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４．学生の受け入れ 

 

１ 大学・学部等における学生の受け入れ 

 

（１） 学生募集方法、入学者選抜方法 

必須 
大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合には、その各々の選抜方
法の位置づけ等の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

  入試対策について具体的な推進を図る 

〔広報入試委員会〕 

① 学生募集とその方法 

(1)  入試制度の多様化と全学的統一感のある入試制度のあり方について検討する。 

(2)  ＡＯ入試2年目にあたり、初年度の反省点を考慮し、推進する。 

(3)  参加型オープンキャンパスを検討する。 

② 入学者選抜方法の改善 

(1) 推薦入学試験 

指定校の増強を図るとともに、アドミッションポリシーに基づく、出願基準等の見直しを進

める。 

(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) 

英語英米文学科の英語独自問題のあり方を見直し、全学科共通問題での試験実施を追及する。 

(3) アドミッション・オフィス入学試験（ＡＯ入試） 

実施2年目を向かえ、初年度の反省を元に実施形態の改善を図る。その一環として、出願資

格に見直し、正式出願後の面接試験を書類選考に変更する。また、社会情報学部においては、

Ａ方式、Ｂ方式の2回のエントリーとインターネット面談を試みる。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔理事会事業報告〕 

  2008年度総志願者数は2,220名(学部2,153、大学院67)で 、前年比661名の大幅な減少となり、

総定員1,130名(大学院含む)に対し、1,070名の入学生に止まった。 

〔大学事業計画〕 

  オープンキャンパス、高校訪問、出張講義プログラム、ミニ英語キャンプなど入試対策にかかわ

る事業を行った。                                   

〔広報入試委員会〕 

   学園政策会議の下、入試制度検討委員会を設置し、入試制度の現状分析とその課題、広報戦略の

現状と課題について検討を進め、「入試制度の改革および広報戦略について（答申）」を10月にまと

め提出された。本答申を12月より、全学の検討に付され、広報入試委員会では直近の課題と中期的

課題に整理し、2010年度入試より対応できる課題は実施し、その他の課題は継続して検討を進めて

いる。 

(1)推薦入学試験 

     こども発達学科、経済学科および新設の経営学部について、指定校を見直し増強を図ったが、

経営学部を除き、志願者増に結びつくことはなかった。また、出願資格について再検討し、法

律学科および社会情報学科の公募制Aの出願基準について、2010年度より変更することとした。 

(2)一般入学試験 

  英語英米文学科の英語独自試験を廃止し、英語筆記の共通問題と英語英米文学科のリスニン
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グ、ライティング問題の時間を分割することとし、2009年度入試より実施した。 

(3)ＡＯ入学試験 

  全学科を対象に既卒生、在外教育施設に対応した出願資格に変更した。また、社会情報学科

および経営学部においてＡ方式、Ｂ方式を実施し、エントリー者が増加した。社会情報学科で

は、インターネット面談を採用したが、利用者はいなかった。              

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

① 学生募集とその方法 

(1) 入試制度検討委員会答申を踏まえ、さらに短期・中期にわたり検討を進める。 

(2) 入試制度の多様化と全学的統一感のある入試制度のあり方について検討する。 

(3) ＡＯ入試３年目にあたり、２ヵ年の反省を考慮し、推進する。 

② 入学者選抜方法の改善 

(1) 推薦入学試験 

指定校の増強を図るとともに、アドミッションポリシーに基づく、出願基準等の見直しを進

める。 

(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） 

     アドミッションポリシーに基づく、入試科目等のあり方、選抜基準について検討する。 

   (3) アドミッション・オフィス入学試験（AO入学試験） 

     実施３年目を向かえ、２ヵ年の反省を元に実施形態の改善を図る。臨床心理学科においては、

ＡＢＯ方式の実施を試みる。 

 

（２） 入学者受け入れ方針等 
必須 入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 
必須 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

明文化したアドミッション・ポリシーを、各種印刷物等に明示する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔広報入試委員会〕 

ＡＯ入試については、アドミッションポリシーを「ＡＯガイド」に掲載し、学生募集を進めてき

た。今後は、学部学科としてのアドミッションポリシーを「入学試験要項」に明示すべく努める。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

明文化したアドミッション・ポリシーを、各種印刷物等に明示する。 

 

（３） 入学者選抜の仕組み 
必須 入学者選抜試験実施体制の適切性 
必須 入学者選抜基準の透明性 
必須 入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況 
任意 ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における、その実施の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 



 

- 32 - 

①  各種印刷物において、入試結果を公表、成績開示を実施し、選抜基準の透明性を確保する。 

②  入試問題集を作成し、問題・解答例を公表する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔広報入試委員会〕 

① 「入試データガイド」を作成し、入試結果を公表するととに、本学ホームページにおいても公

表している。また、入学式後、4 月中旬より成績開示請求を受付、希望者への成績開示を実施し

た。 

② 入試問題集を作成し、高等学校等へ配布するとともに、資料請求者へ配布した。あわせて、ホ

ームページにおいても閲覧を可能としている。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

① 各種印刷物において、入試結果を公表、成績開示を実施し、選抜基準の透明性を確保する。 

② 入試問題集を作成し、問題・解答例を公表する。 

 

（４） 入学者選抜方法の検証 
必須 各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 
任意 入学者選抜方法の適切性について、学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

全教員を対象とした作問調査を実施し、問題作成体制を見直す。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔広報入試委員会〕 

昨年 7月に全教員を対象とした入試問題作成可能科目調査を実施し、入試問題作成体制の資料と

した。                                        

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

問題作成責任体制のあり方、問題作成者人選のルール化について検討する。 

 

（５） 入学者選抜における高・大連携 
任意 推薦入学における、高等学校との関係の適切性 
任意 高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

現在、進行中の札幌市内の高校との高大連携を中心に、本学の高大連携を促進すると共に、高大

連携体制の確立を目指す。 

〔広報入試委員会〕 

教務部と協力し、高大連携の実施に向け積極的に取り組む。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔大学事業計画〕 
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   高校との教育連携については、以前より「出張講義プログラム」を作成し、全道の高校および東

北の指定校の高校に発送し、活用していただいている。本年度についても、道内を中心に44校、54

講座を提供してきた。しかし、分野等に偏りがあり、特定の分野、教員に負担をかかっている現状

にあり、調整がつかず断る例も出ている。 

また、教務部において江別高校、札幌東商業高校との高大連携の具体化めざし、特に札幌東商業

高校と英語英米文学科は「ミニ英語キャンプ」を実施し、連携事業の具体化を進めている。  

〔広報入試委員会〕 

   高校との教育連携については、以前より「出張講義プログラム」を作成し、全道の高校および東

北の指定校の高校に発送し、活用していただいている。本年度についても、道内を中心に44校、54

講座を提供してきた。しかし、分野等に偏りがあり、特定の分野、教員に負担をかかっている現状

にあり、調整がつかず断る例も出ている。 

 また、教務部において江別高校、札幌東商業高校との高大連携の具体化めざし、特に札幌東商業

高校と英語英米文学科は「ミニ英語キャンプ」を実施し、連携事業の具体化を進めている。 

   

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

2009年度スタートの札幌東商業高校との高大連携を推進するとともに、新たな高大連携締結に向

けてつめる。｢出張講義プログラム｣の作成に基づく出張講義を推進する。 

〔広報入試委員会〕 

教務部に協力し、高大連携の実施に向け積極的に取り組む。 

 

（６） 科目等履修生・聴講生、外国人留学生等の受け入れ 
（科目等履修生・聴講生等） 
任意 科目等履修生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 
（外国人留学生の受け入れ） 
任意 留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認定の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

近年急速に減少してきているが、国際交流委員会とも協力し、再検討に着手する。 

〔国際交流委員会〕 

① 外国人留学生の確保（入試委員会・入試課との協同） 

ａ 日本語学校への調査と入学の促進 

② 外国人留学生が学びやすい環境設定 

ａ 研究科、学部、学生部など関係部署の協力を得て有効な修学・生活指導を定期的に行う。  

ｂ 留学生との交流の場を増やし、留学生が抱える悩みや不安を少しでも理解するよう努力し、

大学との信頼を確かなものにする。（国際交流センター長主催の交流会の実施等） 

ｃ 留学生の経済負担軽減への検討 奨学金制度（各種）の案内および助言、大学の授業料減免

制度への積極的な申し込みを勧める。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔広報入試委員会〕 

 未検討                                       

〔国際交流委員会〕 

① 外国人留学生の確保（入試委員会・入試課との協同） 

     入試課と相談したが、実際には実行できなかった。2008 年留学生 30 万人計画が文科省およ

び関係省庁から政策として掲げられた。その中で本学が今後の留学生の受入れについてどうす
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るのか明確にし、必要に応じて対応すべきと考える。国際交流委員会では入学した学生に対し

ての対応しかできないのが現状である。                       

② 外国人留学生が学びやすい環境設定 

     2008年度留学生（正規生）在籍者数は5名（学部2名、大学院3名）である。その内2名（学

部、大学院各1名）は現在休学しているので実質3名の対応となっている。日常的な生活指導

については個別に対応し個々人について把握している。毎年実施している留学生交流会もそれ

ぞれの事情で時間が合わず開催できなかったが必要時には連絡を取れるようにしている。経済

的負担の軽減については奨学金では学生課、授業料減免については相互に連絡をとりながら留

学生にとって不利にならないよう対応をとってきた。2008年は北方圏センターからの「北海道

外国人留学生助成金支給援助事業」により大学院生1名が登録され援助金が支給された。  

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

近年急速に減少してきているが、国際交流委員会とも協力し、再検討に着手する。 

〔国際交流委員会〕 

① 外国人留学生の確保（入試委員会・入試課との協同） 

ａ 大学としての留学生受入れ方針の確認 

ｂ 日本語学校への調査と入学の促進 

② 外国人留学生が学びやすい環境設定 

ａ 研究科、学部、学生部など関係部署の協力を得て有効な修学・生活指導を定期的に行う。  

ｂ 留学生との交流の場を増やし、留学生が抱える悩みや不安を少しでも理解するよう努力し、

大学との信頼を確かなものにする。（国際交流センター長主催の交流会の実施等） 

ｃ 留学生の経済負担軽減への検討 奨学金制度（各種）の案内および助言、大学の授業料減免

制度への積極的な申し込みを勧める。 

 

 

（７） 定員管理 
必須 学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と（編）入学者数の比率の適切性 
必須 著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

入試対策ＷＧ（学園政策会議ＷＧ）を中心に本学入試対策の問題点の検討を行い、具体的な対策

を練る。 

〔広報入試委員会〕 

模擬試験の動向、志願動向を考慮し、適切な合格者数、入学者数の管理に努める。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔大学事業計画〕 

  学園政策会議の下、入試制度検討委員会を設置し、入試制度の現状分析とその課題、広報戦略の

現状と課題について検討を進め、「入試制度の改革および広報戦略について（答申）」を 10 月にま

とめ提出された。本答申を 12 月より、全学の検討に付され、広報入試委員会では直近の課題と中

期的課題に整理し、2010年度入試より対応できる課題は実施し、その他の課題は継続して検討を進

めている。                                      

〔広報入試委員会〕 

   一般入試において、志願動向を考慮し、経験則に基づき手続率を検討し、合格者数を割り出した。
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一方、大学として、学部としての入学者数の確保のため、特定の学科の定員超過率が突出した結果

となった。                                      

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

「入試制度の改革および広報戦略について」（答申、2008.10）に盛り込まれた直近の課題の推進、

中期的課題の具体化に向けてつめる。 

〔広報入試委員会〕 

模擬試験の動向、志願動向を考慮し、適切な合格者数、入学者数の管理に努める。 

 




