に反する行為であるという基準を提示して

いる。さらに，入学査定官制入試の主旨に査定が合わないとして，表の下段に

ある内容項目を受験資格にしてはいけないことになっている。ここにある項目

は，現在の日本の入試改革の中で得点化や教科試験の代替として列挙されてお

り，韓国の高校教育と合否査定の関係性と日本は反対の方向に進んでいること

がわかる。 

 

表 5-2 入学査定官制入試の運営における共通基準 
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表 5-3 は，入学査定官制入試運営共通基準 共通選考要素である。韓国の場

合，評価要素が広範であること，個人の経済力や特別な環境に依存されない項

目で評価しようとしていることがわかる。特に，人的適性や学習環境という評

価要素，人間性や成長潜在力といった評価基準を韓国は持っており，日本には

あまりない評価観点である。 

 

表 5-3 入学査定官制入試運営共通基準 共通選考要素 
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共通選考要素に先述の選考時の出願資料を当てはめたのが，図 5-13 である。評

価要素と評価基準に該当する項目が，出願資料で網羅されているのがわかる。 

 

 

図 5-13 共通選考要素と出願資料の合体図 

 

5.3.4 日韓比較からの知見と日本のＡＯ入試の新たな課題  

これらから図 5-14 にあるような韓国の高大トランジションシステムの背景が

わかる。まず韓国は徹底的に｢高等学校教育の平準化｣を目指し，それに寄与す

るための大学入学者選抜の設計をしていることである。韓国社会において経済

格差問題は日本以上に深刻に扱われている。また，財閥に代表される世襲制，

学歴派閥といった旧体制の存在も人生の成功にいまだに大きく影響している。

リーダーシップ 表彰 外国語力 創作・資格 行動特性 読書活
動
福祉活動 校内活動 部活動 国際交流
誠実性 法遵守 自己肯定観 チームワーク 配慮・思いやり
責任感 文化芸術的素養 志願者の人的適性と対人関係の説明

特徴的長所 体験活動の説明 推薦理由

学業成績 教科学習における成績発達状況の説明 授業関与度
全教科の成績伸張度 他生徒との比較
学年別教科別成績の変化と推移 科目別詳細能力と特記事項
志願者の志望学部に関する教科成績 分析能力 論理力
志願者の学力の説明とエビデンス 勤勉性 創造性 プレゼン力

学業成績 表彰 外国語力 創作・資格 行動特性
読書活動 福祉活動 校内活動 部活動 国際交流

成長環境についての記入 学力向上・克服事例

読書活動 福祉活動 校内活動 部活動 国際交
流

対人関係克服事例 自己分析（性格・才能・資質の説明）
志望学部進学のための努力と活動の記述
自分の優秀性を表す事例 志望動機 進学後の計画

活動事例と実績の要約書
読書活動 福祉活動 校内活動 部活動 国際交流

推薦人・評価者の情報と連絡先

教員作成 志願者作成

　 　

評価要素 評価基準 総合評価

＜教科関連要素＞
教科成績
学年別成績推移
学業関連探求活動
教科関連校内受賞実績
放課後学校活動　　　等

＜創意的体験活動＞
読書活動
目標達成証（認可証）
進路探索・体験活動
クラブ活動

ボランティア活動
放課後学校活動　　　等

＜学校生活充実度、人的適性＞
共同体意識
リーダーシップ

学業意志
特別活動
出欠状況
教師の評価
交友関係　　　　等

＜学習環境＞
家庭環境
学校の教育課程
地方の教育環境
学業遂行における障害克服　　　等

創意的

人間性

学業成就度

成長潜在力およ

び発展可能性

総合評価に

よる最終等

級評価

↓

合否判定

学業意志および

専攻適合性

■入学査定官制運営共通基準
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そのため，富裕層と一般家庭での教育資金の違いにも結果が伴うようになり，

社会全体の経済格差の拡大につながる構造になっている。この脱却を目指して

政策主導で高等学校教育の平準化政策がとられており，英才学校や特別目的校

(国際高等学校・科学高等学校・芸術高等学校等)以外では，中学校の成績に基

づいて地域内で平等に生徒を配分する仕組みになっている。さらに大学入試に

関わる教材は教育放送を通じて全国に一斉配信されている。これらの状況から，

格差を生み出す根源となる学校外教育機関の存在を否定し，高等学校教育の質

保証と正常化を目指して，どこにいても平等に教育を受けられる権利を保障し

た政策を取っていることがわかる。 

また，韓国では国を挙げて，新たな時代に対抗する世代の育成のために，こ

れまでの１点刻みかつ暗記・詰め込み型学習を排除し，学校内での創造性豊か

な学習活動を推進してそのプロセスと成果を査定し合否を決定するという，現

代の課題に対応できる人材育成に向けた教育と接続方法を推進している。さら

に多面的・総合的な判定を本格的に実施するためのインフラ整備も十分に行わ

れている。その中で特徴的なのが大学入学試験における判定者の能力開発教育

が行われた点であり，それがこのシステム転換を可能にしている。  
 

 

図 5-14 韓国の高大トランジションシステムの背景 

 

日本と比較した場合，程度の違いこそあれ高大トランジションに伴う高等学

校質保証と入学者選抜，大学教育への移行の課題は非常に似ている。しかし，

日本と同様にアメリカのアドミッション・オフィス入試を参考にして作られた

入学査定官制入試には，日本にない次のような点が発見できた。まず，厳格で

大量の情報となる出願選考資料を高校教師に作成させる点や，そのために高等

学校教育を受験シフトから創造性(韓国語では｢創意性｣)豊かな人材育成と高等

学校卒業程度の能力や人格，適性を醸成することを目的とした教育への転換を

図る点である。さらに，格差是正と公正性を持つアファーマティブ・アクショ

ンにも貢献をしている。つまり，生徒個人が学校という限られた環境の中でい

かに工夫して成長をしたか，また生徒自身の将来のためにどのような学びを設
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計し，大学へつなごうとしているのかをこの入学査定官制入試で重視している

のである。高等学校という環境は高校生全員に該当するものであり公平性が存

在するという考え方，そのため民間の学校外教育機関のような経済格差や社会

的弱者に該当しない教育は排除するという姿勢は日本にはない視点であろう。

また，教科学力最低基準での学力質保証システムが組み込まれた入試であり，

加えて入学定員全体の 55％が内申書を重視した査定で大学進学を果たしている

点である。この合格最低基準と内申書で大学進学後の学業遂行能力を推測し， 

それが可能なように評価要素のミニマム･スタンダードを公表し，合否査定官の

育成と能力開発を国家により実施されている点は，日本に存在しないものであ

る。 

この比較により日本の入試制度の課題が見えてくる。一つ目は，知識偏重(教

科学力１点刻みの)入試を主として，さらなる複合的・融合的な学びが行われる

大学教育につながるのかという疑問である。二つ目は，現状の日本のＡＯ入試

では，学力と学内外の業績，学習意欲を重視しているがそれだけでいいのか。

18 歳なりの人格の形成状況や創造的な活動，成長潜在力を予測させるコンピテ

ンシー等を判定する視点は必要ないか。三つ目は，高校での学習態度が大学教

育にもつながり，学習成果に反映されるのではないか。だからこそ，日頃から

対象生徒と向き合っている教師が書く正当な情報が必要になるのではないか。

四つ目は，大学進学を果たし，生涯学習者(アクティブ・ラーナー)へ変身でき

るのは，受験時に持っているスペック(受賞や資格，特別な体験)だけで可能な

のか。五つ目は，外部試験や資格など学校外での学習活動を試験の材料にして，

高校教育の健全化は図れるのだろうか，高校できちんと学習でき，活動できる

ということこそ大学進学のレディネスが整うのではないかという課題である。 

調査で取材をした韓国大学入学査定官協議会初代会長で現在顧問のイム・ジ

ンテク氏は｢現在の高等学校教育で成果を上げた生徒こそが大学入学後も成果

を上げることができる｣と語っていた。そのためには，個々の高等学校の教育情

報を入学査定官が知らなければならず，また多面的・総合的な判定を可能とす

る専門集団でなければならない。日本の場合，多面的・総合的判定の担い手と

なる人材の育成や研修の機会が定まって折らず，個人に任せている状況であり，

新たに高大トランジションの達成を担う人材養成も課題である。  
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5.4 ｢新｣ダビンチ入試へ向けて 

 

5.4.1 ｢新｣ダビンチ入試の未解決課題 

日韓のＡＯ入試の比較研究より提示した日本のＡＯ入試の課題をダビンチ入

試はどこまで解決できているのか。まず，本章第３節で提示した日本のＡＯ入

試の課題を次のようにまとめる。 

 

１．知識偏重(教科力１点刻み)の入試から脱却した知識融合的な学力を測る

入試になっているか？ 

２．教科学力最低水準を取り入れた学力質保証を行っているか？ 

３．学力と業績・意欲以外の側面も合否評価をしているか？ 

４．韓国ＡＯ入試の評価基準は，①学業意志および専攻適合性 ②創意的学

習活動の充実度 ③生活態度等の人間性 ④学業成就度 ⑤成長潜在力およ

び発展可能性 と明確であるが，それらをすべて評価できているか？  

５．受験生各人の上記の詳細情報を入手しているか？ そしてその情報の信

頼性を確保するシステムがあるか？ 

６．受験生が描く高校での学習体験活動から大学進学後の学習活動へのスト

ーリーによる合否判定が行われているか？ 

７．高校での学習態度や学習成果により，学業遂行能力のポテンシャルを考

慮にいれているか？ 

８．受験合格のスペック(受賞や資格等)を重視した合否判定になっていない

か？ 

９．外部試験や資格など学校外での学習活動を試験の材料にして，入試が機

能としてもつ高校教育への寄与を疎かにしていないか？ 

10．多面的・総合的判定者の育成・能力開発を行っているか？ 

 

これらの 10 項目に対して，第４章で示したダビンチ入試の成果をもとに検証 

する。すでにダビンチ入試では，クリアしていると考えられるのは，｢１．知識

偏重(教科力１点刻み)の入試から脱却した知識融合的な学力を測る入試になっ

ているか？｣｢３．学力と業績・意欲以外の側面も合否評価をしているか？｣｢９．

外部試験や資格など学校外での学習活動を試験の材料にして，入試が機能とし

てもつ高校教育への寄与を疎かにしていないか？｣である。 

ダビンチ入試の内容は教科学力だけでない学業遂行能力を測る入試となって 

おり，評価にはその学業遂行能力と適性，大学での学習活動の計画性や主体性
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等を査定している。また，外部試験や資格など学校外の学習活動を試験の代替

にしていない。 

次に一部クリアしていると考えられるのは，｢４．韓国ＡＯ入試の評価基準は， 

①学業意志および専攻適合性 ②創意的学習活動の充実度 ③生活態度等の人

間性 ④学業成就度 ⑤成長潜在力および発展可能性 と明確であるが，それ

らをすべて評価できているか？｣｢６．受験生が描く高校での学習体験活動から

大学進学後の学習活動へのストーリーによる合否判定が行われているか？｣｢７．

高校での学習態度や学習成果により，学業遂行能力のポテンシャルを考慮にい

れているか？｣｢８．受験合格のスペック(受賞や資格等)を重視した合否判定に

なっていないか？｣である。まず，４．についてである。ダビンチ入試は，韓国

のＡＯ入試の評価基準を部分的に採用しているが，網羅はしていない。ダビン

チ入試の判定は６．７．８．の要素については，状況により取り扱いが異なり，

重点度や採用割合が変わるのが現在の状況である。 

最後にクリアできていないのが，｢２．教科学力最低水準を取り入れた学力質 

保証を行っているか？｣｢５．受験生各人の上記の詳細情報を入手しているか？ 

そしてその情報の信頼性を確保するシステムがあるか？｣｢10．多面的・総合的

判定者の育成・能力開発を行っているか？｣である。 

 

第４章第５節にて，本学の新入生の大学進学レディネスの状況を分析し，大 

学進学レディネスは入試類型ごとに成熟度が異なることが判明した。それによ

り，入試で判定しない項目については合格後の高大移行期にフォローアップが

必要である。これらから，高大トランジション達成に導くための｢新｣ダビンチ

入試の未解決課題は，次のように考えられる。まず一つ目は，判定に利用する

情報と判定方法の更なる高度化(含む 学力最低基準設定)である。ここでは二

つの視点から課題が存在する。その一つ目は，高校教育の質保証機能をダビン

チ入試に含めるのなら，受験生を判断する項目を見直して新たにどういう情報

を受験生に求めれば，精緻な判定ができるのかを追求する必要がある，現状で

は，地域内トップの進学高校の出身者だと，評定平均値２の台であってもダビ

ンチ入試でごく稀に合格してしまうという事実がある。こういう評定平均値は，

高校の学習で成果を上げた者だとは言いがたい。さらに，本研究では言及して

いないが，ＡＯ入試合格者の調査書成績と大学成績は有意な相関関係があるこ

とも判明している 124。特に現役の受験生でこのような評定平均値の生徒が慢性

                                                   
124 2014年に 2006年～2013年までのＡＯ入試合格者を対象に高校調査書の評定と本学での定期

試験の結果(評点)を検定し,Pearson で分析したところ,全科目 0.31という相関係数を示し,弱い
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的に合格してしまうような判定にならないような改善が必要である。 

また，このような状況が表出するのは，合否判定を総合的評価に依拠するこ

とによって，突出したマイナス面が，他の結果でカバーされるような評価とな

っているからである。また逆も然りで，一つの分野で非常に高いパフォーマン

スを示していても，その他のマイナス面で帳消しになってしまう評価となって

いる。どの項目をどのような評価にするのか，例えば進学する分野で顕著な研

究活動をしている受験生がいた場合，その他の試験に対してどこまで得点がク

リアにされていればいいのかといったような最低基準の設定等を検討する必要

がある。多様な能力の学生たちが個々にその力を発揮し，それがまた他の学生

に影響を与え，ますます深化，高度化するような大学を目指すなら，この時期

に行われる入試でそのような突出した人材確保の評価方法を構築する必要があ

る。 

二つ目は入試類型と高大移行教育の連携である。｢つなぐ｣から｢変える｣に 

するために，ダビンチ入試段階で確認する評価項目と評価，入学までの期間に

育成・開発する能力等の項目が連携していなければならない。第４章第４節で

分析・確認したように，入試類型によって大学進学レディネス項目の成熟度に

差が発生している。ダビンチ入試で総合判定型や才能発見型等の多面的な入試

を展開すると仮定したとき，合格者の大学進学レディネス状況に未発達や未開

発なものがあれば，それを入学までにできるだけ整えるための教育プログラム

の設計が必要になるはずである。 

 三つ目は入学前教育のリメディアル教育からの脱皮である。現況の入学前教

育はリメディアル教育と学習習慣の維持，大学生活の不安解消で終わっている。

レディネスをさらに構築するために，初年次教育の領域である学習スキルや一

般教養，活動的な体験学習から学習者としての態度醸成とアクティブ・ラーナ

ーの醸成に向けた準備が必要である。 

 四つ目は入試と高大移行教育のための組織体制づくりである。ダビンチ入試

から入学前教育についてはまだ内容的に発展途上ではあるが，つながった教育

展開ができる体制となっている。しかし，入学後の初年次教育，基盤教育への

継承ができておらず，初年次教育については選択科目で学習スキル(学習のため

の汎用的スキル)の取得講座があるだけである。初年次教育の教育体系の構築と

基盤教育へのつながり構築をどのようにすれば，学生の学習パフォーマンスが

上がるのかについて検討が必要であろう。 

                                                                                                                                                     
相関関係が認められた。  
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5.4.2 入学者選抜の戦略課題とアドミッション・ポリシー 

高大トランジションを達成するための新しいダビンチ入試の方向性はどのよ

うなものが考えられるのか。ここでは，戦略課題の解決手法を用いて，方向性

を示唆する。 

 本章第３節で韓国の入学査定官制入試は，基礎学力，ジェネリック・スキル 125，

適性・人間性(社会性)，潜在能力の領域にわたって判定していることを明らか

にした。さらに，入学後に確実に学習成果を上げる学生は，入学者選抜段階で，

大学で設計された教育の方向性や教育のストーリーにきちんと乗じることがで

きる学生であることも示した。そのような学生を確保して大学や学部ごとの人

材育成と教育カリキュラムの文脈，さらに現状の入学直後の新入生の状況・受

験状況が連動すれば，効率的に高大移行を達成することできると考えられる。

そこで，大学が持つ人材育成の課題をディプロマ・ポリシー(以下，ＤＰ)とカ

リキュラム・ポリシー(以下，ＣＰ)から抽出し，大学入学者選抜の戦略に生か

す方法が考えられる。さらに，大学の人材育成のミッションからは，大学独自

の入学者選抜の価値創造を行うことができる。これらの要素は，課題として抽

出されることで，解決のための戦略テーマ設定を可能にする。 

 しかし，入学者選抜はそれだけでは足りない。現在の高校教育はどういう状

況なのか，現在の受験生の状況，他大学の中での当該大学の位置や状況と評価，

また新入生は現在どのような状況や課題を抱えて入学してくるのかといったこ

とに関する課題をまず抽出する必要がある。この作業を怠ると，理想ばかりの

入学者選抜になり，大学進学後の教育に学生はついていけないばかりか，受験

生すら集まらなくなる状況に陥ってしまいかねない。とはいえ，受験生マーケ

ットに重きを置くような戦略テーマの設定になると，大学教育の質保証には，

到底つながらない。つまり，これまでの一般入試の変容のような入試機能の形

骸化の二の舞になってしまう。以上から，受験生にとっても，合格生や新入生

にとっても，伸張が期待できる手が届きそうなレベルでの設定が大切になって

くるはずである。そのための入学者選抜の戦略課題設定フレームは表 5-4 のよ

うに構成できる。 

                                                   
125 ジェネリック・スキルとは,川嶋(2010)によると｢転移可能スキル(Transferable Skills)と

も呼ばれ,創造性,柔軟性,自立性,チームワーク力,コミュニケーション力,批判的思考力,タイム

マネジメント,リーダーシップ,計画性,自己管理力など,特定の文脈を超えて,さまざまな状況の

下でも適用できる高次のスキル｣を指す。21 世紀型人材育成論より,教育成果としての知識・ス

キル等を含むジェネリック・スキル論が世界的に展開され,日本では｢21 世紀の大学像と今後の

改革方策について｣大学審議会答申により｢汎用的なコンピテンス｣として取り上げられた。その

後,文部科学省｢学士力｣,経済産業省｢社会人基礎力｣等に読み替えて発表された。ＯＥＣＤ｢キー

コンピテンシー｣など海外でも概念化されている生涯学習を基盤とした能力観の一つである。 
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表 5-4 入学者選抜の戦略課題設定フレーム 

 

 まず，表中の①に当該大学のオリジナルな価値にあたるフレーズを抽出する。

次に右欄の②に抽出したフレーズの中で該当大学を表すキーワードを設定して

記述する。このキーワードは，大学の存在意義につながるものであり，このコ

ンテクストは入試や教育設計の中でも存在する言葉を設定することを心がける。

次に③にＤＰ・ＣＰで掲げている教育のゴール(育成後の人材像)を表すフレーズ

を抽出する。そして右欄④には，大学教育のゴールに必要なスキル・能力・コ

ンピテンシー等の要素を設定する。これらの能力等を育成するために教育を行

うのだから，入試ではその構えを持っている人材を選抜し，大学進学レディネ

ス開発では，その学びの構えを持っている新入生に変身させることになる。最

後に⑤の高校教育・受験・新入生といった高大トランジションのステークホル

ダーの状況に着目をして，それらの課題を記入する。そして，⑥にそれらの解

決案を入れるような設計にしている。  

 また，表 5-4 にある｢解決のための戦略テーマ｣が設定されると，当該大学の

教育活動の価値が確認され，人材育成の方向性が端的に示されることになり，

さらに高大トランジションを取り巻く課題の整理と解決案を示すことにより，

現状の高大トランジション状況を基にした次のステップ，つまり手の届く程度

の入試を含めた高大トランジション施策につながる企画立案ができる。 

次に表中の②，④，⑥，つまり大学のミッションと価値，教育ゴールのため

の戦略，高大トランジション戦略が設定されたので，それを利用すればアドミ

ッション・ポリシーもここから効率的にもれなく作成することができる。図 5-15

は，ダビンチ入試を例に作成したアドミッション・ポリシーである。文部科学

省(2015)によるアドミッション・ポリシー作成の定義にあわせて，まず，表 5-4
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の①②大学のミッションと価値を冒頭に配置する。次に，表 5-4 の③④のＣＰ・

ＤＰと教育戦略を配置する。ここまでは，文部科学省の定義１｢各大学の強み，

特色や社会的な役割をふまえつつ，大学教育を通じてどのような力を発展・向

上させるのか｣に該当する。その下には，文部科学省の定義２｢入学者に求める

能力は何か｣に該当する要素を表 5-4 の⑤⑥から取り出し，配置する。最後の文

部科学省の定義３｢高等学校段階までに培ってきたどのような能力をどのよう

に評価するのか｣にあたる表 5-4 の④⑥を統合して配置する。 

 

 
図 5-15 新しいダビンチ入試のアドミッション・ポリシー  

 

 このように，この手法を用いることで押さえるべきポイントである文部科学

省(2015)アドミッション・ポリシー作成の定義の１．各大学の強み，特色や社

会的な役割をふまえつつ，大学教育を通じてどのような力を発展・向上させる

のか ２．入学者に求める能力は何か ３．高等学校段階までに培ってきたど

のような能力をどのように評価するのかをきちんと整理してわかりやすく提示

することができた。 

 

 

 

◆新しいダビンチ入試のアドミッション・ポリシー
京都工芸繊維大学は,明治産業の近代化にあたり京都産業界の強い要請を受けて設立され,

地域産業の発展とともに歩んできたという性格を有しています｡古都京都の伝統･文化･産業と深
いつながりを持ち,常に世の中に新しい価値を生み出す｢ものづくりの精神｣を受け継ぎ,同時に｢科
学と芸術｣という視野をベースにユニークな教育･研究を行ってきました｡｢知と美と技｣というスロー
ガンで象徴されるとおり,人間と自然の調和や人間の感性と知性の融合,社会に福祉と安寧をもた
らす技術創造をもって,21世紀の産業,社会,文化に貢献でき,人間性豊かな理工科系専門技術
者｢テック･リーダー｣の育成を目標としています｡｢テック・リーダー｣とは,専門分野に必要な基礎学
力,科学技術者としての必要なリテラシー,問題発見力,論理的解決能力,国際的に通用する科学
技術コミュニケーション力,地球環境と人類への敬意,自己管理力と自主学習力,他者との協調・
協働と自己と社会への倫理性を有する人材となる教育を展開していきます 。
入学者には,次のような能力を求めます｡大学入試の筆記試験の結果だけを意識した視野の狭

い学習を行ってきた人材ではなく,大学での学業遂行のための全般的な能力を有する人材を求め
ます。具体的には,高等学校段階できちんと学習成果を出すことができた人,日々の学習を粘り強
く継続的にかつ丁寧に,確実に挑戦することができる人,断片的ではなく,継続的に学業や興味・関
心分野に取り組んできた人,学んだ知識を応用したり,関連付けたり,新たな問題意識につなげ,深い
考察を獲得しようと自らで学ぶ姿勢がある人,自己の振り返りと冷静な判断力がある人,公正かつ
オープンマインドで情動を統制する能力がある人,社会や他者との関係性を大切にし,強調･協働
の姿勢が取れる人,さらに興味・関心ある分野において学校内外で高度なレベルに挑戦し,成果を
上げている人,将来の目標を考慮して,積極的に学習や活動をしてきた人を求めています。
入学者選抜では,それらの能力を多面的・総合的に評価をします。高等学校段階までの基礎的

な学習知識と技能,それらを活用して課題解決できる能力,思考力,判断力,表現力をみます。また,
主体的な学習態度と豊かな人間性に着目した評価を行います。さらに,本学での学習に対する意
欲と目標の確実性と目標までのストーリー,社会や他者との協働性やリーダーシップおよび学問分
野の適性を判断します。これらの力を,出願書類,スクーリング,筆記試験,面接などこれまでの成果
の経緯とエビデンス,大学での教育現場を再現した方法により学業遂行能力を判定します。

①②
大学ミッションと価値

③④
ＣＰ・ＤＰと教育戦略

⑤⑥

高大の環境分析結
果と戦略課題

④と⑥を統合
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5.4.3 高大移行期教育の戦略課題  

次に，高大移行期教育の戦略課題について取り上げる。  
現在の我が国では，大学合格が早期に決まる高校生は，新入生全体の約半数

にのぼる。合格が決まった高校生には適切な教育が施されず，放置されたまま

空白の数か月を過ごすことになる。近年では，そのような状況は問題であると

して，大学の方から合格内定者にさまざまな教育，いわゆる入学前教育を提供

するようになっている。しかし，その早期合格者への対応は，大学ごとに多様

化，拡散しており，多くは高校教育での未履修・学力不足のリメディアル教育

であり，初年次教育のように概念研究から派生し，価値やフレームを発見し，

共有化するといった動きではない。つまり，合格後から入学までの時期の教育

の方向性が未検討のまま，見切り発車的に始まってしまった状況にある。この

項ではそこに注視して，初年次教育に関する海外の知見を参考に，初年次教育

および入学前教育について考えてみたい。 

 まず，カレッジ・レディネスを取り上げる。カレッジ・レディネスについて

米国のテスト開発で有名なカレッジボード(2010) 126では，｢学生が知識，スキル，

行動において，リメディアル教育を受けることなく，４年間のコースワークを

終了できる状態をカレッジ・レディネスができている｣と考えている。さらに，

カレッジ・レディネスの要素は複合的であり，以下のような内容となっている。 

 

１．高校のコアカリキュラムによりアカデミックな知識とスキルが獲得できて

いること 

２．高大連携等の大学入門型コースにおいて，教科のより詳しい知識や高校よ

り高い思考や学習と研究のスキル(例えば，推論，問題分析や解決，伝達力

など)が養成できていること 

３．大学や職業の理解とそれに応じた大学での学習プランがあること 

４．学習における粘り強さ，柔軟性，人としての成熟度といった非認知的な面

も備えていること 

 

これら指摘している要素を念頭におき，初年次教育の目標概念 127を参考にし

て，本格的な大学教育に入る前にどのような教育・環境をつくっていけばいい

                                                   
126 Amy Elizabeth Schmidt and Wayne J. Camera(2010)｢Higher Education Admissions for 
The 21st Century｣,College Board 
127 山本以和子(2002)｢初年次教育からみた新しい高大接続モデルの探求－オーストラリアの大

学におけるグッド・プラクティス事例に基づいて－｣名古屋大学大学院学位論文 p.33 
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かを考える。大学に入学してきた学生を対象とした初年次教育の目的は，中退

率を下げ，大学の帰属意識を生み，学生のアカデミック志向を満足させ，教育

効果を高めることである。大学に入学して何をやりたいのかよくわからない学

生，期待して入学したが何かで傷ついてやる気をなくしてしまう学生がいるに

も関わらず，そのような状況を放置していると，学習が中断され，挙句の果て

に退学をしてしまうという事態に陥る。それを回避するためには，山本(2002) 128

によると，初年次教育では，①大学のミッションや教育目標を伝えたり， ②自

分の大学に誇りをもたせるような情報を提供したり，③大学時代の学習目標を

計画させたり， ④自分の人生に希望を持たせるようなキャリアプランを形成す

るといった教育が有効であると指摘がされている。 

一方，入学前教育の場合は，高校と大学での学びの違いを認識させ，自立し

た学習者への変身を促し，学生のアカデミック思考を満足させてスムーズな大

学教育への意向を測ることが目的となる。何をしたいのかわからないとか，学

習に対して指示待ちで受身であるといった新入生は，自己コントロールができ

ず，学習を放棄することが少なくない。また，知識の取得はできても，それを

転移させることが難しかったり，人生経験が少ない分，体験する機会に恵まれ

ず，学問のゴールがイメージできなかったりといったことが考えられる。その

ために①高校と大学の学びの違いを伝えること，②大学時代の学習目標を持た

せること，③継続的な学習スタイルが確立するような支援をすること，④大学

生活に憧れや希望を持たせることが有効である。 

さらに，本格的な大学教育が始まるまでに身につけたい要素として，第１章

で示した近田(2003) 129の初年次教育の三要素 130を取り入れて整理したのが図

5-16 である。これにより初年次教育と入学前教育における課題，目的並びに方

法の関係性を整理して理解するのに役立てることができる。 

                                                   
128 山本以和子(2002)｢初年次教育からみた新しい高大接続モデルの探求－オーストラリアの大

学におけるグッド・プラクティス事例に基づいて－｣名古屋大学大学院学位論文  
129 近田政博(2003)｢初年次教育の日米比較－特質と課題｣大学教育学会課程研究集会 
130 UNMATURE な学生を MATURE な学生にする要素として三つを提示している。＜大学生活の適応

＞では，｢大学のミッションや教育目標を伝えること｣や｢大学の学習施設の利用法を教えること｣

等，＜基礎的学習スキル＞では，｢学びのスキルや思考法｣等を指し，＜人格の形成＞では，｢自

分，他者，社会との関わりのマネジメント｣等を指している。(第１章第２節第２項参照) 
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図 5-16 高大移行期の教育の戦略課題・目的・方法 131 

 

まず，本格的な大学教育に入る前に必要な大学の教育活動(初年次教育)とし

て表 5-5 に示すように，大きく四つの項目を挙げている。 例えば，１．｢大学

を理解させる｣は，大学を理解させるために，大学を案内したり，大学の文化を

説明したり，学生支援サービスがあることを認知させるとしている。２．｢学問

の方向付けと目的意識を与える｣については，学問の方向付けと目的意識の醸成

を挙げている。新入生には，専攻の学問領域について改めてしっかりとフォロ

ーする必要がある。その中で，大学の個性と言える教育や研究を伝えることは，

彼らの誇りにもなる。さらに，そのような教育・研究の強みを学生自身のキャ

リアプランニングに結び付けることができる。３．｢学生生活への適応を推進す

る｣に関しては，大学の世界の住人にさせ，帰属意識を持たせるためには，仲間

集団の一員にさせる方法があることを取り上げている。学問や学生生活での交

流の中での心地よい刺激は，学生のモチベーションを上げるいい手立てとなる。

さらに，４．｢学習力を与え，向上させる｣では，学習のための基本的スキルを

教授し，レベルを引き上げることを目指すための方策を挙げている。 

 

 

 

 

                                                   
131 山本以和子(2012)｢大学進学前段階における高大接続教育モデルの考察｣『初年次教育学会第

５回大会発表要旨集』,pp.70-71,初年次教育学会 
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表 5-5 本格的な大学教育に入る前に必要な大学の教育活動(初年次教育) 

 

■本格的な大学教育に入る前に必要な大学の教育活動(初年次教育) 

 １．大学を理解させる 

 1.1 大学を案内する 

 1.2 大学文化を説明する 

 1.3 学生支援サービスを伝達する 

 

 ２．学問の方向付けと目的意識を与える 

 2.1 専攻の設置理由と特徴を理解させる 

 2.2 専攻の目的・目標・成果・評価方法・教授法・学習法を理解させる 

 2.3 専攻の内容が含まれた学生自身のキャリアプランニングと学習計画立案 

  

 ３．学生生活への適応を推進する 

 3.1 仲間集団との交流を促進する 

 3.2 社会の一員としての人格・礼儀・義務感を醸成する 

 3.3 学生生活適応のための支援をする 

 

 ４．学習力を与え，向上させる 

 4.1 生涯学習者(アクティブ・ラーナー)への転身のための学習観の転換を図る 

 4.2 学習ための基礎的知識とスキルを与える 

 4.3 学びのための思考法や学習方略を与える 

 4.4 グループワーク，コミュニケーション，調査や収集などの経験を通して一般的なスキルを

与える 

 4.5 知識と知識，知識とスキルなど融合的利用能力を開発する 

 

次に入学前教育について表 5-6 に示す。１.｢大学の学びを知る｣には，大学を

案内し，学問分野体系やその学問目的・概要概略を伝え，高校と大学の学びの

違いを理解させる。２.｢基礎的な学習スキルを与え，使えるようにする｣ことで，

グループワーク・書く・話すことのコミュニケーション力や調査や収集などの

一般的スキルを与え，課題発見～解決方策のプランニングと実行～解決案提示

という一連のプロジェクト活動の 行動原理を理解させ，自ら実行できるように

する。さらにそれらが学校外での学習活動においてトラブルなく，安定的にで

きるようにする。特に伝達力については，同世代ではなく，異世代・異文化の



182 
 

人間関係の中でも有効に機能できるようにするため，慣れるようにすることが

必要である。３．｢大学生生活，社会生活の適応を促進する｣として，社会規範，

マナー，公共心，社会正義を涵養し，社会問題，時事問題への関心を促進する。

ここでは，自分と社会の関わりが理解できている状況を創出する。さらに，モ

チベーション・感情のコントロール力を育成するような教育が考えられる。４．

｢自分，大学，社会の関係を構築できるようにする｣から，将来ビジョンまたは

キャリアの方向性を持っている状態を作り出し，社会の中での自分のキャリア

志向が語れるようにする。そして，大学での体験を位置付けることができる支

援教育が大事であると考える。そして，最終的には，｢だから高校の学習体験が

必要である｣と実感してもらえるような仕組みや，大学に入学して，｢この分野

の勉強を真剣に取り組みたい｣と希望を持たせる仕組みを教育活動の中に仕掛

けていく必要がある。 

 

表 5-6 大学入学までに必要な大学の教育活動(入学前教育) 

 

■大学入学までに必要な大学の教育活動(入学前教育) 

１．大学の学びを知る 

1.1 大学を案内する(キャンパスや研究室から高校との違いを感じる)           

1.2 学問分野体系とその目的・内容を知る 

1.3 高校と大学の学びの違いを理解させる 

 

２．基礎的な学習スキルを与え，使えるようにする 

2.1 学習のための基礎的な知識とスキルを与える 

2.2 グループワーク，書く･話すのコミュニケーション力，調査や収集などの一般的スキルを与

える(異世代，異文化の人たちに触れ合う機会創出) 

2.3 課題発見～解決方策のプランニングと実行～解決案提示という一連のＰＪ活動の行動

原理を理解し，自ら実行できるようにする  

2.4 学校外での学習活動においてトラブルなく，安定的にできるようにする 

 

３．大学生生活，社会生活の適応を促進する 

3.1 社会規範，マナー，公共心，社会正義を涵養する  

3.2 社会問題，時事問題への関心を促進する(自分と社会の関わりが理解できている)  

3.3 モチベーション・感情のコントロール力を育成する 

４．自分，大学，社会の関係を構築できるようにする 
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4.1 将来ビジョンまたはキャリアの方向性を持っている状態を作り出す 

4.2 社会の中での自分のキャリア志向が語れるようにする 

4.3 上記に，大学での体験を位置付けることができる 

 

要するに，大学教育にスムーズに移行するためには，  

１．入学までモチベーションを維持させるための仕組みを構築すること    

２．学習の継続を推進する環境を用意すること，  

３．自立した学習態度へ変身できるようなプログラムを作ること 

が，必要であると考える。しかも，できるだけ早く完成することが望ましい。 

 

5.4.4 高大トランジションのコンセプト  

 最後に高大トランジションのコンセプトについて考察を加える。コンセプト

とは，全体を貫く総括的基本概念であり，教育活動全般を通して，その焦点と

実現に向けた役割を表現するものである。よって，高大移行期のプログラムは，

このコンセプトに沿って行われる必要がある。さらに，何を行い，どこが新し

いのかというテーマの訴求点が注目される。これまでのダビンチ入試では，コ

ンセプトは以下のように表現している。  
   

１．ダビンチ入試を受験することで，かれらが自分を見つめなおして，自分のビジョンが描ける。 

２．高校までに学んできた知識のネットワークに新しい知識を組み入れ，それが化学反応を起すこ

とを体験する。 

３．単一の正答を覚える学習ではなく，知識を活用し，表現する学びを体験する・・・・そういう学び

が愉快になる入試。 

４．これらの大学の教育を先に体験することで，不合格しても進学モチベーションを変えない入

試。 

５．それらを称して｢受けてよかった入試｣を目指す。 

 

しかし，｢新｣ダビンチ入試ではコンセプトは変わる。第５章第３節で明らか

にした韓国での事例研究の知見により，高校時代の教科学習のみならずその他

の創意活動は，多くの才能を芽吹かせていることに注目する。｢新｣ダビンチ入

試では，生涯学習としての学びのストーリーを持った受験生に対して，大学教

育が目指す人材像となる潜在能力を選抜過程で多面的に判定し，かつ彼らに教

育的示唆を与えていくことを目指したい。また第４章第４節第３項の入学前学

習と大学進学後の学習成果の関係についての研究より，合格者の高大移行期の
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教育への参画は，入学後の教育成果に影響を与えることがわかった。したがっ

て高大トランジションの達成には入学者選抜だけではなく，その後の入学前教

育ならびに初年次教育によりカレッジ・レディネスが育つことに着目すべきで

あり，さらに，入学者選抜＋高大移行期の教育で高大トランジションが達成で

きるという認識を持つ必要がある。よって，その入学者選抜と高大移行期の教

育を設計するにあたって，全体を見通したコンセプトを作成する必要がある。  
そのときの高大移行期教育のコンセプトであるが，先述のとおり，本学の場

合は，入学前教育が実施できるのは，ＡＯ入試合格生のみである。そのため入

学前教育では彼らが高校時代に育成されなかった点に着目して，他の一般入試

合格生に刺激を与えることができる教育を展開したい。従って，入試と同様に

教育的示唆と実践を交えながら，アドミッション・ポリシーと同一の方向性で

コンセプトを構築する。例えば，先述のこれまでのコンセプトに対して第５章

第３節で示した知見や本節で示したアドミッション・ポリシー，高大移行期教

育の戦略を加味すると次のように新しいコンセプトを表現することができる。

１．と３．は韓国からの知見，２．と４．はアドミッション・ポリシーおよび

高大移行期教育の戦略よりポイントを抽出し，作文をした。最後の５．は，１．

～４．を貫くキーワードを利用して総称とした。  
 

１．これまでのあらゆる学びをもとにこれからの学びをつなぎ，入学後および卒業後を見通した学び

のストーリーを描ける。 

２．入試や高大移行期教育でこれまで培ってきた知識と能力の融合を図り，さらに現実社会の

解決と未来社会の構築の面白さを実感させ，真のアクティブ・ラーナーへの変身を促進する。 

３．学力水準を保ち，学びのストーリーを照準として育成された高度な能力や才能に注目する入

試。 

４．大学教育へのスムーズな移行へ寄与し，テック・リーダーへのカレッジ・レディネスを開発する。 

５．それを称して｢才能を発見し，育てる入試｣を目指す。 
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◇ 第５章第２～３節は次の論文を基に作成している。 

山本以和子(2014)｢韓国大学入学者選抜の変容―入学査定官制導入後の展開状

況―｣『大学入試研究ジャーナル』№24,pp.105-112,大学入試センター 

山本以和子(2016)｢多面的・総合的評価入試の判定資料に関する日韓比較調査｣

『大学入試研究ジャーナル』№26,pp.29-36,大学入試センター 

 

□□□ 参考文献 □□□ 

Amy Elizabeth Schmidt and Wayne J. Camera(2010) ｢ Higher Education 

Admissions for The 21st Century｣,College Board 

ベネッセ・駿台予備校データネット(2015)『合格可能性判定基準』 

http://dn.fine.ne.jp/dn/b/002/center/ hantei/hantei_kijyun/ 

近田政博(2003)｢初年次教育の日米比較－特質と課題｣大学教育学会課程研究集

会 

大学入試センター研究開発部(2014)『各国の大学入試制度』(韓国は山本が作成) 

大作勝・南部広孝(2006)｢ＡＯ入試の調査書の扱いについて｣『大学入試研究ジ

ャーナル』№16,pp.65-70,大学入試センター 

川嶋太津夫(2010)｢ジェネリック・スキルとアセスメントに関する国際動向｣ 

『学士課程教育のアウトカム評価とジェネリック・スキルの育成に関する

国際比較研究』平成 19-21 年度科学研究費補助金基盤研究(B)研究報告

書,pp.155-161 

木村拓也(2011)｢国公立大学ＡＯ入試における提出書類の傾向－モザイクプロ

ットと多重対応分析を用いた検討－｣『大学入試研究ジャーナル』№

21,pp.171-179,大学入試センター  

韓国大学教育協議会(2010)｢入学査定官制運営共通基準(共通選考要素)｣ 

(韓国語) 

韓国大学教育協議会(2012)｢入学査定官制支援事業選定結果発表｣(韓国語) 

韓国教育課程評価院(2015)『2015 年大学入試情報』(韓国語) 

韓国Ａ大学(2012)入学査定官制入試出願資料(韓国語) 

倉元直樹・西郡大・石井光夫(2010)｢選抜資料としての調査書｣『大学入試研究

ジャーナル』№20,pp.30-34,大学入試センター 

京都工芸繊維大学(2015)｢2016 年度概算要求書｣ 

文部科学省高等教育局大学振興課大学入試室(2015)｢現行のアドミッション・ポ

リシー(入学者受け入れ方針)に関する資料｣ 

清水禎文(2012)｢ジェネリック・スキル論の展開とその政策的背景｣｢東北大学大
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学院教育研究科研究年報｣第 61 集第１号,pp.275-287 

富永倫彦(2005)｢入学者選抜における調査利用の実態調査｣『大学入試研究ジャ

ーナル』№15,pp.85-91,大学入試センター 

山本以和子(2002)｢初年次教育からみた新しい高大接続モデルの探求－オース

トラリアの大学におけるグッド・プラクティス事例に基づいて－｣名古屋大

学大学院学位論文 

山本以和子・池田輝政(2002)｢初年次教育から見た新しい高大接続モデルの探

求｣『日本高等教育学会第５回大会発表要旨集』,pp.154-155,日本高等教育

学会  

山本以和子(2010)｢大学０回生に必要な教育～早期合格者に対する入学前教育

～｣『京都高大連携研究協議会第８回高大連携教育フォーラム報告集』, 

pp.106-114,大学コンソーシアム京都 

山本以和子(2011)『일본 AO 입시의운영과 과제(日本のＡＯ入試の運営と課題) 

』,RRM2011-33-4,pp.1-72,韓国教育開発院 

山本以和子(2011)｢大学入学前後に必要な教育 ～入試接続から教育接続へ～｣

『アドミッションセンタージャーナル』３号,pp.1-6,京都工芸繊維大学ア

ドミッションセンター 

山本以和子(2012)｢アドミッション・プロセスと入学後の教育への準備｣『看護

展望』第 37 巻第 13 号,pp.4-11,メヂカルフレンド社 

山本以和子(2012)｢大学進学前段階における高大接続教育モデルの考察｣『初年

次教育学会第５回大会発表要旨集』,pp.70-71,初年次教育学会 
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第６章 総論 

 

6.1 はじめに 
 

 本章では，結論として各章で得られた知見を整理し，本研究で得られた知見

の意義について確認する。最後に本研究の今後の課題を整理し，結びとする。 

 

 

6.2 本研究のまとめと知見  
 

2014 年の中央教育審議会の高大接続答申では，高等学校教育・大学入学者選

抜・大学教育の三位一体改革が唱えられ，「高大新テスト」構想により高大接続

が入試接続ではなく，教育接続の方向へ視点が向けられた。過去は入試だけで

高大移行が達成できたと考えられていたのに，なぜできなくなったのか。入試

研究で方法を追求しても，接続教育にあたる初年次教育を導入しても，いまだ

にスムーズな高大移行が達成できていない状況である。 

本研究は，高大トランジションを達成させるために入試と教育をどのように

再設計するかがテーマである。現在の一般入試ではなぜ高大トランジションが

達成できないのか。一方，現在のＡＯ入試はどこまで高大トランジションを達

成していて，導入後の課題は何か。ダビンチ入試と高大移行期教育は，日本の

ＡＯ入試の課題を解決しているのか。また新たな成果は何で，それらは高大ト

ランジションをどこまで達成しているのか。さらにそれらの未解決課題は何で，

ダビンチ入試と高大移行期教育が高大トランジションを達成するためにどのよ

うな方向性をもって再設計すればいいのか。これらの問いに答えるために，高

大接続と言われている曖昧な定義を高大トランジションの概念構造として提起

し，日本の一般入試，ＡＯ入試，事例としてダビンチ入試の成果と課題を分析

した。また，その結果について，その高大トランジションの概念構造の段階に

着目しながら考察を行った。その分析と考察の結果をまとめると，以下のよう

になる。 

 

 第１章では，先行研究から高大トランジションの概念の整理を入学者選抜と

大学進学レディネス開発にあたる初年次教育で行った。その結果，日本の高大

トランジションは，１点刻みの教科力で行う知識偏重型の入試と，学力不問の
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入試に大別され，前者は，入学後に詰め込み・暗記型学習姿勢の転換の教育を

行わなければならず，後者はリメディアル教育・自立学習者へ転換する初年次

教育を行わなければならない状況を示し，それらの後続の教育は入試の内容に

関わらず一律に行われていることを言及した。2014 年の中央教育審議会「三位

一体改革答申」での高大接続の方向は，学力保証を利用した入試と受験生の多

様な能力育成やキャリア意識の醸成の成果を多面的・総合的に判定するもので

ある。そうなると，入試類型により判定が異なるようになり，高大トランジシ

ョンを達成するためにその入試と大学進学の準備教育との連携が必要となる。

これにより，高大移行を達成するためには，高校と大学の学びをどう接続する

のか，大学進学のレディネスをどう形成するのかの 2 つを課題が提示できた。 

さらに，もう一つの視点に着目した。現在の高大接続の議論では高大接続，

高大移行の定義の曖昧性が存在しており，それを払拭するため語源をもとに考

察した。高大接続の「Articulation」は，「接続後に機能可能なようにふるいに

かける。もしくは機能可能なようにつなぐ」すなわち，機能ができるかできな

いかはまだ不明な状態で「接続完了」となることを指しており，一方，高大移

行の「Transition」は「接続後にほぼ機能できると推測できるのでつなぐ。さ

らに確実に機能するために変える・変わった」状態で「移行達成」となること

を指摘した。「接いだ」後にしっかり成長（変化）を促すことで「移行達成」と

なる考え方を採用し，「変える」の概念を加えた。この「変える」という視点に

より，高大接続ではなく，高大移行（高大トランジション）の達成を目指す入

学者選抜・接続教育のゴールを明確に捉えることが可能となり，高大トランジ

ションの概念構造で「ふるう」→「つなぐ」→「変える」の段階を提示した。 

第２章では，既存の資料を通じて日本の一般入試の変容をたどりながら，高

大トランジションの機能の変化を分析し，ＡＯ入試の出現前までのその機能の

状況課題と原因を明らかにした。その結果，戦後当初の大学入試は，教科学力・

適性検査にて大学が進学基準を持っていたが，その後教科学力能力主義が台頭

した。教科学力能力主義は，進学希望者が大学定員を上回ることで競争が発生

し，大学進学レベルの学習能力全般の質保証となった。1990 年代に入ると 18 歳

人口の減少と４年制大学増設から受験市場の需給バランスによる選抜性の喪失，

高校教育の変化による学習履歴の多様化と環境変化に応じて，入試の機能は受

験生基準の選抜基準へと移った。そのため教育的接続機能が低下し，その結果，

大学進学レディネスが欠如したまま大学教育へ進む事態が現れた。これらは，

教科学力能力主義に頼った入試の実施と 18 歳人口と大学定員の需給バランス変

化が原因であり，そのことにより，教科学力能力主義入試「ふるう」→多面的
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評価入試「つなぐ」への気づきとなったことが明示できた。 

第３章では，導入後のＡＯ入試はどこまで高大トランジションを達成してい

るかを検討する前に，まず一般入試の機能変容以外にＡＯ入試が出現に至った

理由を高等学校・高校生の環境変化および海外からの影響について考察し，高

校教育内容の多様化と高校生の学習に対する変化を明らかにした。さらに，米

国の入試改革における評価尺度の多元化および多面的・総合的評価の研究がＡ

Ｏ入試導入の推進につながったことを明示した。 

次にＡＯ入試の実施状況を分析し，どこまで高大トランジションを達成して

いるかを検討した。ＡＯ入試の内容は，国公立大学と私立大学で大別され，さ

らにパターンに分かれており，多様な入試方法が開発されていることがわかっ

た。その入試方法の開発により現在のＡＯ入試は，高大トランジション段階の

「つなぐ」機能に位置すると論じた。 

さらに，ＡＯ入試導入後の大学におけるＡＯ入試実施再考の動向や合格者の

学力調査の結果等を用いて分析し，課題として１．学業遂行能力につながるテ

スト開発の遅れやＡＯ入試合格者の大学進学後の学習成果の未到達，経営事情

による無試験化 ２．合格後の学習目的や意欲，学習姿勢の喪失 ３．選抜基

準の曖昧性 ４．ＡＯ入試のスケジュールによる一般入試対策の阻害とＡＯ入

試の不合格者のケアの問題を明らかにした。 

第４章では，ダビンチ入試と入学前教育は，現在のＡＯ入試の課題を解決し

ているのかを取得データから分析し，さらに新たな成果について検証し，現在

のダビンチ入試と入学前教育の高大トランジション機能の達成度を考察した。

その結果，ダビンチ入試は現在のＡＯ入試の課題を次の点からクリアにしてい

ることがわかった。上記の１．については，ダビンチ入試が大学での学業遂行

能力を総合的に評価している点，１年生後期の成績によるドロップアウト予備

軍対象者がダビンチ入試合格者のほうが一般入試合格者より少ない点，さらに

志願者が定員よりも常に多く，競争的選抜ができており，経営事情による無試

験化にはなっていない点。２．については，出願時に作成する資料が学習目的

を明確化させる機能を含めて設計している点，また，入学前教育には学習習慣・

モチベーション維持のための仕掛けを行っている点。３．については，詰め込

み型や受験シフト型の対策学習を回避し，高校教育現場での学習がダビンチ入

試の対策につながる入試設計をしている点，選抜基準は，あくまでも学習指導

要領の中で設定している点。４．については，高校での学習活動，一般入試対

策がダビンチの対策であり，ＡＯ入試の受験対策は不要としている点，受験す

れば大学への向学意欲が醸成されるような教育的題材や仕掛けを施している点。
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以上の点によりこの課題を解決していることを明らかにした。 

また，ダビンチ入試は日本のＡＯ入試の課題をクリアにしているだけでなく，

さらなる成果もあった。 

一つ目，ダビンチ入試の合格者は，１．自分で分析して回答する試験形式に

違いを感じ，普通の教科学力試験では測れない力を求められていることを感じ

ている点。２．ダビンチ入試を体験して合格・不合格に関わらず向学心が醸成

されていた点。３．受験により成長を実感したという点が明らかになり，これ

らにより「教育的入試」という機能が備わっていることがわかった。さらに，

ダビンチ入試不合格者が一般入試で再受験している割合を分析したところ，再

受験者が多いことが判明した。 

二つ目，ダビンチ入試の教科学力保証について合格者のプレースメントテス

トの結果をみると，創設当初と比べるとテスト成績が上昇しており，ダビンチ

入試の入試内容の質は向上していることがわかった。 

三つ目，ダビンチ入試合格者の入学後の学習成果は，一般入試日程の学生と

比べても遜色なく，さらにダビンチ入試合格者の方が一般入試の合格者より単

位取得数が多く，学習に対して意欲的なことがわかった。 

四つ目，ダビンチ入試合格者の学習行動特性については，新入生アンケート

により基礎的学習スキルがあり，学習観や学習方略，学習態度や姿勢等で他の

入試類型と比べて成熟していることが判明した。 

五つ目，入学前教育の参加状況が良好で満足度も高く，学習プランニング，

大学生活の不安解消，苦手単元の克服，学習姿勢の維持・向上に効果があるこ

とが明らかになった。加えて，入学前教育の提出率（学習姿勢）と入学後の学

習成果の間には相関関係が認められ，これにより入学前教育の継続かつ安定的

な参加姿勢が入学後の成績を左右することがわかった。 

これらから，ダビンチ入試は日本のＡＯ入試導入後の課題をクリアにしてお

り，さらに新たな成果として「教育的入試」機能を持ち，入試内容の学力面と

レディネス面での測定の質が上昇しており，ＡＯ入試合格者の入学後の学習パ

フォーマンスの成果が認められた。一方，入学前教育では，学習姿勢と学習意

欲の維持，大学生への転換が図られていること，大学生への転換も図られてい

ることを示すことができた。以上から，ダビンチ入試は，「つなぐ」機能をもち，

さらに「教育的入試」の展開から「変える」機能も有していると論じた。 

第５章では，高大トランジション達成に向けたダビンチ入試の未解決課題の

提示，そして再設計するための方向性を提示することを目的とした。未解決課

題の考察には，韓国の入試をベンチマークした。その結果，韓国と日本のＡＯ
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入試を比較して次のような違いが判明した。１．全入学定員全体の半数以上で

調査書重視の入試を行っていること。２．高校教育の正常化を阻害する校外活

動の選考要素で合否判定することを禁止していること。３．教員が記述する出

願時の書類が多く，特に調査書の記入項目は詳細な情報まで記入すること。４．

教科学力最低基準で学力の質保証システムが構築されていること。５．大学へ

の移行の可否は高校での学習生活活動の充実度合いで査定できるといった徹底

した高校教育へのリスペクトが存在していることが明らかになった。以上より，

韓国では高校教育の質保証について創意的学習活動の推進と厳格な出願選考資

料で行っていることがわかった。また，高大移行の可否を査定する評価者の能

力開発教育を推進し，インフラを整えていることが判明した。 

次にダビンチ入試の高大トランジション達成に向けた課題を探るために，本

学の新入生の進学レディネスの状況を新入生アンケート調査で分析した。その

結果，入試類型別の基礎的学習スキル，学習歴，学習態度・姿勢，学習成果に

対する柔軟思考や解答解決の思考過程，学習方略などの認知的技能における違

いが明らかとなった。これらよりダビンチ入試と入学前教育を高大トランジシ

ョン達成に導くための解決課題は,判定に利用する情報と判定方法のさらなる

高度化であり，また各入試類型と高大移行教育の連携，入学前教育のリメディ

アル教育からの脱皮，入試と高大移行教育のための組織作りであると論じた。  

最後に高大トランジション達成のための方向性を示すため，上記の未解決課

題とステークホルダーの課題を合理的に解決できる戦略課題設定フレームを策

定した。このフレームを利用して課題の解決方向を示し最終的にアドミッショ

ン・ポリシーと新しいダビンチ入試と接続教育のコンセプトを提示した。 

以上から得られた知見は，次のようにまとめることができる。 

１．教育接続を意味するトランジションの概念にたって，現状の高大接続のコ

ンセプト曖昧性を確認し，「ふるう」→「つなぐ」→「変える」の高大トランジ

ションの概念構造による高大移行の機能の段階を提示した。 

２．高大トランジションの概念構造による段階に沿って，日本における一般入

試，ＡＯ入試の成果を検証し，課題を提示した。 

３．高大トランジションの概念構造による段階に沿って，現行のダビンチ入試

と入学前教育の成果を検証し，それらが「つなぐ」だけでなく「変える」機能

を有していることを明らかにした。 

４．現在のダビンチ入試の未解決課題から，高大トランジション達成のための

再設計の方向性を構築するフレームを提示し，「新」ダビンチ入試への方向性を

示唆した。 
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6.3 本研究のインプリケーション  
 

本研究は，高大のスムーズな移行が実現しない高大接続システム状況を解決

するために，その概念整理とダビンチ（ＡＯ）入試の検証を通して新たな高大

移行の達成を検討してきた。ここでは，本研究の知見よりインプリケーション

を２点取り出して議論をする。 

 

6.3.1 高大接続と高大移行について 

本研究では，日本における高大接続の概念の曖昧性を論じ，教育接続を意味

する高大移行（高大トランジション）の概念構造を示した。 

日本の高大接続に関する研究は，中村（2010） 132によると，戦前から続いて

きたものであるが，現代における「高校と大学の接続」の問題はそれまでより

社会的注目度が高くなっている。第２章で述べたように大学の大衆化と高校教

育の進学率の高まりは，高校教育と大学教育の様相を変え，それに伴って入学

者選抜システムの学力の質担保の課題が生じた。この問題に入試制度から取り

組んだのが荒井（1998，2000，2002，2005） 133の研究である。そこでは，高校

と大学の接続が選抜から教育への転換を予測し，米国のリメディアル教育の研

究と，第３章でも扱った荒井・橋本（2005）学習能力の多様化とその評価が提

示された。一方，高校教育と大学教育の乖離に注目したのが山田（2000，2001，

2003，2004，2005） 134である。米国の一年次教育を日本に導入し，米国のユニ

バーサル化現象を背景とした大学中退率を下げる大学進学レディネスの開発を

                                                   
132 中村高康(2010)「ユニバーサル化の課題としての「高大接続」『大学への進学 選抜と接続』, 

pp.286-289,玉川大学出版会 
133 荒井克弘(1998)「高校と大学の接続－ユニバーサル化の課題」『高等教育研究』第１集,pp. 

179-196,日本高等教育学会 

荒井克弘編著(2000)『学生は高校で何を学んでくるのか』,大学入試センター研究開発部 

荒井克弘(2002)「大学進学のユニバーサル化と高大接続」『東北大学大学教育研究センター年報』

第９号,pp.1-10,東北大学 大学教育研究センター 

荒井克弘・橋本昭彦編著(2005)『高校と大学の接続―入試選抜から教育接続へ―』,玉川大学出

版部 
134 山田礼子(2000)「アメリカの高等教育機関における導入教育の意味－学生の変容との関連か

ら－ 」『大学論集』32,pp.129-144,広島大学･大学教育研究センター 

山田礼子(2001)「ユニバーサル化時代における導入教育の意味－４年制大学学部長調査の結果か

ら－ 」『高等教育研究叢書』３,関西国際大学高等教育研究所 

山田礼子(2003)アメリカの一年次教育の構造―2002 年度４年制大学調査から」『大学と教育』 

37,pp.4-28 

山田礼子(2004)「初年次支援プログラムの構築とフレッシュマン・セミナー」『学士課程教育の

改革』,pp.200-219,東信堂  

山田礼子(2005)『一年次(導入)教育の日米比較』,東信堂 

山田礼子(2007)「日本版初年次教育構築のために」『初年次教育：歴史・理論・実践と世界の動

向』,pp.57-67,丸善  
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紹介した。その頃は日本においてもＡＯ入試以外に高校における「ゆとり教育」

を受けた学生を迎え入れることで，どのような準備教育が大学で必要かを問わ

れている時代であった。その後，日本ではこの入試システムとリメディアル教

育，初年次教育が交錯し，高大接続の問題が議論されるようになる。入学者選

抜システムについては，ＡＯ入試の拡大と共に高校教育の学力保証が課題とな

り，選抜方法と入学後の学業成績の違いを追跡し，多種多様な選抜方法の検証

が行われるようになる。また，初年次教育はリメディアル教育や入学前教育が

包含され，大学進学の準備教育としての方法論が追及されるようになる。しか

し，入試と関連させた初年次教育の追跡研究や事例研究は管見の限り見あたら

ない。中村（2010）が「高大接続論があまりに普及しすぎた結果，様々なテー

マに関して「高大接続」のタイトルが銘打たれており，議論にやや混乱をもた

らしているように見受けられる」と述べているように，何をゴールにした「高

大接続」なのかが不明確になっている。 

 高大接続は，英語圏で「ARTICULATION」と表現され，それは異質なものを「接

ぐ」という語源からきていると，第１章で説明した。この「接ぐ」は，接木の

イメージで説明できる。接木の行為は，別の植物に目的の植物をつなぎ，育成

させる技術である。これを高大接続にあてはめると，大学に高校生を接ぐこと

になる。第 1 章に指摘したように，大学と高校は異質なものと捉えられている。

この異質なものをどのように接ぐのかについては，高校と大学をどのような入

試方法でつなげばよいのかという一般入試（教科学力のみに頼り選抜する入試）

に代わる制度的な接ぎ方として捉えられてきた。接いだ後には，新しいステー

ジで成果が上るはずが，そうならなかったのが日本の入学者選抜の実態である。

受験勉強に動機づけられた狭い学力に留まる弊害について，本格的な対応が想

定できていなかったと言える。 

 日本の高大接続はどのような概念で捉えられてきたか。第２章で示したよう

に，戦後直後は高校生を大学に「接ぐ」時に，大学の選抜基準に適合した受験

生でなければふるい落とされた。この状況は，能研テスト後の教科学力による

能力主義タイプのテストを実施し続けた共通一次試験まで続いた。センター試

験時代は，大学の選抜基準が受験市場に引きずられる形での接ぎ方になった。

これは一見，大学と高校生を「つなぐ」形には見えたが，新しいステージであ

る大学自体は変化していないので，結局大学教育で成果が出せるレディネスが

欠如している高校生は，そのステージで成果を出すことができなかった。それ

は，第３章で詳述したＡＯ入試でも変わらなかった。その原因は，高校生と大

学を「接ぐ」行為そのものにだけ注視したことにある。つまり，高校生の性質，
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大学の性質を度外視し，接ぐときの断面にあたる入試の方法ばかりを論じてき

たからであると言える。 

 一方，入学者選抜システムと並んで入学前教育と初年次教育がある。これら

は，接いだあとの成長を期待して行っている教育と言える。入学前教育の場合，

大学に接いでからの成長を予測して，高校生を「つなぐ」ようにしているが，

その内実は高校教育の補完であるリメディアル教育である。これでは，大学の

質に対応できる教育開発になっていない。つまり，そもそも高校と大学は異質

なので，大学の教育内容や水準を無視して高校教育の補完をしても大学という

ステージで成長するかどうかは不明なのである。従って，大学教育を無視した

入学前教育では，高大トランジション達成への効果は期待できないことになる。 

 次に初年次教育について述べる。初年次教育の内実は海外からの輸入コンテ

ンツが多く，必ずしも日本の高校教育や高校生の状況に則して設計されたもの

ではない。今では，多くの民間教育産業がこの初年次教育を大学に参入させて

いるが，該当大学のアドミッション・ポリシーやカリキュラム・ポリシーに合

わせて提供することはできていない。さらに，初年次教育では，学生がどの入

試で入学しているのか，どこまで大学進学レディネスが整っているのかを判断

しておらず，「高校まで→大学へ」ということを見通した設計になっていない。

高校までに培った学習成果や背景を大学の教育にどのようにつなぐのかという

発想ではなく，高校までに培った学習成果や背景を無視して，強引に大学の世

界へ導入させるという発想である。 

繁桝・山形（2013） によれば，「日本では入学者選抜方針と入学者選抜実施

方法はいずれもファカルティが決めるのに対し，米国ではアドミッションセン

ターが担当する」と述べている。米国も韓国もアドミッション人材は，その領

域の学修を積んだ専門家 135たちである。そのような専門家たちにより高校から

大学までの貫通した接続システムが構築されているのだが，日本の場合は，合

格内定者や新入生の接続教育に関しては，まったく別の学習支援センター等の

機関で行うことが多く，高大トランジション全体を通して教育開発のプログラ

ムやコースをデザインしているとは言い難い現状がある。 

 現在は「高大接続」という言葉がよく使われるが，それが入学者選抜だけを

指すのか，大学進学レディネス開発までを指すのか，不明である。「高大接続」

だけであると，どうしても「つなぐ」までしかイメージできず，結局それが議

                                                   
135 一般的に米国のアドミッション専門人材は修士以上の学位をもっていることが条件。また韓

国は，専門教員は博士以上，専門職員は修士もしくは大学機関の養成コース修了生という条件が

大学によって存在し，着任後も更なる能力開発が義務化されている。  
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論の混乱の源となっていると考えられる。しかし，高大移行なら，高校から大

学への移行達成を指すことができる。従って，この高大トランジションを達成

させるには，高校生と大学をつなぎ，高校生を大学生に変えるところまでを指

すこととなり，「ふるう」→「つなぐ」→「変える」の高大トランジション構造

の段階が利用できるはずである。本研究では，日本の一般入試，ＡＯ入試，ダ

ビンチ入試の高大トランジション機能をその構造段階で提示した（図 6-1 参照）。   

この３段階について，ちがいをもう少しまとめてみた。「ふるう」は，大学基

準に則った入試と高大移行期教育で展開しているシステムである。そこには合

格基準があるため，そのレベルを照準とした受験対策型教育に高校や受験生は

傾倒しやすい。ここでの課題は，大学が合格準や試験のレベルや方向性を高め

たり，広めたりする程度を逸脱すると高校教育の範疇からかけ離れる危険性が

伴うことである。まさしく，共通一次試験以前の入試がそれにあたる。「つなぐ」

は，受験生水準に則った入試と高大移行期教育である。高校教育の質保証がで

きており，選抜性のある入試を展開している場合は，新入生の質の維持が期待

できる。しかし，高校教育の質保証がなくて選抜性が低い場合，たちまち合格

基準が下がってしまう。また高大移行期教育も前者の場合は，入試後に導入す

ることができるが，後者の場合は，リメディアル教育に時間がかかり，大学教

育時間まで侵してしまうことになりかねない。このように受験生に基準がひき

ずられ、そのフォローを高大移行期教育で行うといった現在の日本のＡＯ入試

がそれにあたる。「変える」は，入試でも高大移行期でも大学教育を照準とした

教育を施すことである。そもそも高校教育と大学教育が異質であるという前提

に立ち，高校まで学んだ知識・能力・スキルが大学教育の文脈で使えるかを問

う入試で大学教育への転向を促して成長と向上意欲を増幅させる。さらに高大

移行期教育で高大移行課題の解決に向けた教育で追従する。この方法なら，高

校教育の質に左右されることなく，受験生の水準にも大きな影響を受けない。

また，大学の合格基準が維持でき，ひいては，高校教育の質保証へも寄与でき

よう。このように提示した高大トランジションの構造の段階図は「ふるう」→

「つなぐ」→「変える」を単独ではなく連続して見ることで，各大学の入試シ

ステムや接続教育システムにおける高大移行機能の段階を評価する指標として

活用できると考える。 
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図 6-1 高大トランジション構造の段階図と入試の位置 

 

6.3.2 高大トランジション達成に向けた再設計の方向性の提示について  
教育再生会議（2013）の「大学入試が，高校教育の質保証，大学の教育水準

という２つの重い機能を課されている」により，入試の機能が破綻しかかって

いることを指摘している。このことから，大学入試は合格することが目的化し

ている教育を脱し，教科学力はもちろんのこと養うべき多面的・総合的な学力

の育成に力が注がれる状況となるよう高等教育の質保証に寄与し，大学教育の

水準に合わせた能力測定をすることが求められている。また入学定員の影響で

合格者の能力が大学水準に達していなかったり，未開発だったりする場合は，

接続教育で補うことの必要性と，さらにそれが入学者選抜とつながっているこ

とが重要であることを示唆している。 

従って，先述したように高校から大学への移行を達成させるためには，２つ

の連携した行為が同時に行われることが必要だと考える。つまり，入試で「つ

ないで」，その後の教育で「変える」のではなく，入試でもその後の教育でも「つ

なぐ」と「変える」の機能が並列して実施される方が教育的効果を期待でき，

高校教育→入試→大学教育の連関性が高くなると考える。 

しかし，実際の入試や高大移行期の教育では，この機能のフレームだけでは

実質的な高大トランジションとはならない。なぜなら，受験生は各大学が齎し

てくれる教育成果，すなわち育成する人材像に魅力を感じ，将来ビジョンと合

致させて志願をする。その期待に背くことはできない。高大移行トランジショ

ン達成のためにアドミッション・ポリシー（以下，ＡＰ）が必要になるのは，

このような理由からでもある。 

日本のＡＰは，中央教育審議会答申（1999）「初等中等教育と高等教育との接
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続の改善について」で語られ，大学教育と高校教育をつなぐ入試の機能崩壊に

伴って提言されたのが始まりである。しかし，鴫野・鈴木（2004） 136の全国調

査により「入学者受入方針の策定率は高いものの，選抜方法，入学者受入方針，

教育面での配慮の三者の相互関連はあまりとられていない」ことが明らかにな

った。さらに鴫野・鈴木（2006） 137は，大学進学率 40%以上の高校に在籍する受

験生はＡＰの存在をほとんど知らない実態を明らかにした。ＡＰがディプロ

マ・ポリシー（以下，ＤＰ），カリキュラム・ポリシー（以下，ＣＰ）とつなが

るようになるのは，中央教育審議会（2008）「学士課程教育の構築に向けて（審

議のまとめ）」にて「３つの方針」に貫かれた教学経営を行うことが肝要である

と説かれたときである。 

そのＡＰの策定の事例として，第１章で提示したコロンビア大学モデルがあ

る。博士課程の資格要件から順に修士課程，学士課程の資格要件，人材育成像，

ＣＰからＡＰの策定を上から行う方法である。これまでも鴫野・鈴木（2006），

沖・田中（2006） 138，松本ら（2010） 139，西郡（2014） 140により大学教育理念

とＣＰとの関連性でＡＰが作成されていることが調査されている。特に松本ら

（2010）は，ＡＰの記述形式のほとんどが，１．教育理念・教育目標 ２．教

育内容 ３．求める学生像 ４．選抜方法という四つの構成要素で記載されて

いることを明らかにしている。さらに，ＡＰ策定にはブルーム（1956） 141の「教

育目標の分類学（Taxonomy of Educational Objectives）」と梶田（1977） 142の

教育目標の目標類型を利用した研究 143がされており，大学入試センター研究開

                                                   
136 鴫野英彦・鈴木則夫(2004)「国立大学における『入学者受入方針』,『選抜方法』,及び『教

育面の配慮』の実態とその相互関連について」『大学入試研究ジャーナル』№14,pp.119-126,大

学入試センター 
137 鴫野英彦・鈴木則夫(2006)「受験生から見たアドミッション・ポリシーと入学受入方策」『大

学入試研究ジャーナル』№16,pp.143-155,大学入試センター  
138 沖裕貴・田中均(2006)「山口大学におけるグラデュエーション・ポリシーとアドミッション・

ポリシー策定の基本的な考え方について」『大学教育』３,pp.39-55,山口大学大学教育機構  
139 松本茂・山本裕子・橋場論(2010)「アドミッション・ポリシーの現状と課題に関する考察」

『立教ビジネスレビュー』３,pp122-133,立教大学  
140 西郡大(2014)「実用的な活用に向けた「入学者受入れの方針」の見直し」『大学入試研究ジ

ャーナル』№24,pp.113-120,大学入試センター  
141 Bloom, B, S. (Ed.)(1956)“Taxonomy of educational objectives: The classification of 
educational goals. Handbook I”, Cognitive domain, London, Longmans. 
 教育目標の分類学(Taxonomy of educational objectives)は,教育目標を３領域でそれぞれ複数

の要素を伴う。松本ら(2010)によると,認知的領域(cognitive domain)は,知識と知識より高次の

知的能力や技能に関する目標を扱い,情意的領域(affective domain)は,ある一定の態度・価値観

がどのように内面化していくかに関する目標を扱う。精神運動的領域(psychomotor domain)は,

精神と筋肉を連関させて達成する技能の獲得に関わる目標を扱うとされている。 
142 梶田叡一(1977)『授業改革の論理』,文化開発社 

   梶田叡一(1978)『教育評価』,pp.80-83,有斐閣双書 
143 脚注６の沖裕貴・田中均(2006),松本茂・山本裕子・橋場論(2010)の研究があてはまる。  
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発部（2004） 144はＡＰに含まれる項目を主成分分析で明らかにしている。本研

究では，高大トランジション達成のためのＡＰを作成したが，それらの研究結

果による手法を利用していないのは，義務化されたＡＰの策定後でもなお，高

大トランジションが達成できていないからである。ＡＰに大学教育との連関性

があっても，また高校の教育課程への配慮があっても，該当大学に進学する新

入生の学習に関わる背景の状況を把握できていないことに起因する。ＡＰの策

定が提唱されて，荒井（2000） 145は「選抜から選択へ」移動する入試システム

を展望したが，実際はまだそこに到達しているとは思えない。なぜなら，受験

生たちの大学選択は，ＡＰではなく，学部の内容と入試合格の偏差値でいまだ

に判断されているからである。 

第５章で提示した高大トランジション達成のための方向性の構築に使ったＡ

Ｐの策定手順は，大学教育へ理想の憧れ（「高望み」のような）を持たせるわけ

でもなく，高校教育と大学教育をつなぐためだけの目的でもない。現状の新入

生の状況を把握し，その状態から変化や転移を仕向け，大学教育にスムーズに

移行するための入試を含めた進学システムが形成される方針を表現した。その

ため，大学や受験生およびその周辺の現在の状況を知り，大学のミッションや

ＣＰに沿った実現可能なゴールを設定し，その課題抽出と解決を企図する戦略

手法を利用した。また，この戦略サイクル理論を用いると，時代や政策変換，

社会やパラダイムの変容に動じることなくＰＤＣＡが活用され，その時々に応

じた方針を構築することができる。さらに，ステークホルダーに対しても，大

学教育への現実味ある憧れやビジョンを提供できるという利点を有する。現状

から遠い存在のＡＰではなく，受験生が大学進学後の教育を想定しやすく，ま

たその進学の「構え」として彼らが開発するべき学習能力やスキル，コンピテ

ンシー等がわかりやすいＡＰを策定することにより，受験生における大学選択

がしやすい状況になると考えられる。 

荒井（2000）は，次のようにＡＰに注文をつけている。「アドミッション・ポ

リシーはそれを策定すれば終わりというものではない。実際に具体的な選抜方

法と結びつけ，その主旨を大学進学のメカニズムの中に情報として流通させな

ければならない」。本研究ではそれを追認したからこそ，現在のダビンチ入試が

高大トランジション達成に向けて，図 6-1 に示したように他の入試より先行く

                                                   
144 大学入試センター研究開発部(2004)「アドミッション・ポリシーと入学受入方策」,共同研

究『ユニバーサル化時代における高校と大学の接続のあり方に関する調査研究(ｲ)報告書」  
145 荒井克弘(2000)「アドミッション・ポリシー(入学者受入方針)の現状と課題」,『ＩＤＥ現

代の高等教育』№416,pp.13-18,民主教育協会 
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段階で表現できた。今後は，未着手領域や現状のブラッシュアップを図り，高

大トランジションを達成させなければならない。 

 

  

6.4 本研究の課題と展望 

  

本研究は，日本の高大接続研究の対象の曖昧さに対する違和感を発端として

いる。これまで多くの入学者選抜と接続教育（特に初年次教育）の研究がなさ

れてきたが，どれも高大トランジションの達成を目指しているようで，実は作

為的な手法研究に終始している。何を目指して入学者選抜を行うのか，接続教

育を行うのかの議論を徹底しないまま，実態が存在し，高校から大学への移行

フローが整理されていない状況にある。本研究の一つの成果は，そのフローを

入学者選抜の変容と接続教育の発生と実態を検証しながら整理した点にある。 

 また，その高大トランジションの概念構造に沿って，京都工芸繊維大学のダ

ビンチ入試と入学前教育について検証も行った。理論的に設計した入試や教育

ではないが，それらの機能を構造上で示すことができ，またそれは日本におい

て先行的な事例にあたることも確認できた。さらに高大トランジションの概念

構造に従って，現在のダビンチ入試の課題から「新」ダビンチ入試の方向性を

示唆することができた。ここでは，事業計画策定で用いられる戦略理論を参考

に組み立てたので，それにより入学者選抜全体の課題である大学の入学基準が

受験マーケットに引きずられず，さらに教育の設計によりゴールの質を担保で

きるようになると考える。 

高大トランジションの達成は，学生が大学教育（筆者は，大学基盤教育や一

般教養科目，専門導入科目を想定している）でうまく成長の回路に乗じること

である。そのためには，学生個人の高校時代の能力やスキル・コンピテンシー

の状況から入学者選抜を経て接続教育までを時間軸上に 1 本の幹として通すこ

とが必要である。しかし，現在の日本ではまだそれが達成できていない。 

課題の一つは， 高校教育課程から大学教育へのスムーズな移行が行われるよ

うな高校教育の質保証である。本来なら高校を卒業してそのまま大学教育での

学業遂行に可能な能力が育成されているのが理想である。しかし，狭義の大学

受験対策や偏差値ランキングに影響された志望マッチングを廃絶しきれないの

が，現在の日本である。教科能力主義的大学入試への盲目的な信頼感，高等学

校進学までの階梯と何ら変わらないという認識の進学意識が，結局高大トラン

ジションに負荷をかけている。 
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課題の二つ目は， 高大トランジションの中でも接ぎ目にあたる入学者選抜に

おいて，高等学校からの受験生の適格な情報を得られにくいところにある。第

５章で示した韓国の「学生生活記録簿」は受験生の状況を詳細に記す資料であ

り，また嘘偽りなく記すことが求められている。韓国の場合，入学後もその記

録の追跡が実施されており，高麗大学や成均館大学では入学後に虚偽が発覚し，

該当学生が退学となる事例もあった。高大トランジションの鍵となる大学進学

レディネスの状況をしっかり把握するためには，日本の現状の調査書をこのま

まにしておいてはいけない。 

さらに，課題の三つ目は，先述しているが，現在の日本の大学において，入

試はアドミッションセンター，リメディアル教育や初年次教育は学習支援セン

ターに分かれて実施されていることが挙げられる。倉元（2014） 146 によれば，

アドミッションセンターであっても，入試の設計や作問，評価に関与できない

大学が多い。本研究でも述べているが，これでは入試と接続教育が分断され，

高大接続の共通のゴールを設計できるわけがない。この組織的分断が，高大ト

ランジションの弊害となっており，つながらない入試や変えることができない

接続教育になってしまう要因の一部と考えられる。 

この限界に合わせて，本章第３節で触れたように，高大トランジションを行

う組織・人材について，日本は非常に脆弱である。まず，現在のアドミッショ

ンおよび接続教育についての人材育成や能力開発のための研修といったまとま

った機関や機会が我が国では存在しない。人材の育成や能力開発は担当者個人

の判断に委ねている状況である。日々刻々と変化する教育情報の獲得や研究力

等，業務に関係するスキルと能力・知識について，研修機関や研修の機会があ

って然るべしである。また，高大トランジションを達成するためには，高校教

育・入試・大学教育への接続がなければならず，その構築のための知識取得が

大学側には必要である。これは，アドミッションセンターだけに関わらず，合

否判定者にも必要であり，また大学経営のイニシエーターにも認知してもらい

たいことである。韓国では，入学査定官は年間 120 時間の研修が必須化されて

いるという。それが彼らの質保証となっている。しかし，今の日本では質保証

のための人材育成，研修開発の機会が存在しないので，これを創出することで

高大トランジションの達成をより近くすると考える。 

次に本研究より，これからの高大トランジションに向けた動きが活発化され

ることに期待をしている。その一つは，「変える」に関わる研究である。高校ま

                                                   
146 倉元直樹(2014)「アドミッションセンターの役割」『新しい時代の大学入試』,pp.134-142,

金子書房 
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でと大学をつなぐ入試形態や内容，評価手法が該当する。まず，高校までの教

育成果と大学からの教育を融合させた入試方法や内容の開発ができる。評価に

利用する高校情報を大学の要件に沿って高度化する手法や事例も実施されるで

あろう。この情報は，「変える」項目を発見することにも役立つ。そのためにも

各大学での学業遂行に必要な能力やスキル・コンピテンシーの整理の手法とそ

の実験および検証が必要である。素材はすでに初年次教育教材やＯＥＣＤ等か

ら出されているので，それを整理・発展させることができよう。 

さらに「変える」ために大学進学レディネス項目を大学・学部等に従って特

定する必要があるが，その方法も研究の深化が期待できる。また，特定された

項目をどのように「変える（発達させる）」かの教育手法の開発が必要になる。 

そして，入学者選抜および大学進学レディネス開発の両面に卓越した研究者，

教育者を組織し，高大トランジションに関わる担当者の育成と能力開発に関す

る研究を推進し，学習プログラムを構築する必要がある。筆者を含めてこれら

の研究や事例報告を精力的に行っていかなければならないが，その活動こそが

高大トランジションの達成につながると期待する。 
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□□□ 初出一覧 □□□  
 
◇ 第２章第２～３節及び第３章第２～４節は次の論文からなる。 

山本以和子｢일본ＡＯ입시의운영과과제(日本のＡＯ入試の運営と課題)｣, 

RRM2011-33-4,pp.1-72,韓国教育開発院,2011 年 

 

◇ 第４章第３～４節は以下の発表論文を基に作成している。 

内村浩,山本以和子「「学びの接続」の視点からＡＯ入試のデザインを考える

－京都工芸繊維大学のダビンチ入試の場合－」大学入試研究ジャーナル№

23,pp.1-5,大学入試センター,2013 年 

 

◇ 第４章第４節第１～２項は以下の発表論文を基に作成している。 

内村浩,山本以和子「成績閲覧システムを利用した総合的学生支援－高大教

育接続の改善をめざして－」大学入試研究ジャーナル,№22,pp.119-125,大

学入試センター,2012 年 

 

◇ 第４章第４節第３項は次の論文からなる。 

山本以和子,内村浩「AO 入試入学者の学習活動追跡による傾向分析」大学入

試研究ジャーナル,№21,pp.119-123,大学入試センター,2011 年 

 

◇ 第５章第２～３節は 以下の発表論文を基に作成している。 

山本以和子｢韓国大学入学者選抜の変容―入学査定官制導入後の展開状況

―｣大学入試研究ジャーナル№24,pp.105-112,大学入試センター,2014 年 

山本以和子｢多面的・総合的評価入試の判定資料に関する日韓比較調査｣大学

入試研究ジャーナル№26,pp.29-36,大学入試センター.2016 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

謝 辞 

 

 本論文を執筆するにあたり、多くの方々からご支援をいただきました。 

 はじめに博士論文の主査をしていただきました京都工芸繊維大学大学院工芸科学

研究科教授並びに副学長の森本一成先生に深く感謝申し上げたいと思います。本論

文の執筆にあたってご多忙中にも数々のご教示をいただき、さらに主査の任をお引

き受けいただき、本当に有難く御礼申し上げます。また、学位審査の体制を整える

にあたって、京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授並びに副学長兼アドミッ

ションセンター長の森迫清貴先生、同大学院工芸科学研究科教授並びに基盤教育学

域長の播磨弘先生、同大学院工芸科学研究科教授並びに言語学科目長の澤田美恵子

先生には、本当にご尽力いただきました。ここに厚く御礼申し上げます。澤田美恵

子先生の後押しが、本学で博士論文を執筆する希望につながりました。  

 私の研究活動の発端は、信州大学経済学部での経験によるものです。信州大学経

済学部元教授の舟岡史雄先生は、在職中の後見でもあり、また大学入試センター研

究開発部とのご縁に導いてくださいました。入試委員会でお世話になった信州大学

経済学部教授の椎名洋先生、研究活動の意義と崇高なお考えを説いてくださった一

橋大学大学院経済学研究科教授岡田羊祐先生、このお二人のご指南で研究者の道に

進もうと決意できました。  

 大学入試センター研究開発部での研究協力は、多くの学びを得ることができまし

た。大学入試センター顧問の荒井克弘先生、東北大学高等教育開発推進センターの

倉元直樹先生は現在に至るまでアドミッションセンターの先達として入試・テスト

学における有益なご意見を賜りました。 

 さらに、名古屋大学大学院教育発達科学研究科では、高等教育システムの比較研

究の指導をくださった故  馬越徹先生、この先生との出会いがなければ韓国との比較

研究は成立しませんでした。そして、私の大学教員への転職をいつも力強く激励し

ていただきました。先生のご恩を忘れずにするためにも韓国研究は大事にしていき

たいと思っています。 

そして、大学入試センターでの研究、名古屋大学大学院、ベネッセコーポレーシ

ョンと大変お世話になり、さらに数多くご協力を賜りました。時々でこの学問の真

の面白さと感動を与えてくださり、的確で絶妙なアドバイスをくださり、後進のた

めに志高く展望を語ってくださる追手門学院大学教授の池田輝政先生、本当に心底

から感謝申し上げます。いつも深い洞察からの知見と助言に、新たな境地が開きま

す。  

 紙面の都合で一人ひとりのお名前を挙げることはできませんでしたが、これまで



206 
 

本当に多くの先生方に貴重なご意見と助言を賜りました。ここに厚く御礼申し上げ

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年 3 月 25 日 

山本 以和子 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


