
要　約

東京女子体育大学（体育学部体育学科），東京女

子体育短期大学（保健体育学科・児童教育学科）

の平成１８年度卒業生および平成１９年度入学生に

対し，受験動機に関するアンケート調査を実施し

た（以下，大学・短大を併せて本学とする）．

本学では，大学・短大ともにＡＯ型入試および推

薦入試（スポーツ，指定校，公募）で入学してく

る学生の割合が高い．その決定要因は，「学びたい

授業・取りたい資格がある」，「運動部活動を継続

するため」が多かった．しかし，「親，高校の先生，

先輩の勧め」も２０％を超えており，また受験準備

としては，「オープンキャンパスに参加」が４０％

を超えていた．このため今後の募集方法はより戦

略的にならざるを得ないだろう．

また，「本学以外で受験するとしたら」という問

いに関して，すべての学科において「日本女子体

育大学」との回答が多いことから，同大学との

「すみ分け・差別化」も視野に入れ，本学のさらな

る独自性を構築していく必要であると思われる．

１．研究目的

平成１９年度に全国の大学収容定員と１８歳人口

が等しくなった．このような，大学全入時代とい

われる少子化の中で，私立大学では５５９校中２２１

大学（４０％），私立短期大学では３６５校中２２５大

学（６２％）が定員割れを招来している
１）
．このた

め各大学は生き残りをかけ，学部の改組転換を積

極的にはかっている．特に最近では健康スポーツ

ブームに乗り，体育・スポーツ関連の学部学科を

新設する大学や，体育専門の学部ではない法学部

や経済学部でも「保健体育」教諭の免許を取得で

きるようなカリキュラム編成がなされたりしてい

る．このような各大学の動向に対して，体育系の

専門大学・短期大学として百余年の伝統を誇る本

学においても，より質の高い学生の確保に向けて，

その対策を検討することが急務といえる．

ところで，本学では学生の多様化に合わせて，

Ⅰ期ＡＯ型入試，推薦入試，試験入試，Ⅱ期ＡＯ型

入試の年４回の入試を行なっている．「Ⅰ期ＡＯ型

入試」も旧名称である「自己推薦入試」の時から

数えると平成１９年度で９回目となり，その後Ⅱ期

ＡＯ型入試も加わり，本学においてＡＯ型入試は定

着した入試であるといえる．このように学生の多
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様化に合わせて４回の入試を行なっているが，各

入試における入学者がどのような理由でその入試

を受験したかについては詳細な調査を行なってい

ない．また大学全入時代を迎えた今，数年前と比

較すれば現在の入試の受験理由も変化していると

考えられる．そこで本研究では，本学学生の受験

動機等を調査することで，今後の学生募集対策に

向けた基礎的資料を得ることを目的とした．

なお，本研究では大学と短期大学の比較をする

ために，そのⅡでは両者を合わせて検討した．ま

た，大学と短期大学を併せて本学と称するものと

した．

２．研究方法．

対象は，平成１８年度卒業生（主に平成１５年度

入学（以下，Ｈ１５入学生）大学体育学部体育学科

（以下，体育）：４２１名．主に平成１７年度入学

（以下，Ｈ１７入学生）短期大学保健体育学科（以

下，保体）：１２７名，短期大学児童教育学科（以

下，児教）：１８１名）および平成１９年度入学生

（以下，Ｈ１９入学生，体育３８９名，保体１２９名，

児教１０６名）を対象に，質問紙（マークシート方

式）によるアンケート調査を実施した．アンケー

ト内容は紙面の都合上割愛するが，体育・保体は

共通とし，児教は別内容で実施した．なお，前述

の４回の入試の内，推薦入試にはスポーツ推薦，

指定校推薦，公募推薦の３つの区分があり，また，

体育・保体の公募推薦と試験入試にはＡ方式（実

技２種目）・Ｂ方式（実技１種目，小論文）があ

るが，Ｈ１５からＨ１９における試験内容に基本的

な違いはない．

実施日は，Ｈ１５・Ｈ１７入学生が平成１９年３月

１９日（卒業式前日）に，Ｈ１９入学生が平成１９年

４月第２週のガイダンス期間（入学直後）であっ

た．アンケートの有効回答率は，Ｈ１５・Ｈ１７入

学生では，体育７１％，保体８０％，児教７６％，Ｈ

１９入学生では，体育９７％，保体９６％，児教９

４％であった．

分析はＨ１９入学生のデータを中心とし，必要に

応じてＨ１５・Ｈ１７入学生のデータと比較した．

なお，本研究は平成１８・１９年度東京女子体育

大学「共同研究」の助成を受け，そのⅠでは要約

と方法を，そのⅡでは大学と短大を合わせた全体

傾向と比較を，そのⅢでは大学体育学部について，

そのⅣでは短期大学児童教育学科について検討し，

分担執筆とした．また，データの公表にあたって

は，本学入試担当理事（入試委員長）の了承を得

た．

参考文献

１） 月報私学：日本私立学校振興・共済事業団

広報，ｖｏｌ．１１７，２００７／９
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『本学学生の受験動機の研究─そのⅠ：要約と

研究方法─』で述べた内容に従い，本稿では本学

受験の決定時期，決定要因，受験方法およびオー

プンキャンパスについて，体育・保体・児教にお

けるＨ１９入学生のアンケート結果について分析・

検討した．必要に応じて，Ｈ１８卒業生（Ｈ１５・

Ｈ１７入学生）の結果と比較した．

１．本学受験の決定時期

体育・保体・児教ともに「高校３年生」が圧倒

的に多い．体育・保体の３０％強が高３の夏休み以

前，５０％弱が高３の夏休みおよびそれ以降であり，

あわせて約８０％となる．児教では高３夏休み以前

が３０％弱，高３夏休みおよびそれ以降が５０％で

あるが，高２と答えた学生が１８％いた．これらは，

指定校枠がある高校で，早いうちからその枠を活

用したいと考えていた学生と思われた．高２との

回答者の６１％が指定校推薦での受験であり，この

割合は全体での指定校推薦割合（６３％：３．受験

した入試制度に詳細）とほぼ同率であった．

２．本学進学の決定要因

図１－１，１－２，１－３に示したように，「本

学への進学を決めた理由」は，体育・保体・児教

ともに，第一位は「学びたい授業・取りたい資格

がある」であった．体育ではこれが３３％，保体で

は４９％，児教では３５％を占めていた．体育・保

体の場合は教員免許および体育系資格，児教の場
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合は幼稚園・小学校の教員免許取得を希望する学

生がやはり多いと推測される．体育では次いで

「運動部活動をするため」が２６％，「家族・先生・

先輩等の影響」が２１％であった．保体では「家

族・先生・先輩等の影響」が２２％，「運動部活動」

は１２％であった．保体では，体育専攻にもかかわ

らず運動部での活動に関心のある学生の割合が高

くないことが気にかかる．また，卒業生が本学へ

の進学を薦めるという要素は非常に重要な効果を

持っていることが示唆される．卒業生の方々の力

を借りる方法を積極的に考えることが重要といえ

る．

児教の質問項目は体育・保体とは異なるので，

単純に比較はできないが，児教では「指定校（枠）

があるため」が１６％で第二位であった．また児教

でも，「運動部活動をするため」は１１％おり，児

教生の運動部への参加が進んできていることが伺

える．Ｈ１７児教入学生では「運動部活動」は５％

であったことを考えると，“スポーツが好きな生徒

が児教で小学校や幼稚園の教員免許取得をし，子

どもにスポーツを教える仕事につくことを目指す”

という流れは，かつてより強くなってきているの

ではないだろうか．体育系短期大学の児童教育学

科としては，このように学校の特色を生かした進

路を考える学生が増えることは好ましいといえる．

「受験時に本学の偏差値の影響を受けたか」と

の問いに対しては，体育・保体では約８０％の学生

が「偏差値の影響は受けなかった，もしくは本学

の偏差値がいくつなのか知らない」．であった．児

教ではこの割合は実に９５％近くにもなる．後述す

るが，本学の入試では推薦入試による入学者が非

常に多いため，主に学力試験を伴う入試を受験す

る場合に考慮する「偏差値」については，気にな

らない学生が多いのは頷ける．しかし一方で，大

学・短大は「勉強するところ」であり，入学時に

偏差値のことを気にかけていなかった学生たちも，

入学後には大学の専門的な授業内容についていか

なければならない．したがって，学生の「勉学の

基礎体力」もやはり重要ではないだろうか．また，

学力のある学生を募ることで，学生の教員採用試

験合格率や就職活動での合格率を上げていくとい

うことも，今後の学生募集を明るくする意味では

大切なのではないだろうか．先述のように，本学

への進学を決めた理由として「家族・先生・先輩

の勧め」が上位に挙がっているが，本学学生が教

員になれなかったり，教育実習生として尊敬を集

めることができなかったりすれば，本学を希望す

る高校生は増えていかないと考えられる．

「本学の授業料は他大学と比べて高いと思うか」

という問いに対しては，「本学は他大学よりも学費

が安い」と答えたのは，体育２５％，保体２７％，

児教３５％であった．体育系大学の中には学費がか

なり高額な大学もあることから，体育・保体のほ

うが児教よりも，本学の学費を「安い」と回答す

る者が多いと予測していたが，実際には児教のほ

うがその割合が高かった．「わからない」と回答し
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た（すなわち，学費に関心がない）学生は，体育

５８％，保体６５％，児教５２％であった．学費の安

さは児教生にとっては魅力となっていると考えら

れるが，体育・保体の学生は学費の高低で大学を

選択してはいない可能性が高い．

３．受験した入試方法

表１に示したように，体育・保体・児教ともに

「指定校推薦（系列校推薦を含む．以下すべて同様）」

がもっとも多い．特に短大（保体・児教）は，指

定校推薦の割合が高く，保体では５６％，児教では

６３％を占めている．公募推薦を含めると，保体で

は６６％，児教では実に７１％が“推薦入試”で入

学していることになる．体育では「指定校推薦」

と「Ⅰ期ＡＯ型」が２５％強とほぼ同率で，次いで

「スポーツ推薦」が２０％である．指定校・スポー

ツ・公募推薦をあわせると，体育での推薦入学者

の割合は６０％となる（ただし，募集定員３００名に

対するＡＯ型と試験の合計割合は５０％）．なお，Ｈ

１９入学生に関するこれらの結果を，体育：Ｈ１５

入学生，短大：Ｈ１７入学生と比較すると，体育・

保体・児教のいずれも，全入学者における推薦入

学者の割合は増大している．特に体育，児教にお

ける「指定校推薦入学者」の増大が著しい（体育

１８％→２７％，児教５１％→６３％．ちなみに保体

では５０％→５６％）．

「本学以外の大学・短大を受験したか」という

問いに対しては，「（本学以外には）受験しなかっ

た」人は，体育では７９％，保体では８７％，児教

では約８７％であり，指定校推薦などの推薦入学者

の多さが反映された結果になっている．本学は総

じて推薦入学者の割合が高いため，他大学を受験

した学生は少ない．また他大学を受験していても，

本学を第一志望とした者が多い．本学は，“東京”

にある“女子”の“体育大学・短大”ということ

で，大学・短大のキャラクターが明確な学校であ

るため，他大学の志望者と重ならない，安定的な

志願者層を形成していると考えられる．この“東

京”“女子”“体育”という３要素はそのまま本学

の校名でもあり，本学としてはこの３要素をきち

んと堅持してゆくことが大切といえる．

４．オープンキャンパスについて

オープンキャンパスには，体育・保体・児教と

もに，約７０％前後の学生が「高校３年時に参加」

しているが，参加していない学生も２０～３０％い

た．高校１，２年生のときに参加したという学生

は，ほとんどいなかった．

図２に示したように，「オープンキャンパスで知

りたかったことは何か」という問いに対しては，

体育・保体・児教ともに「大学の雰囲気」が３０％

強を占め，最も高かった．次いで高かったのは，

体育・保体はもとより児教でも「運動部活動の様

子や実績」であり，「入試方法」を上回る高率であ

った．これまでのオープンキャンパスでは，どち

らかといえば「入試方法の説明」に重点が置かれ

てきて，その効果があって本学の入試制度は広く

周知されてきたのではないだろうか．また入試制

度に関しては，募集要項やさまざまな資料に明示

されている上，高校の進路担当の先生に相談もで

きる．しかし「大学の雰囲気」や「運動部の様子」

は，実際に大学に足を運んでみないとわからない

部分である．「大学の雰囲気」に関しては，キャン

パスや学生たちの様子を見てもらうことで理解し

てもらえるが，「運動部活動の様子や実績」に関し

ては，これまでのオープンキャンパスでは今ひと
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つ注力されてこなかったかもしれない．

これまでのオープンキャンパスでは，入試広報

委員や入試委員全員，および教務・資格・学生・

就職等の委員会や課から数名ずつが個別相談に当

たっているが，様々な運動部の指導者・選手等関

係者の数をもっと増やしたほうが，高校生のニー

ズを満たせるのではないだろうか．本学は体育の

専門大学であるため，高校生がオープンキャンパ

スで運動部活動の様子を知り，個別の運動部につ

いて（自分は○○部に入ってやっていけると思う

か，等も含め）いろいろと相談をしたり，情報を

得たいと考えるのは当然のことである．しかし，

各運動部活動の詳細については非常に専門的な内

容であるため，指導者・選手等関係者でなければ

対応が難しい場合も多いといえる．

５．まとめ

本研究の結果から，Ｈ１９入学生について以下の

点が明確になった．

１） 本学は「推薦入試」での入学者が多かった．

体育では指定校推薦とスポーツ推薦で５０％弱の

学生が入学した．短大では特に指定校推薦の割

合が高く，保体では５６％，児教では６３％を占

めた．

２） 本学への進学を決めた理由は，「学びたい授

業・取りたい資格がある」と「運動部活動をす

るため」が高順位であった．

「学びたい授業・取りたい資格がある」が第一

位で，教員免許を望む者が多いと考えられるが，

「運動部活動をするため」は，体育・保体で高順

位なのはもちろんのこと，Ｈ１９入学生では児教

でも１１％おり，児教学生に占めるスポーツ志向

者が増えている．他に「家族・先生・先輩等の

影響」が高率であり，本学卒業生が家族や教員，

教育実習生などの立場から，高校生に本学受験

を勧めている可能性が示唆された．

なお，本学受験時に大手予備校等が発表する本

学の偏差値を考慮した学生は非常に少なかった．

また，体育・短大を通じて，本学しか受験しな

かった学生が８０％前後と高率であった．本学入

学者の多くを推薦入学者とⅠ期ＡＯ型入学者が占

めるため，この結果は当然かもしれないが，入

学後の勉学や資格取得を考えれば，学力の基礎

体力も重要ではないだろうか．本学の学費が高

いか安いかわからないと答えた学生は，体育・

保体では６０％前後いた．

３） オープンキャンパスで知りたかったことは，

「大学の雰囲気」に次いで「運動部活動の様子や

実績」が高率であり，「入試方法」を上回った．

高校生は，「大学に実際に足を運ばなければわか

らない運動部活動の実態について，運動部の先

生方や在学生に話を聞いたり，練習を見学した

りする」機会を求めて来学していたものと考え

られる．本学は体育大学であるので，この点は

今後もっと重視してもよいのではないだろうか．
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要約と研究方法で述べた内容に従い，本章では

主に本学部の受験理由について，入試方法ごとに

Ｈ１９入学生のアンケート結果について，分析・検

討した．必要に応じて，Ｈ１８卒業生（Ｈ１７入学生）

の結果と比較した．

１．受験した入試方法

Ｈ１９入学生が受験した入試方法で多かったのは，

「指定校推薦（系列校推薦を含む）」が２７％，「Ⅰ

期ＡＯ型」が２６％であった．次いで，「スポーツ推

薦」の２０％であった（表１参照）．すなわち，入

学生の７３％が，書類選考および面接・面談のみで

入学している．実技試験を伴う公募推薦・試験の

割合は３０％に満たない結果であった．

２．受験理由

２－１．Ⅰ期ＡＯ型

図３に示したように，Ⅰ期ＡＯ型で受験した理

由は，最も多かったのは「どうしても本学部に入

学したかったので，最初の入試から受験した」４

１％で，「親や高校の先生などに勧められたから」

１７％，「自分は面接（面談）が得意と思ったから」

が１２％で続いている．そして，Ｈ１５入学生の傾

向をみると「合否が早い時期に決まるから」２６％，

「親や高校の先生などに勧められたから」１９％が

多く，「どうしても本学部に入学したかったので，

最初の入試から受験した」はそれに続く１３％にな

っている．このことは，４年前はＡＯ型では早く合

格が決まるという利点があったが，他の体育系大

学もＡＯ型を導入し始め，その利点を今は感じなく

なってきているという可能性が考えられる．ただ

し，入学時にアンケートをとれば「どうしても入

りたい」といった気持ちが強く残っているが，４

年間経たことで，その気持ちには変化が生じ，回

答に影響を及ぼした可能性も否定できない．

２－２．スポーツ推薦

スポーツ推薦で受験した理由は，「親や高校の部

活動の先生に勧められたから」２２％，「全国的な

大会に出場するなどの競技実績を生かしたいから」

２０％が多い傾向にある．これはスポーツ推薦の趣

旨に見合った結果となっている．詳細をみると，

「大学の部活動の先生にスカウトされたから」は，

Ｈ１５入学生と比較してＨ１９入学生は８％→１８％

と１０％増加しており，大学スポーツの強化や学生

募集の観点から，スカウト活動が４年前と比較し
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て活発に行なわれた結果であろう．ただし，「面接

のみでほぼ確実に合格が決まって安心だから」も，

Ｈ１５入学生と比較してＨ１９入学生は４％→１６％

と８％と増加しており，全入時代において，安易

な入試方法を選択する受験生の増加が，スポーツ

推薦にまで及んでいる危険性がある．

２－３．指定校推薦

図４に示したように，「親や高校の先生によい学

校だと勧められたから」２８％，「面接のみでほぼ

確実に合格が決まるから」２５％，「高校での成績

評価の評定平均がよいのを生かしたいから」１９％

が多い傾向にあった．「どうしても入学したかった

から」との回答がこの３つに続くが割合的にはか

なり低い１３％であった．このことは指定校推薦に

よって積極的に合格したいという受験生は意外に

も少ないという可能性も示唆している．

２－４．公募推薦Ａ方式・Ｂ方式

公募推薦Ａ方式では「実技テスト２種目に自信

があったから」４６％，「運動競技歴に自信があっ

たから」４１％であり，両者を合わせて約９０％程

度と極めて多かった．これは受験生が受験方式や

配点を十分理解し，その特技を生かしているもの

と考えられる．なお，「公募推薦Ｂ方式より募集定

員が多いから」が７％であり，募集定員に対する

受験者の数（倍率）が未知数であるにも関わらず，

表面的な数値で受験方式を決定している受験生が

いたことも確かである．

公募推薦Ｂ方式では「運動競技歴に自信がなか

ったから」という理由が７１％で最も多かった．こ

のことについても公募推薦Ａ方式と同様，自分の

特徴を理解して受験していることを示していると

思われる．しかし，「小論文に自信があったから」

の７％よりも，「実技テストが２種目ある公募推薦

Ａ方式は大変だから」が１４％おり，健康運動実践

指導者やアスレティックトレーナーなど，健康・

リハビリ関連への就職を希望する学生が増えてき

ている現状はあるが，体育大学に進学を希望する

受験者として疑問符を付けざるを得ない．

２－５．試験Ａ方式・Ｂ方式

試験Ａ方式では「他の大学と本学部を併願した

かったから」が５３％と最も多かった．「体育実技

の試験に自信があったから」，「運動競技歴に自信

があったから」がともに１３％で続くが，「他の大

学と本学を併願したかったから」と比較するとか

なり低い割合であった．

試験Ｂ方式でも「運動競技歴に自信がなかった

から」が４８％で最も多く，「他の大学と本学部を

併願したかったから」が２４％でそれに続いた．

「他の大学との併願」が試験Ａ方式と比べかなり低

い理由は，試験Ｂ方式では，Ａ方式と比較して受

験内容そのものが受験の理由になってきている可

能性が考えられる．すなわち試験Ｂ方式の結果を

Ｈ１５入学生と比べると，「運動競技歴に自信がな

かったから」は１６％→４８％と３２％増加し，「他

の大学と本学部を併願したかったから」は４０％→

２４％と１６％減少した．また，このことは，「実技

の試験に自信があったから」は２０％→０％に低下

したことからも裏付けられる．

なお，試験Ａ・Ｂ方式で入学した学生の内，本

学が第一志望１０％，第二志望４３％，第三志望４

８％であった．試験による入学者の内９０％が，い

わゆる「すべり止め」という現状は，是非改善し

たい点ではある．しかし，試験成績上位合格群ほ

ど「すべり止め」としての受験傾向が強く，下位

62



群ほど第一志望の割合が高くなるであろうことか

ら，補欠合格も含めた入学者が実質的に試験成績

のどの範囲が分布しているかなど，さらに詳細な

検討が必要な項目である．

２－６．Ⅱ期ＡＯ型

「他の大学が不合格で，浪人したくなかったか

ら」が６３％で最も多い結果となった．多くの大学

の合格発表が終了した３月中旬に入試をすること

は，受験理由はともかく，Ⅱ期ＡＯ型までの合格者

の歩留まりが，予想を下回った場合を想定すれば，

意味あることといえる．「本学部の他の入試が不合

格であったが，やはり本学部に入学したかったか

ら」は，Ｈ１９入学生だけでは０％であった．この

ことは「どうしても本学部に入学したかった」学

生は試験までに合格している可能性があると考え

られる．

３．併願学生の入学希望大学

他大学との併願受験者は，３７６名中７２名（１９％）

であり，第一志望が１４％，第二志望２８％，第三

志望２８％であった．併願での受験校を表２に示し

た（複数選択）．「日本女子体育大学」が４９％で最

も高く，次いで「国士舘大学」が２０％，「日本体

育大学」と「順天堂大学」が１９％と続き，「東海

大学」１６％であった．やはり競合校と目される

「日本女子体育大学」との回答が多いことから，同

大学との「すみ分け」も視野に入れ，東京女子体

育大学のさらなる独自性を発揮するための戦略が

必要であると思われる．なお，その他が３０％に及

んだ．これは，体育系以外の大学を受験したもの

と思われ，受験学科を一つに絞っていない受験生

が意外にも多い結果となった．

対象者全員に対する，「本学部以外の大学を受験

するとしたら」という問いにおいても，ほぼ同様

の傾向がみられ，筑波大学，鹿屋体育大学の体育

系旧国立大学や教育系旧国立大学の希望はそれぞ

れ４％未満で，関東地区の私立体育系大学が競合

校の中心であった．

４．まとめ

本研究の結果から，以下の点が明確になった．

１） 「Ⅰ期ＡＯ型で受験した理由」では，「どう

しても本学部に入学したかったので，最初の入

試から受験した」が最も多かった．ただその傾

向は「合否が早い時期に決まるから」が最も多

かったＨ１５年入学生とは異なるものであった．

２） 「スポーツ推薦で受験した理由」では，「親

や高校の部活動の先生に勧められたから」，「全

国的な大会に出場するなどの競技実績を生かし

たいから」が多い傾向にあり，スポーツ推薦の

趣旨に合っていた．

３） 「指定校推薦で受験した理由」では，「親や

高校の先生によい学校だと勧められたから」，

「面接のみでほぼ確実に合格が決まるから」，「高

校での成績評価の評定平均がよいのを生かした
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いから」に多い傾向が見られ，「どうしても入学

したかったから」は少なかった．

４） 「公募推薦Ａ方式・Ｂ方式で受験した理由」

では，Ａ方式では「実技テスト２種目に自信が

あったから」，「運動競技歴に自信があったから」，

Ｂ方式では「運動競技歴に自信がなかったから」

という理由が最も多く，受験生は十分に試験内

容や配点を理解して受験していると考えられた．

５） 「試験Ａ方式・Ｂ方式で受験した理由」で

は，Ａ方式では「他の大学と本学部を併願した

かったから」，Ｂ方式では「運動競技歴に自信が

なかったから」が多い傾向にあった．なお，両

方式を合わせて，本学部を第一志望としていた

学生は１０％と非常に少なかった．

６） 「Ⅱ期ＡＯ型で受験した理由」では，「他の

大学が不合格で，浪人したくなかったから」が

最も多かった．
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要約と研究方法で述べた内容に従い，本章では

主に本学科の受験理由について，入試方法ごとに

Ｈ１９入学生のアンケート結果について，分析・検

討した．必要に応じて，Ｈ１８卒業生Ｈ１７入学生の

結果と比較した

１．受験した入試方法

「指定校推薦（系列校推薦を含む）」が６３％を

占め，次いで「Ⅰ期ＡＯ型」が１７％であった．す

なわち，入学生の８０％が，書類選考および面接・

面談のみで入学している（表１参照）．

また，「公募推薦（小論文を含む）」８％，「スポ

ーツ推薦」２％を含めると，実に９０％が「推薦」

までに受験を終え，合格を決定していることがわ

かった．この総計は，Ｈ１７入学生と比較すると，

７８％→９０％となっており，これらの受験選択は

増加傾向にある．この結果，「試験」での受験者が，

１９％→８％と減少することとなった．

２．受験理由

２－１．Ⅰ期ＡＯ型

図５に示したように，Ⅰ期ＡＯ型で受験した理由

は，「第一希望でどうしても入学したい」が２９．

４％を占め，第一希望の学生は積極的に最初の入

試から受験している．また，「親や先生から勧めら

れた」も２９％を占め，受験の決め手に，親や先生

の影響があることがわかった．近年，保護者同伴

でオープンキャンパスや進学説明会に参加するこ

とが多くなっていることから，受験動機に少なく

とも保護者が関係しているのではないかと推察で

きる．

また，「学力試験がなく合格しやすいから」が２

４％を占めていることから，ＡＯ型が他の入試と比

較し，楽で合格しやすいという認識があることも

わかった．

２－２．スポーツ推薦

スポーツ推薦で受験した理由は，「親や高校の部活

動の先生に勧められた」，「面接のみで合格が決ま

って安心」が共に５０％という回答であった．児教

では「全国的な大会に出場するなど競技成績を生

かしたいから」等の競技に対する回答はみられな

かった．
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２－３．指定校推薦

図６に示したように，指定校推薦（系列校推薦を

含む）で受験した理由は，「面接のみでほぼ確実に

合格が決まる」が３５％を占めている．Ⅰ期ＡＯ型

の「第一希望」と合わせると６４％の学生が本学科

を第一希望として受験したと考えられる．また，

「親や高校の先生によい学校だと勧められた」が２

５％と続き，Ⅰ期ＡＯ型と同様に親や先生の影響が

関係していると推察できる．

上位２項目は，Ｈ１７入学生と同様の回答であっ

たが，両年を比較（その他を除く）すると，３位

の回答に大きな違いがみられた．Ｈ１７入学生が

「早い時期に合格が決まるから」１３％に対し，Ｈ

１９入学生は「どうしても入学したいから」が１

１％という回答が得られ，指定校推薦受験におけ

る明確な本学科志向の増加が受けとれる．

２－４．公募推薦

公募推薦で受験した理由は，「最初からこの入試

に決めていた」３８％，「指定校がなかった」２５％，

「倍率が低い」２５％の順であった．

２－５．試験

試験で受験した理由は，「他大学と併願したい」

が８３％と大半を占めた．本学科の入学者のうち

「他大学併願」が１３％，併願者のうち第一希望で

ない学生が９４％いることから，この入試での入学

者のほとんどが，他大学を合格した場合，本学科

に入学していなかった可能性が高いと考えられる

（ただし，この第一志望の中には，本学の体育や保

体も含まれていると推察される）．また，「他大学

より学科試験の科目が少ない」が１７％であったが，

この結果が科目数による受験者数の増減に影響し

ているとは考えにくい．

２－６．Ⅱ期ＡＯ型　

「本学の他の入試が不合格，やはり本学に入学

したかった」が５０％と，本学の入試を受け続け合

格した学生がいることがわかった．１９年度受験

（合格）状況から，この学生は本学他学科との併願

で児教に入学してきたと考えられる．また，本学

の入試システムから，次年度入試でもⅡ期ＡＯ型に

おけるこのような事例が推察できる．

３．本学以外の入学希望大学

３－１．併願学生の入学希望大学

他大学・短期大学との併願受験者が，「どの大学

に入学したかったか」という問いに対しては，「日

本女子体育大学」が２７％，「白梅（短期）大学」

が１３％と続いた．“純粋な保育，児童教育，幼児

教育”の大学より“運動やスポーツのできる体育

系”の大学を第一希望にしている学生が多かった．

３－２．本学以外の入学希望大学

対象者全員に対する，「本学以外の大学を一校受

験するとしたら」という問いには，表３に示した

ように「日本女子体育大学」が１９％，次いで「日

本体育大学（短大）」が１５％と約３５％の学生が体

育系の大学を回答した．このことから，“体育・ス

ポーツのできる”あるいは“身体を動かすことの

できる”環境を選ぶ学生が少なくはないことがわ

かった．

また，Ｈ１７入学生と比較すると，保育・児童幼

児教育系の大学・短大が４９％→３４％と減少し，

体育系の大学・短大が２１％→３５％と増加した．
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とくに日本女子体育大学の９％→１９％への増加，

白梅（短期）大学の１６％→８％への減少が目立っ

た．この結果は，１７年度には，幼保一元化の流れ

で保育士資格と幼稚園教諭免許の同時取得が話題

となった時期と重なったためとも推察できる．

４．入学前の不安について

入学前の不安については，「ピアノが苦手」が

４６％と大半を占めた．これは，受験科目にピアノ

実技がないこともあり，ピアノ初心者が多くいる

ことが考えられる．次いで「人間関係への不安」

が１５％と続き，親元から離れ，はじめて一人暮ら

しをする学生や，他者との交流が苦手な学生など，

精神面での不安を抱えている学生が少なくはない

と推測できる．また，「体育実技のレベルについて

いけるか不安」が１２％であったが，体育系短期大

学であることから高い運動レベルが要求されるの

ではないかと感じているのではないかと考えられ

る．ただし，「本学科への進学を決めた理由」では，

「学びたい授業・取りたい資格がある」が３５％と，

目的意識をもって受験してくる学生も多くいた．

５．主な通学方法

「電車」７１％が，半数以上を占め，次に「自転

車」１３％と続いた．電車で通学している学生が非

常に多いことがわかった．電車を利用している学

生が最初に乗る電車は，Ｈ１９入学者は，「中央線

（立川～高尾）」１３％，「京王線」１１％，「小田急

線」１０％，「青梅線」８％，「横浜線」８％と続い

た．また，Ｈ１７入学者では「横浜線」１２％，「京

王線」９％，「南武線（神奈川県）」７％，「中央線

（立川～高尾）」７％，「小田急線」７％と続いた．

このことから，神奈川周辺・立川から高尾方面・

小田急沿線から通う学生が多いということがわか

った．このことは，募集戦略のひとつになるであ

ろう．また，両年とも「武蔵野線沿線」から通う

学生の回答率が低かった．

６．まとめ

本研究の結果から，以下の点が明確になった．

１） 本学科の学生のうち，「推薦」での入学者が

７３％を占めていることがわかった．試験内容

（含書類審査）では，面接のみの「スポーツ推

薦・指定校推薦・Ⅱ期ＡＯ型」が６７％，面談の

みの「Ⅰ期ＡＯ型」が１７％と，面談・面接のみ

による入試で入学した学生が８４％を占めてい

た．また，１１月までに合格を決定（推薦まで）

した学生が約９０％いることもわかった．

２） 「本学科のみの受験」が約８７％を占めてお

り，本学科に入学した学生のほとんどが第一志

望であること，その多くが推薦までに受験して

いることがわかった．

３）「指定校推薦（含系列校推薦）」が６３％を占め

ていた．高校に指定校枠があれば，受験候補に

なるとも考えられる．

４） 受験決定にあたり「親や先生の勧め」が大

きく影響している事がわかった．卒業生の活躍

や，現場の高校教員が送り出した生徒の活躍が，

受験決定に繋がっていると考えられる．また，

近年オープンキャンパスや進学説明会での保護

者同伴の来場が増えていることから，本人を含
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め，保護者の視点も受験決定に少なからず影響

していると考えられるだろう．

５） Ｈ１９入学生は，「第一希望でどうしても入

学したい」が２９％，「どうしても入学したいか

ら」が１１％と，Ｈ１７入学生に比べ上昇していた．

また，「本学の他の入試が不合格，やはり本学に

入学したかった」という回答もみられた．近年，

併願で児教に合格し，編入するケースも多くみ

られる．

６） Ｈ１７入学生は「本学以外の希望大学」上位

が保育系の大学・短大に対し，Ｈ１９入学生は体

育系の大学・短大が上位であった．１７年度は，

幼保一元化の流れで保育士資格と幼稚園教諭免

許の同時取得が話題となった時期と重なったた

めとも推察できる．

７） 「入学前の不安について」では，「ピアノが

苦手」が４６％，「人間関係への不安」が１５％，

そして「体育実技のレベルについていけるか不

安」が１２％と続いたが，「本学科への進学を決

めた理由」では，「学びたい授業・取りたい資格

がある」が３５％と，目的意識をもって受験して

くる学生も多くいた．

８） 児教の学生の主な通学方法は，「電車」が

７１％と半数以上を占め，ほとんどの学生が電車

で通学していることがわかった．通学経路とし

て，神奈川周辺，立川から高尾方面，小田急沿

線そして京王線沿線から通う学生が多いことが

わかった．
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