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Ⅴ 学生の受け入れ 

 

はじめに 

 

 本学の教育理念・教育目標を実現するためには、その学部学科の教育目標・教育理念を理解し、意欲

をもって学習に取り組む意志をもった入学志願者をより多く集める必要がある。そのために、アドミッ

ション・ポリシーを定めるとともに、それにそった入試制度を検討・運用し、適切な定員管理を行うこ

と目指す。 

  具体的達成目標は、以下のとおりである。 

1. 学生受け入れの在り方について恒常的かつ系統的に検証する。 

大学協議会の下に広報入試委員会を設け、各学部・学科より委員を選出し、学生受け入れのあ

り方、入試広報、入試実施について恒常的に検討を進めている。特に多様化する入試制度の現状

を踏まえ、本学のおかれている状況を共通認識するとともに、高校教育と大学教育の連携、新た

な入試制度のあり方を検討するように努める。 

2． 適正な定員管理を実現する。 

学生入学定員と入学者数および学生収容定員と在籍者数を適切に維持するように努めるとと

もに、教育環境、教育効果に十分配慮し、適切な学生数を収容することに努める。具体的には、

入学定員超過率を 1.0～1.1 倍を目標に、合格者の手続率を考慮し、定員確保に十分な注意をは

らう。 

3. 適正な合格判定基準の公表 

選抜の公平性の維持、情報公開の観点から、希望する志願者に成績開示および社会に入試結果

を公表する。 
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Ⅴ 学生の受け入れ 

 

１．学部における学生の受け入れ 

 

（１） 学生の募集方法、入学者選抜方法 

 

１）現状 

① 学生募集とその方法 

本学は学生募集の活動として、高校教員を対象に「高校巡回」と「大学説明会」を実施してい

る。他方、生徒を対象とする活動では「オープンキャンパス」「高校別進学説明会」「大学見学会」

の開催、業者及び高校が企画する「進学相談会」・「校内ガイダンス」への参加、加えて「出張講

義」の提供を行っている。また、広く入試広報を行う媒体として、本学独自のホームページ、メ

ールマガジン、各種進学雑誌・進学サイトなども活用している。 

高校教員を対象とした活動である「高校巡回」は、大学教職員で分担し、年間約400校の高等

学校進路指導部を訪問している。｢大学説明会｣は、近郊を中心に高等学校の教員を対象に開催し、

学部学科の教育内容・特色、入試制度を伝えるとともに情報・意見交換の機会としている。 

生徒対象の「オープンキャンパス」は、1988年から年1回ないし2回、昨年度より3回開催し、

各種相談や施設見学を中心に進めてきた。1999 年からはミニ講義、2002 年からは体験学習など

を盛り込み、年々内容の充実を図り大学を見学するのではなく体験する機会として力を注いでい

る。2006年度は、延べ1,753名の参加があり、昨年度より315名の参加者の増加になった。また、

昨今、保護者の参加が増えていることに対し、保護者説明会の企画を加え、保護者の理解を深め

る機会としている。 

「高校別進学説明会」は、2006年度16校(昨年度20校)の開催と減少の傾向にあるが、一方で

は、高校の総合的学習の時間を活用した「大学見学会」24校の受け入れとなった。単に大学を紹

介するのみならず、ミニ講義あるいはミニ実習と校内見学をセットとして実施するなど高校の要

望にあわせた内容を提供し、進学の動機付けの一環として実施している。 

業者企画あるいは高等学校企画の「進学相談会」では2006年度、道内63会場、道外21会場、

「校内ガイダンス」57校に参加し、ブース式の相談コーナーを設け、延べ2,054名の生徒の質問・

疑問に直接説明する場として活用した。 

「出張講義」についても、2006年度は各教員の協力により提示されたメニューを提供するとと

もに、39 校に 50 講座の授業提供を行い、学部学科の教育一端を体験し、教育内容・特色を伝え

る機会として高校側のニーズに応えている。 

 

② 入学者選抜方法 

 

(1) 推薦入学試験 

本学の推薦入学試験は、公募制Ａ、公募制Ｂ、自己推薦Ａ・Ｂ、指定校制、指定スポーツ推

薦の5種類に分かれている。公募制Ａは、選考方法の中に高等学校における全体の評定平均お
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よび課外活動（生徒会活動、クラブ活動、検定・資格等の取得、ボランティア活動など）を評

価するとともに、小論文試験あるいは課題文および面接を評価し選考している。公募制Ｂは、

高等学校在学中のスポーツ競技の成績を評価するとともに、課題文および面接を評価し選考し

ている。指定校制度は、各学科の出願基準に基づき、特に学校長より推薦を受けているものを、

書類審査と面接をもって選考している。指定スポーツ推薦は、本学当該種目クラブ顧問の推薦

を受けている者について、書類審査と面接をもって選考している。社会情報学部が実施してい

る自己推薦ＡおよびＢは、自己推薦文を含む書類審査および面接をもって選考している。以上

のように個性豊かな学生を確保するため、多様な試験制度により受験機会を提供している。 

 

(2) 一般入学試験(一般入学試験・大学入試センター試験利用入学試験) 

一般入学試験は、国語（古典部分を除く）、英語、選択科目（地歴、公民、数学から1科目）

で実施している。人文学部英語英米文学科は、国語と英語（リスニングテストを含む）の2科

目で選考しており、英語に配点を厚くしている。他の学部は、Ａ日程では法学部、商学部第一

部は高得点2科目、社会情報学部は高得点1科目、人文学部(英語英米文学科を除く)および経

済学部は3科目の合計点により選考している。Ｂ日程では商学部第一部は高得点2科目、法学

部、社会情報学部は高得点1科目、人文学部(英語英米文学科を除く)、経済学部は3科目の合

計点により選考している。 

大学入試センター試験利用入学試験は、教科科目の利用は学科により異なるが、人文学部(英

語英米文学科を除く)、経済学部は 3 教科 3 科目の合計点により、人文学部英語英米文学科は

英語（リスニングテストを含む）を含む2教科2科目で英語に配点を厚くしてその合計点によ

り、商学部第一部は理科を除く5教科から高得点2科目により、法学部は6教科から高得点2

科目により、社会情報学部は6教科から高得点科目により選考している。Ａ日程、Ｂ日程およ

びＣ日程とも同様である。 

一般入学試験は、2005年度入試からＡ日程およびＢ日程の2回に分けて実施している。また、

1 回の試験で複数の学科を併願できることにより、受験生の試験負担の軽減を図っている。大

学入試センター試験利用入学試験は､導入した翌年度の2000 年度から前期日程・後期日程の2

回に分けて実施してきたが、さらに 2005 年度からＡ日程、Ｂ日程、Ｃ日程の 3 回に分けて実

施し、多様な受験機会に応えるとともに、センター試験利用者の増加に伴い募集人員の配分を

見直している。 

 

  (3) 海外帰国生入学試験 

海外帰国生入学試験は、推薦入学試験を同時に実施しており、人文学部と経済学部は小論文

と面接、法学部、商学部第一部および社会情報学部は出願時に提出された課題文と面接により、

総合評価により選考している。 
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  (4) 外国人留学生入学試験 

外国人留学生入学試験は、日本留学生試験の教科科目のうち「日本語」の成績および面接に

より、総合評価により選考している。 

 

(5) 社会人入学試験 

社会人入学試験は、推薦入学試験を同時に実施しており、人文学部と経済学部は小論文と面

接、法学部、商学部第一部および社会情報学部は出願時に提出された課題文と面接により、総

合評価により選考している。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

18歳人口の急速な減少と志願者数の減少は、志願者および入学者数の確保に重大な影響を与えて

いる。これまで志願動向を踏まえ、入学者数の確保と学部学科の教育目標を実現するにふさわしい

学生を選抜するために、入試制度を毎年見直し、その多様化を図ってきた。その種類は記載したと

おりであるが、5 つの区分からなる推薦入学試験、一般入学試験、海外帰国生入学試験、外国人留

学生入学試験、社会人入学試験は、それぞれ目的を異にしており、各々の選抜方式の位置づけは明

確であり、適切であると考える。入試広報としては、入学案内の制作、学科リーフレットの制作、

Ｗｅｂ上の広報としてホームページによる最新情報の提供やメールマガジンの発行、テレホンサー

ビス、受験生等に活用される受験雑誌を通した広報、新聞・雑誌の広告などを活用し、多様な入学

者選抜方法とその各々の選抜方法の位置づけについて周知を図ってきた。特に、大学を体験する機

会としてオープンキャンパスは、学生に大学を直接体験させるものであり、進学への関心に応える

機会として十分に機能していると評価する。本学が提供する大学見学会、進学説明会、出張講義は、

高校側の進路指導において活用されていると考える。 

【課題・改善方策】 

国公立大学のＡＯ入試、推薦入試を定員の5割を目安とする入試改革の方針が報道される中、今

後とも急速に進行することが予想され、年内型入試と年越型入試に大きく分かれようとしている。

本学においても、更なる入試改革としてＡＯ入学試験の導入を調査・検討し、2007年度よりその具

体化を図る。 

 

（２） 入学者の受け入れ方針 

 

１）現状 

本学は、学部学科における教育目標の実現のため、可能な限りそれにふさわしい入試制度を採用

してきた。特に推薦入学試験においては、小論文、面接等を重視し、個性豊かで自律した人材、社

会を担いうる人材を育成する方針の下で選抜を進めてきた。 

学部学科の教育目的とカリキュラムに対応した入試選抜として、次の方法が採られてきた。まず
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一般入試では、1991年度入試より、人文学部英語英米文学科は英語学習に重点を置いた教育課程で

あることを考慮し、英語と国語の2科目入試で英語に配点の厚いものに変更した。また、同年度に

開設した社会情報学部は、学科の特性を考慮し、英語と数学の2科目入試で数学に配点を厚くして

実施した。（ただし、数学重視型（甲型）の受験者の減少に伴い、2000 年入試よりこの制度を廃止

した。） 

推薦入学試験では、1988 年度までは一般公募制と指定校制で実施してきたが、1989 年度から公

募制Ａ（一般公募制）と指定校制に加え公募制Ｂ（スポーツに優れた者の推薦制度）を導入した。

さらに 1999 年からは、種目を指定した指定スポーツ推薦を実施し、一般入試、センター試験利用

入試では得がたい、個性豊かな生徒を評価し選考してきた。また、公募制Ａにおいては、学生受け

入れ方針の一環として人文学部英語英米文学科は英語の評定基準により、経済学部は公民と地理歴

史あるいは公民と数学の評定基準により出願資格を与える基準を設けている。さらに、2006年度入

試から、社会情報学部において自己推薦をスタートし、自己推薦文と面接を通じて、意欲ある多様

な人材の確保に活かしている。 

なお、受け入れ方針にかかわり、2001年度入試から一般入学試験日程を大幅に削減し、一回の試

験で複数学科の受験が可能な制度を導入するとともに、試験日程の削減に伴う経費の削減を受験生

にも還元するため、複数学科出願者への検定料減額の制度を導入した。 

この制度は、センター利用入試においても同様の取り扱いとして実施した。また、1999年度入試

より導入した大学入試センター試験利用入試制度は、2000 年度からは前期日程・後期日程、2006

年度からＡ日程・Ｂ日程・Ｃ日程で実施している。利用教科・科目数は、一般入学試験に準じて実

施している。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

単科大学として発足した当初は、建学の精神のもと、学生募集・選考を進めてきたが、学部学科

の拡大・充実のなか、入試制度を改革してきた。現在、明文化したアドミッション・ポリシーは示

してはいないが、推薦入試の公募制推薦においては学科の教育内容・特色にあわせた小論文・課題

文を課す、受験資格において人文学部英語英米文学科は英語の評定平均値、経済学部は地歴・公民・

数学の評定平均値により受験資格を与える、一般入試においては人文学部英語英米文学科を2科目

入試として英語に配点を厚くする、現在が実施していないが社会情報学部においても数学重視型

（甲型）のを実施してきた。 

なお、大学入試センター試験利用入試は、その科目の多様性を活かし、学部学科の教育内容・特

色にあわせ、一般入試では行っていない教科・科目も幅広く利用できる制度として見直しを進めて

きた。これらの取り組みは学部学科の教育目標・教育内容の達成に成果をあげたと評価する。 

【課題・改善方策】 

大学の教育目標、学部・学科の教育目標と方針は、『入学案内』に掲載するとともに、その周知

に努めてきた。しかし、これまで、明文化したアドミッション・ポリシーを提示し、その理解にた
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った学生募集を進めてきたとは言いがたい。今後、ＡＯ入試の導入を検討する中で、学科ごとのア

ドミッション・ポリシーの確立と徹底が急務であり、現行の入試制度を含む学生の受け入れ方針と

選抜方法との整合性について緻密に検証する。 

 

（３） 入学者選抜の仕組み 

 

１）現状 

入学者選抜試験は、学長の下、広報入試部長を運営責任者となり試験実施本部を構成し、広報入

試委員会が決定した実施要領に基づき、厳格に運営されている。実施の事務体制は入試課が中心的

となり、入試課以外に、車両案内・誘導、保安、施設・電気・暖房については管財課、救護につい

ては保健センター、受験生の誘導については各課職員の協力を得て、全学体制で実施している。推

薦入学試験および一般入学試験における、地方会場での試験は、広報入試委員が現地責任者となり、

試験実施本部と連携をとって実施している。大学入試センター試験の運営についても同様の体制で

運営する。入試問題に関しては、学長の下、試験問題作成総括責任者が出題責任者および出題者２

～３名を人選し、作問作業を行い、内容の重複を回避するため、科目間調整会議を開き調整を図っ

ている。数度の校正についての折、出題責任者および出題者で相互点検を行うとともに、試験問題

作成総括責任者は、科目全体の出題状況を点検する。また、試験問題作成総括責任者は、入試実施

日、試験問題に関する責任者として疑義および正誤の対応を小論文および各科目出題責任者と協力

して行う。 

入学者選抜基準の透明性については、次のような措置を通じて確保している。① 純粋に点数に

よる合格判定方式を用いており、入学試験要項において、試験制度別に科目の配点を明示している。

② 一般入学試験の選択科目について素点による判定に変更した（一昨年までは科目間の難易度調

整を偏差値に置き換え判定を行ってきた）。この変更により、受験生減少に伴う偏差値換算の問題

が解消し、入学者選抜基準の公平性を担保した。また、科目間の平均点の差が 20 点以上開いた場

合には科目間得点調整を行なうこととした。③ 入試結果等については、翌年度の入学案内に、志

願者数、受験者数、合格者数、合格最低点を掲載するとともに、ホームページにも掲載している。

④ 出題した問題について講評するとともに模範解答を入学試験問題集にまとめ開示している。⑤ 

希望者には個人ごとに入試成績の開示を行っている。 

入学者選抜とその結果の公平性、妥当性を確保するシステムとして、本学では常設の広報入試委

員会を設置しており、入学者選抜基準、選考方法のあり方を年間を通して審議、検討する体制を有

している。そのひとつが一般入学試験の選択科目について素点による判定に変更したことである。

判定は通常、広報入試委員会において原案検討を行い、学部長と協議の上、全学の調整機関として

の合否判定委員会（広報入試部長、教務部長、5 学部学部長、5 学部広報入試委員により構成）の

合意の下、学部長提案として学部教授会に提案・議決される。しかし、科目間の平均点の差が 20

点以上開いた場合には、広報入試部長が、得点調整の必要性について「得点調整専門委員会」に諮

問し、その回答を受けた後に判定原案を検討する過程を経ることとした。ただし、この科目間得点
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調整の実施、その方法については開示されていない。 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

入学者選抜に関しては、開設以来、大きな事故もなく実施されてきた。それは、実施体制を常に

点検し、受験生への接し方、服装・履物から事故等への対応方法まで、その内容を教職員に周知徹

底を図るなど、適切性を考慮してきた結果であると評価できる。 

入学者選抜基準については 2006 年度入試から、一般入学試験の選択各科目について偏差値換算

による評価の妥当性を検討し、素点による合否判定方法を導入した。平均点が 20 点以上開いた場

合には、科目間得点調整を行なうとした。この措置も、受験生の公平性に配慮した結果である。ま

た、すでに触れたように、合否判定案は、広報入試委員会で原案が作成され、学部長と当該学部入

試委員での協議をへて、全学の調整機関である合否判定委員会の合意を経て、最終的に各学部教授

会で決定されることになっている。この間の調整・協議は、すべて合格者数に関するもので、特定

の受験生への配慮等を行なう余地のないシステムとなっている。また、従前より模範解答を公表し

ており、2006年度入試からは、希望者には個人別の入試結果を公開している。したがって、入学者

選抜基準の透明性を確保し、受験生に対する説明責任を果たすシステムを有していると評価する。 

【課題・改善方策】 

一般入学試験の選択各科目について素点による合否判定方法を導入したが、その制度に伴う科目

間の得点調整について受験生に開示する。 

 

（４） 入学者選抜方法の検証 

 

１）現状 

 

入試問題の作成は、学長、広報入試部長および広報入試委員から選出された試験問題作成総括責

任者の下で選出された各教科科目、小論文の出題責任者および出題者により作成される。試験問題

作成総括責任者は、出題範囲の確認、出題内容の重複、出題ミス防止等を調整ため、各出題責任者

と問題作成の間に科目間調整会議を開き調整を行っている。高校教諭を対象とした「大学説明会」

を年 1 回開催するとともに､年間通して 400 校を超える高校を訪問し、本学の入試選抜の方法につ

いて広く意見を聴取する機会を設けている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

一般入試では、各科目の問題作成者を 3～5 名を配置し、１試験科目を分担して問題作成に当た

っている。さらにそのうちの1名が出題責任者となり、調整、点検の役割を担っている。その段階

で、問題の妥当性が検討される。さらに、全科目を統括する試験問題総括責任者を1名おいて、出

題責任者との間で出題範囲の確認、出題内容の重複の確認、出題ミス防止のための科目間調整を実
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施している。このシステムは長年にわたり継続しており、これまで大きなミスや問題を防止できた

要因であると評価できる。また、出題は基本的に教科書に依拠した基礎的問題の作成に努めており、  

過去には幾度か赤本にて「良問である」と評価されている。 

一方、本学における推薦入学試験の小論文は、判断の公平性を保つためにテーマを指示した自由

記述式ではなく、随筆、小説、新聞記事等から引用した文章を用いて特に読解力やまとめて表現す

る力を問う、いわば現代国語的なものである。これに関しては、時として難問に流れることもあり、

場合によっては高校の教員から指摘を受けることもあった。そのような事例を参考にしつつ、平均

点50点前後の問題作成を常に念頭において、例年、問題を作成している。 

【課題・改善方策】 

入試科目の専門家が少ない中で入試問題が作成されている科目もあり、出題者の人選は年々難し

くなっている。具体的には「地理」の専門教員はいないため、その専門分野に近い教員がその任に

当たっているが、適切な問題の作成とミスの回避のために要する労力と時間は多大である。現担当

者が留学研修や病気入院等で不在になるおそれもあるため、その検討が今後の最大の課題である。

すでに、外部委託も検討済みであり、状況によってはその導入も含めて検討することになる。 

 

（５） 入学者選抜における高・大連携 

 

１）現状 

① 推薦入試における高等学校との関係の適切性 

推薦入試について学校長推薦を基本としているので毎年、全国の高等学校に入学試験要項を送

付し、推薦入学の種類、出願できる学部・学科及び募集人員について案内している。北海道・東

北地区の高等学校約400校へは毎年、訪問し、出願資格、推薦人数、選考方法などの具体的な選

抜基準について説明をしている。指定校制度は、学校長が特に推薦する者であるので、入試委員

や入試課職員が直接、制度の趣旨、選抜基準の詳細について十分説明を行っている。新たに指定

校として決定する際には、高等学校からの要望、高等学校の進学実績を考慮し、学部・学科の教

育内容を含め当該学科の入試委員・学科教員が直接、説明を行っている。3 年続けて指定校から

の推薦が無い場合は、入試課職員が高等学校を訪問し、進路動向、大学への要望の確認を行なっ

ている。 

② 入学者選抜における高等学校の「調査書」の位置づけ 

入学志願に際し提出される「調査書」については､推薦入学試験の公募制Ａにおいて全体の評

定平均値を点数化し評価を行うとともに､課外活動・学習活動の状況を参考にしている。なお､評

定平均値の取り扱いとしては、学校間格差等は考慮していない。 

③ 高校生に対する進路相談・指導その他これに関わる情報伝達の適切性 

高校においては、「総合的な学習の時間」に、「進学説明会」「大学見学」「校内ガイダンス」「出

張講義」等を開催し、進路の動機付けや教科科目にとらわれない分野の講義を聞かせる機会とし

て、多彩な形で活用されている。本学の教育内容、入試制度を直接高校生に説明する機会として
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2006 年度は「進学説明会」16校、「進学相談会」84会場（ほか資料参加 15会場）、「校内ガイダ

ンス」57校等に積極的に参加し広報活動を展開している。また、高校教諭との意見交換および教

育内容・入試制度を説明する機会として、本学を会場とした「大学説明会」の開催、年間約 400

校の「高校巡回」を実施し、多様な意見聴取するとともに、本学を理解いただく機会としている。 

さらに、高校において情報教育および家庭内でのネットワーク環境の充実のなか、本学はホー

ムページの充実を図るとともに、個々の問合せに対する対応やメールマガジンの配信により情報

提供を推進するとともに、相談・指導に活用している。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

高校においては、進学説明会、大学見学、校内ガイダンスを活用して、入学者選抜制度の周知を

図り進めている。特に、高校教諭を対象とした大学説明会、高校巡回による情報交換、資料提供、

要望等収集は、大変好評を得ている。また、高校の発行する調査書における評定平均値の取扱いは、

高校との信頼関係に基づく対応であり、今後とも学校間格差等の考慮はしない方針である。 

高校が大学教員を招聘して生徒の前で大学の説明を行なういわゆる進学説明会は、減少の一途を

たどっている。一方、複数の大学や専門学校を集めて行なうブース形式の校内ガイダンス、大学見

学、出張講義は増加の傾向にある。教室で生徒を前にして行なう進学説明会や大学見学では、本学

の説明や宣伝以前に、「大学とはどんなところか」「大学に入るためにはどのような心構えが必要か」

という話を中心に、「自分にあった大学を選ぶことが大事」「複数の大学を見学し、比較すること」

の必要性を強調している。このようなガイダンスは高校から評価されている。 

高校との教育連携を課題とした、「出張講義メニュー」を作成し、教科科目にとらわれない分野、

高校生が興味・関心のある分野、高校では学習できない分野などに積極的に授業提供を行っている。

また、メニュー冊子の中で、出張講義のみならず説明会、大学見学の開催についても紹介するとと

もに、手軽に申込が出来るように準備している。高校でもオープンキャンパスを積極的に活用する

ように指導されているようであるが、説明会として全体説明を聞く機会としては少なくなりつつあ

るが、大学見学の機会に全体説明のみならずミニ講義あるいはミニ実習と校内見学をセットとして

実施し、高校単位ばかりでなく、高校生個人での見学も随時受け付けており、高校生に対して行う

進路相談・教育指導、その他入試制度に関わる情報伝達は十分になされていると評価する。 

【課題・改善方策】 

本学の広報入試部長が高大連携委員会の委員長を兼務し、その事務局を入試課に置いている。ま

た、教育連携との観点から、副委員長を教務部長が兼務する体制となっている。入試での高大連携

もさることながら、教育面でのつながりを今後いかにして強化すべきかが、課題の一つである。 

大学を良く知ってもらうという点では、出張講義をより広範に展開する必要がある。この出張講

義は、高校からの提供希望の多くが心理関係に偏っている。そのため、高校生や高校教諭の身近な

話題に関連させたテーマ設定に、それぞれの教員が努力する必要がある。更に、インターネット等

を活用した情報提供のみならず、高校側からの相談に細かく対応するシステムの整備を更に進める。 
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（６） 外国人留学生の受け入れ 

 

１）現状 

外国人留学生の受け入れは、特別入学試験として 1990 年度から日本語能力検定試験 1 級程度を

基準として本学独自の「日本語」試験と面接による総合評価で選抜してきた。2003年度からは日本

語運用能力については、日本留学生試験の「日本語」を利用することとし、面接試験との総合評価

で選抜している。 

昨今の留学生の就労問題等に対応するため、経費の支弁等についても出願段階で書類の提出を求

め、不法就労等を未然に防止するよう指導に努めている。また、国際交流センターを設け、日常的

に留学生の状況の把握、指導に努めている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

北海道という地域性・経済力の関係からか、外国人留学生の志望はめっきり少なくなっている。

一方、韓国等の提携校からの研修は盛んに行われている現状がある。その意味では、韓国・中国等

の提携校とも協力した留学生制度の検討が必要である。 

【課題・改善方策】 

国際化社会における本学の位置、役割を見直すとともに、大学としての受け入れ方針を検討する

必要がある。また、韓国・中国等の提携校とも協力した留学生制度の検討、地域的な留学生の動向

を調査・検討し、制度としてのあり方、留学生支援のあり方を含め検討する。 

 

（７） 定員管理 

 

１）現状 

18 歳人口が 1991 年をピークに減少に転じ、急速に志願者数の減少が進んできた。本学は、2003

年度まで入学者数の確保を定員超過率1.2倍に目標を設定し定員管理を行ってきた。志願者数の急

速な減少期に手続率を読み違え、学科によってはかなり高い定員超過率となった年度もあるが、定

員を確保するとともに、全体として教育条件の維持・充実を図るため、定員超過率を 1.1～1.0 倍

に目標を設定し、入学者数の確保に努めている。また、収容定員との関係では、収容定員の小さい

学科および新設学科については、一部1.3倍を超える超過率となっている場合あるいは定員を欠い

ている学科もあるが、全体としては 1.0～1.1 倍を目標に定員を管理している。商学部および社会

情報学部は、2005年度から2年連続して入学定員を確保することが出来ない状況が続いている。特

に社会情報学部は、2006 年度人文学部に「こども発達学科」を開設する際、50 名の入学定員を削

減したが、入学定員を充足するに至らなかった。この現状を受け、学園と大学の下、学園政策会議

および学園政策検討委員会を設置し、新学部・学科構想、学部・学科改組転換等の政策を検討する

とともに、入学定員および収容定員と実員の状況を踏まえた学園経営・大学運営の方針を決定する
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こととしている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

より良好な教育環境を考慮するならば、1.0～1.1 倍の定員超過率が、適切であると考えられる。

合格判定は、これまでの手続き率の経験値により入学者数を想定し判定してきているが、学部学科

により定員超過率はばらついており、特に入学定員が小さな学科はわずかな手続き率の違いにより、

1.3を超えてしまう状況が一部にあるが、押しなべて適切な状況を維持していると言える。 

【課題・改善方策】 

今後も、適切な教育環境を念頭に置いた定員管理を目指していく。全体としての定員確保は、学

部学科により若干ばらついた超過率の中で調整されることが考えられる。新学部・学科構想、学部・

学科改組転換等の政策、より魅力ある学部学科の再創造により、学部学科ごとの超過率を是正し、

全体の教育環境を改善できるよう努力したい。 

 

（８） 退学者 

 

 退学者および退学理由の把握状況については、各学部ごとに「Ⅲ 学士課程の教育内容・方法等」

の「４ 退学者の現状と課題」に記載されている。 
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２．大学院における学生の受け入れ 

 

（１） 学生の募集方法、入学者選抜方法 

 

１）現状 

大学院における学生募集は，入試説明会の開催，および各種宣伝媒体，ホームページを利用した

方法が採用されている。入試説明会は学内向けに年 2 回、学外向けに年 2 回開催している。また、

新聞・地下鉄のポスターやホームページによって入試日程・説明会の告知を行っている。 

3研究科の入学者選抜方法は，表Ⅴ－1に示す通りである。 

 

表Ⅴ－1 各大学院の入試制度 

研究科 一般入試 社会人入試 学内成績優秀者選抜入試 

法学研究科 
小論文・専門試験・ 

面接試験 

小論文 

面接試験 
学内進学制度 

臨床心理学研究科 

（筆記試験） 

専門科目・小論文・英語

（以下筆記試験合格者）

面接試験 

－ 特別選抜制度 

地域社会マネジメント 

研究科 
専門基礎試験・面接試験

論述試験 

面接試験 

「在学者及び本学出身者」

進学入試制度 

 

① 一般入試 

【法学研究科】 

「一般入試」は、専門試験により法学に対する基礎的な専門的知識と小論文により論文を書く

能力を判定している。面接試験では、志望する研究に対する意欲と姿勢を判定し、これらの3科

目をそれぞれ100点満点で評価し、3科目の平均点で合否を判定する。入試の実施時期は、10月

と 2月の年2回である。 

【臨床心理学研究科】 

専門科目試験により臨床心理学に対する専門的知識と小論文により論文を書く能力を判定し

ている。面接試験では、志望する研究に対する意欲と姿勢を判定しているが、英語文献を参照す

る能力の確認のため、さらに英語科目の試験を行なっている。評価の配点は、筆記試験（専門科

目試験、小論文、英語）60%、面接試験40%の割合で評価を行い、筆記試験合格者に面接を課して

いる。入試の実施時期は、10月の年1回である。 

【地域社会マネジメント研究科】 

「一般入試」は、専門基礎試験により地域社会、会計分野の専門的基礎知識を判定している。

面接試験では、志望する研究に対する意欲と姿勢を判定し、これらの2科目をそれぞれ100点満

点で評価し、2 科目の平均点を評価点とし、他の入試制度対象者と比較を行う。入試の実施時期

は、10月と2月の年2回である。 
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② 社会人入試 

【法学研究科】 

大学卒業後3年以上経過した者を対象とし、小論文と面接の2科目で実施している。専門的知

識については面接の中で評価を行っている。これらの 2 科目をそれぞれ 100 点満点で評価し、2

科目の平均点を評価点とし、他の入試制度対象者と比較を行う。入試の実施時期は、10 月と 2

月の年2回である。 

【臨床心理学研究科】 

社会人を対象とする入試制度は設けていない。 

【地域社会マネジメント研究科】 

入学時に2年以上の社会経験を有する者を対象とし、論述と面接の2科目で実施している。論

述試験では論文をまとめる能力の判定を行い、面接試験では専門的知識と研究に対する意欲と姿

勢を確認している。これらの 2科目をそれぞれ 100 点満点で評価し、2科目の平均点を評価点と

し、他の入試制度対象者と比較を行う。入試の実施時期は、10月と 2月の年2回である。 

③ 学内成績優秀者選抜入試 

3 研究科とも本学学部在学生・卒業生、本学大学院生のうち成績優秀者のみを対象にした受け

入れ制度（法学研究科の学内進学制度、臨床心理学研究科の特別選抜制度、地域社会マネジメン

ト研究科の「在学者及び本学出身者」進学入試制度）を設けている。 

3研究科の志願者数、合格者数、入学者数の状況は、表Ⅴ－2・3・4の通りである。 

 

表Ⅴ－2 法学研究科入試状況     表Ⅴ－3 臨床心理学研究科入試状況    表Ⅴ－４ 地域社会マネジメント研究科入試状況 

 年度 2004 2005 2006  年度 2004 2005 2006  年度 2004 2005 2006

一般  5  6  5 一般 42 31 37 一般 10  3  １ 

社会人  4  8  9 － － － － 社会人  3  1  5 

学内進学  5  1  1 特別選抜 － －  5 学内進学 －  7 11 

志

願

者

数 計 14 15 15 

志

願

者

数 計 42 31 42 

志

願

者

数 計 13 11 17 

一般  4  4  4 一般 11 11  8 一般  9  3  1 

社会人  1  6  8 － － － － 社会人  3  1  5 

学内進学  5  1  1 特別選抜 － －  5 学内進学 －  7 11 

合

格

者

数 計 10 11 13 

合

格

者

数 計 11 11 13 

合

格

者

数 計 12 11 17 

入学者数 10 11 13 

 

入学者数 11 10 12 入学者数 11 11 16 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

① 法学研究科 

法学の基礎的知識を問う専門試験、小論文、面接試験という一般入試は総合的に合否を判定す

る方法であり適切であると評価する。 

社会人入試では、社会経験を評価する意味から、小論文、面接の2科目としており、社会人の

能力を評価し合否判定に生かす方法としては適切であると評価する。 
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② 臨床心理学研究科 

臨床心理学研究科では、英語文献を利用するため英語の能力を測る試験を課している。この他

に専門科目、小論文を筆記試験に設けている。現状の方法は、人材養成目的を実現する入学者選

抜方法として適切と評価する。 

③ 地域社会マネジメント研究科 

一般入試では、「地域社会が生み出す諸問題を研究対象とし、具体的提案・実践的参画を行い

つつ、地域社会の担い手となりうる専門的職業人を養成する」という教育目標から、課題意識と

意欲を強く持つ入学者を選抜することを企図している。そうした意味から、小論文と面接による

現状の選抜方法は適切であると評価する。社会人入試も同様の方法であるが、面接においては社

会経験を重視している。 

 

【課題・改善方策】 

① 法学研究科 

学生募集については、ホームページの充実、学部生への入試説明会の分かり易さの工夫などを

行う。入学者選抜方法については、現状を維持する。 

② 臨床心理学研究科 

現状を維持することと、社会人入試のあり方を検討することが課題である。 

③ 地域社会マネジメント研究科 

学生募集については、一般・社会人・学生の他に特定の官公庁や企業からの学生の受け入れ、

団塊世代学生の受け入れを拡大させるために、学生募集方法の工夫と強化を行い、認知度を高め

ることが課題である。入学者選抜方法については、現状を維持する。 

 

（２） 学内成績優秀者選抜入試 

 

１）現状 

 

本学では表Ⅴ－5で示す通り，学内成績優秀者選抜入試制度を採用している。 

表Ⅴ－5 各大学院の学部・既卒者の受け入れ制度 

研究科 制度名 対象者 試験科目 

法学研究科 学内進学制度

本学各学部4年生に在学中又は卒業

した者及び本学大学院2年生に在籍

又は修了した者のうち成績が優秀な

者。 

小論文及び面接 

臨床心理学研究科 特別選抜制度
本学人文学部臨床心理学科4年生に

在学中の者のうち成績が優秀な者。

小論文、英語 

及び面接 

地域社会マネジメント 

研究科 

「在学者及び

本学出身者」

進学入試 

本学各学部4年生に在学中又は卒業

した者及び本学大学院2年生に在籍

又は修了した者のうち成績が優秀な

者。 

面接 
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Ⅴ 学生の受け入れ 

① 法学研究科 

法学研究科では 2000 年度から、学部生及び本学の他の大学院生の成績優秀者（ＧＰＡ又は税

理士試験一部科目等の合格者）を対象に、小論文及び面接試験にて選抜を行う学内進学制度を実

施している。 

② 臨床心理学研究科 

臨床心理学研究科の学内特別選抜制度は、本学人文学部臨床心理学科からの一貫教育を目的と

して 2006 年度から開始し、筆記（英語）及び面接試験にて選抜を実施している。受験資格は、

人文学部臨床心理学科卒業見込生のうち、成績上位2割に入る者に与えられる。 

③ 地域社会マネジメント研究科 

地域社会マネジメント研究科では多様な大学院生を募集するため、2004 年度から、「在学者及

び本学出身者」進学入試制度を実施した。対象者は、本学の学部及び大学院の卒業見込並びに既

卒業生のうち成績優秀者又は本学教員や所属企業等からの推薦を得た者とし、研究意欲のあるも

のを幅広く受け入れることができるようにした。 

 

２）評価と課題・改善方策 

 【評価】 

学内成績優秀者選抜入試制度によって、意欲のある優秀な学生の確保につながっている。また、

こうして進学した学生は意欲的な研究活動をしており、大学院全体の活性化につながっている。 

① 法学研究科 

この制度を利用する学部からの志願者は、税法以外（憲法、国際法等）を志望しており、その

数は多いとは言えない。 

② 臨床心理学研究科 

この制度は、臨床心理学科が完成した2006 年度から実施しており、2006 年度は 5名が受験し

5名全員が合格した。優秀な学生の確保につながる制度であり、十分評価できる。 

③ 地域社会マネジメント研究科 

この制度を利用する志願者は、表Ⅴ－4 地域社会マネジメント研究科入試状況のとおり、入

学定員の約半数になっており一定の成果を上げている。この制度による志願者の内訳を見ると、

学部からの卒業見込生と既卒者の割合が半々であり、既卒者の中には本学の前身である札幌短期

大学卒業生も含まれており、団塊世代学生の受け入れにも貢献している。 

 【課題・改善方策】 

① 法学研究科 

2006年度からは、学部に税法担当の専任教授を迎え、科目を充実したことから学部教育と大学

院教育の接続を強め、学部から税法を志望する進学者を増やすことが課題である。 

② 臨床心理学研究科 

この制度によって、優秀な学生の確保につながっているため、制度の維持を課題とする。 

③ 地域社会マネジメント研究科 
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「在学者及び本学出身者」進学入試制度を利用する者は増加する傾向にあるが、学部との連携

という点においては、独立研究科であることから、地域社会分野、会計分野、専修免許等、具体

的な履修コースを分かり易く示し、学部生に進路と学修のイメージを与えることが必要である。

こうした改善を通じて学内の成績優秀者の制度利用を更に拡大することが課題である。 

 

（３） 門戸開放  

 

１）現状  

3 研究科とも、あらゆる他大学・大学院の学生に対して門戸を開放しており、受け入れについて

何ら制限は設けていない。入学後も、本学出身者と区別することは一切ない。 

 

２）評価と課題・改善方策 

他大学・大学院の学生が何ら制約を受けることなく受験機会を持つことができるのは、広く一般

に開かれたものであるべき教育研究機関として当然のことであり、門戸開放そのものに特に問題は

ない。 

 

（４） 飛び入学  

 

飛び入学の制度は設けていない。 
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Ⅴ 学生の受け入れ 

（５） 社会人の受け入れ 

 

１）現状 

 

2006年度の在籍者に占める社会人の割合は表Ⅴ－6のとおりである。 

 

表Ⅴ-6 2006年度の各大学院の社会人学生数 

社会人学生数 一般学生数 
研究科名  

人数 ％ 人数 ％ 
合計 

M1 10 83% 2 17% 12 

M2 8 67% 4 33% 12 法学研究科 

計 18 75% 6 25% 24 

M1 0 0% 12 100% 12 

M2 0 0% 10 100% 10 臨床心理学研究科 

計 0 0% 22 100% 22 

M1 12 75% 4 25% 16 

M2 6 35% 11 65% 17 地域社会マネジメント研究科 

計 18 55% 15 45% 33 

   ※社会人学生は、有職者、主婦、退職者である。社会人入試制度での入学者と数字は一致しない。 

① 法学研究科 

社会人（有職者）は、社会人入試制度以外に、一般入試及び学内進学制度（出身者）を利用す

る場合が多い。税理士志望者に関しては、ほとんどの入学者が有職者であり、そのほかの分野に

ついては、法学部からの学内進学者である。有職者のための新しい制度として、2006年度入学生

から、長期履修制度を導入した。 

② 臨床心理学研究科 

仕事をしながら大学院に通学することは難しいため、社会人は在籍していない。 

③ 地域社会マネジメント研究科 

社会人（有職者）は、一般、社会人、「在学者及び本学出身者」進学入試制度のいずれかの制

度を利用することとなるが、全体の在籍者のうち、半数以上を占めている。職種は、民間企業、

地方自治体職員、市議会議員、個人事業主、定年退職者等様々な分野からの学生である。 

有職者のための新しい制度として、2006年度入学生から、長期履修制度を導入した。 

 

２）評価と課題・改善方策 

 【評価】 

① 法学研究科 

税理士志望者の社会人のニーズに応えているという点で一定の成果を上げていると考える。 

② 臨床心理学研究科 

社会人受け入れ制度を実施していない。 
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③ 地域社会マネジメント研究科 

研究科の性格上、地域社会の多様な問題を取り扱っていることから、様々な業種・職種の社会

人が集まってくることは非常に有意義であり、互いに刺激しあうことにより、大学院在学中の研

究に効果が出ていると評価できる。 

【課題・改善方策】 

① 法学研究科 

社会人への対応という点では、現在在籍する院生及び入学希望者の要望に応えきれていない部

分があり、今後、夜間・土日開講、サテライト教室の使用などを検討する必要がある。 

② 臨床心理学研究科 

入試等の問い合わせで、働きながら学びたいという要望が多いことから、今後の対応策を検討

する。 

③ 地域社会マネジメント研究科 

社会人入試の他に特定の官公庁や企業からの推薦による受け入れ制度、団塊世代に向けたシニ

ア枠制度の導入を検討することが課題である。また、そうした要求を持つ志願者に対して、さま

ざまな機会に広報・ＰＲ活動を行う必要がある。社会人入学者の経済的な支援策として、研究科

独自の給付制度や厚生労働省の職業訓練給付を付与する方策について実現策を検討する。 

 

（６） 定員管理 

 

１）現状 

本学各大学院の志願者数及び合格者数については、表Ⅴ－2･3･4 に示すとおり、表Ｖ－7 の入学

定員数を上回っている。 

① 法学研究科 

収容定員に対する在籍者数の比率は、2006年度では収容定員20名に対し在籍者数24名であり、

1.2 倍となっている。この比率は、志願者数に応じて若干増加する傾向にある。在籍者のうち、

仕事が多忙のため休学しているものが若干名おり、その対応のため、2006年度入学生から、長期

履修制度を導入した。 

② 臨床心理学研究科 

収容定員に対する在籍者数の比率は、2006年度では収容定員20名に対し在籍者数22名であり、

1.1 倍となっている。臨床心理学研究科では、この倍率が研究指導上適正な人数と考え、この数

値を目標に定員管理を行っている。 

③ 地域社会マネジメント研究科 

収容定員に対する在籍者数の比率は、2006年度では収容定員30名に対し在籍者数33名であり、

1.1 倍となっている。この比率は、志願者数に応じて若干増加する傾向にある。在籍者のうち、

仕事多忙等の理由で休学しているものが若干名おり、その対応のため、2006年度入学生から、長

期履修制度を導入した。 
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表Ⅴ－7 各大学院の入学定員及び収容定員 

研究科 入学定員 収容定員 備考 

法学研究科 10名 20名  

臨床心理学研究科 10名 20名  

地域社会マネジメント 

研究科 
15名 30名 

2007年度から入学定

員を20名に変更 

 

２）評価と課題・改善方策 

 【評価】 

① 法学研究科 

入学定員を確保しているという点では評価できるが、税法志望者に偏っていることに問題があ

る。 

② 臨床心理学研究科 

志願者数が入学定員の5倍程度を維持しており、入学定員を安定的に確保できている。 

③ 地域社会マネジメント研究科 

地域社会マネジメント研究科は、収容定員を満たしており、学生内訳の点でも社会人学生が55%

で適切な状態を維持している。 

 【課題・改善方策】 

① 法学研究科 

2004年の税理士法の改正に伴い、法学研究科で税理士試験の税法科目免除を目指す受験者が増

えてきていることから、当面は税法に限定した志願者を安定的に確保することができるが、今後、

道内の他の大学院と競合することが予想される。 

税法以外の分野の志願者を確保すべく、法学研究科の新たな柱の構築と学部 1、2 年次からの

大学院進学ガイダンスの実施など学部との連携を計ることが課題である。 

② 臨床心理学研究科 

臨床心理士は根強い人気があるため、当面は一定の志願者数を安定的に確保できると予想され

るが、道内に一種認定大学院が増えてきていることから、志願者確保のための競争が激化する見

込みである。このため、臨床心理士の高い合格率を維持する教育内容をもって志願者を確保する

ことが課題である。 

③ 地域社会マネジメント研究科 

地域社会マネジメント研究科の社会的な認知度が高まり、次第に入学定員が確保できる状況に

なってきているが、更に認知度を高めるためにブログの立ち上げ、道内遠隔地の学習者に対する

遠隔地教育の実施、自治体向け講座の実施といった具体策を進め、当研究科の社会的な有用性を

アピールすることが課題である。また、休学等の対応については、院生の相談・指導を指導教授

と合わせて複数で指導するあり方を検討する。 
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