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推薦入試の改善に向けて

　第35回文学研究科教育研究推進室ワークショップ ｢推薦入試の改善に向けて」は，10月17日水曜
日午後１時から２時まで，文学部大会議室で開催された。本ワークショップは，平成24年度文学部・
文学研究科第１回 FDも兼ねている。講師は，ベネッセコーポレーション名古屋支社の風間直樹氏，
司会は副研究科長の佐久間淳一が担当した。

　司会：いつもですと教授会の時間ですが，今回は１

時間お時間を頂きまして，文学部・文学研究科の FD

を行いたいと思います。今日の FDは，推薦入試の改
善に向けてということで，推薦入試がテーマです。
　ご存じのとおり，推薦入試は平成20年度の入試か
ら導入されました。今日の教授会の議題にもなってい
ますが，来月には６回目の実施が予定されています。
６回目ということは，最初に推薦で入った学生は卒業
しているわけで，この辺りで推薦入試のあり方につい
て少し振り返る機会を持ってもいいのではないかとい
うことから，今回の FDを企画しました。
　皆様方には，後でいろいろご意見を頂戴したいと思
いますが，材料がないとそういう話にもなりません。
先ほど申し上げましたように，もう卒業生が出ている

ので，その卒業生に今年の３月にインタビューをして
います。その結果がありますので，それも一つの材料
になるかと思います。もう一つ，推薦入試というの
は，高校との関係が非常に深い入試形態ですので，高
校をいつも回って，高校の先生方から様々な意見を聞
いていらっしゃるベネッセコーポレーション名古屋支
社の風間直樹さんから，高校側が推薦入試をどうとら
えているかという話をしていただき，後で，私の方か
ら若干補足をしますので，それを踏まえて，時間が許
す限り意見の交換をするということでやっていきたい
と思います。どうぞよろしくお願いします。
　では，最初に，ベネッセコーポレーション名古屋支
社の風間直樹さんからお話しいただきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

　風間：こんにちは。失礼いたします。今，ご紹介に
預かりました，ベネッセコーポレーションの名古屋支
社で，普段は愛知県ですとか中部東海地区の学校をい
ろいろ回りまして，先生方と共に高校生の進路実現の
お手伝いをさせていただいております風間です。進研
模試や大学入試に向けた小論文，面接指導などについ
て，教材や指導の情報提供などをさせていただく仕事
です。
　私からは，話題提供ということで，各高校の進路指
導の様子などを伺う中で，大学の先生方にお伝えした
いことを，先生方からの意見を集約するかたちでまと
めております。高校現場のリアルな現状ということで
とらえていただき，きっといい話ばかりではないかも
しれませんが，ぜひ，たたき台というかたちで聞いて
いただき，少しでもお役立ていただければと思ってお

ります。１枚資料をご用意させていただいております
が，それを補足するようなかたちで，前方のスライド
も少し使わせていただければと思っています。
　今回，今日のテーマをいただきまして，あらためて
各校の先生方に取材をさせていただきました。今日，
お伝えしたいことは主に３つです。合格者の特徴，指
導の様子，それから各校が推薦入試の指導について，
どんなことを課題に思っているのかということを基
に，どういった生徒が合格しているのか，どんな基準
を持って学校側は指導に当たっているのか，それにつ
いての課題と今後に対する改善要望というところもい
ただいていますので，併せてご紹介させていただけれ
ばと思っています。
　まず，合格者の特徴です。ここに関しましては，評
価をされている先生方のほうでも，合格者の特徴はつ
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かんでいると思いますが，学校現場はどのように考え
ているのかという視点でご覧いただければと思いま
す。
　１点目は学力に関してです。推薦入試ということに
なりますと，一般入試よりもやや学力が低い生徒が入
ってきているというのが先生方の感覚かもしれません
が，客観的な数値で見るとどのようになっているのか
というところを分析してみました。これはお手元の資
料にはございませんので，ちょっと見にくいかもしれ
ませんが，前のスライドをご覧いただければと思いま
す。
　こちらの資料ですが，平成20年度から平成24年度
までの過去５年間に推薦入試に合格した生徒の進研模
試の度数分布を示しております。縦軸が偏差値80か
ら50までで，黄色いラインは合格者の平均偏差値を
表しています。平成20，21年度と，22，23，24年度
では少し様子が変わってきていまして，この辺りの層
ですが，偏差値60前後の層に合格者が出てくるよう
になったのが，最近の特徴かなと思っています。
　参考までに，一番右側に示していますのが，一般入
試の前期日程で合格した生徒の偏差値の分布です。黄
色のラインが合格者平均ですので，このラインの４ポ
イントぐらい下，いわゆるワンランクぐらい下の生徒
というところが推薦入試の合格者の平均になっていま
す。ただ，分布のばらつきを見てもらいますと，そん
なに差があるわけではないと思います。やはり比較的
学力を持った生徒が入ってきているということです。
偏差値66といいますと，一般入試でだいたい B判定
ぐらいの生徒が，推薦入試の合格者の平均ということ
が言えるのではないかと思います。
　ここで，ちょっとベンチマークするという意味で，
名古屋大学の工学部がどのような状態になっているの
かというところを見てみたいと思います。これが工学

部の状況です。縦軸は一緒で，平成22年，23年，24

年，一般の前期です。22年，23年，24年で様子がち
ょっと違うというところがご確認いただけるかと思う
んですが，先生方もご承知のとおり，工学部では推薦
入試にセンター試験を導入しましたので，下のほうが
切れて，合格者の平均自体は上がっています。偏差値
70近い生徒が結構受験して合格しています。学内で
どんな議論があったかは100パーセント承知している
わけではありませんが，学力に対する不安感は，セン
ター試験有りの推薦にすることによって，ある程度解
消されたと言えるのではないかと思います。一般入試
の前期の合格者の偏差値に，センター試験導入後はぐ
っと近づいたということがわかります。ただ工学部と
の比較でわかるのは，文学部の場合，推薦でも，比較
的学力の高い生徒が入ってきているということが言え
ると思います。
　続きまして，文学部の推薦は高い英語力が必要とい
うことで，小論文の内容等もございますので，英検
は，最低でも２級以上は取っていないと厳しいという
ところがあります。準１級を取れる英語力を身に付け
ているということが，合格者を低学年から育成してい
くときの指導の基準になっているようです。
　面接ですが，志望理由書を基にしながら，かなり厳
しい突っ込みがあるということを伺っております。そ
の質問への対応力が相当合否を分けそうだということ
で，高校によっては，生徒を泣かせるまで，また夜中
の10時ぐらいまで面接対策等をしているようですが，
生徒の素質もあるので，対策部分は見抜かれていそう
だということも伺っています。
　あとは，学業よりも課外活動や就業経験が重視され
る傾向にあるのではないかということで，１次の書類
審査の壁を学校側はかなり大きくとらえているという
ことです。普通の子は正直受からないという感覚を先
生方は持たれていますので，部活で何か持っていると
か，ボランティアなどの特別活動を何か持っていると
か，帰国子女であるとか，そういった特殊な何かを持
っていないと書類はなかなか通らないということで，
軽い気持ちでは送り出せないということが，先生方の
感覚としてはかなりあるようです。
　合格者の特徴を聞いていると，先生方が口ぐちにお
っしゃっていたキーワードがございまして，迷ったら
とにかく女子を出せ，というところはあるようです。
文学部ということもあり，もともと希望する生徒さん
は女子が多いかとは思うんですが，話のうまさという
部分を含め，男の子はどうしても精神年齢が幼いとい
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う話を聞いていますので，女の子を出すということは
各校に共通していたと思います。出願者の実際の男女
比等は存じ上げないのですが，そういったところが学
校現場の状況でした。
　では，高校における指導の様子はどのようになって
いるのかということで，少しご紹介させていただきま
す。まずは，推薦入試の出願者をどのようなフローで
決めているのかということと，どのような対策をして
いるのかということの２つの観点からご紹介させてい
ただきます。
　まず，推薦入試を希望する生徒はどんな生徒なのか
ということで，だいたい２パターンに分かれるそうで
す。だいたい想像どおりだと思うんですが，生徒，保
護者が希望するケースと，先生が指名をするケースの
２つのパターンです。生徒や保護者が希望するケース
というのは，名大の文学部を受験する機会を増やした
いということで希望するケースです。先生が指名する
ケースというのは，一般入試で合格する可能性が低い
生徒に対して，この子ならきらりと光るものがある，
なのでこの子を出そうということで決めるというパタ
ーンです。これもだいたいご想像どおりかと思うんで
すが，地区のトップ校と言われる学校は，だいたい生
徒と保護者が希望するケースということで，トップ校
の先生が「君，名大の文学部の推薦はどうだ」と声を
掛けることは，ほぼ皆無という状況です。学校名は言
えませんが，推薦入試を生徒に勧めるのは NGという
内規を持っている学校もあります。そういったところ
は，トップ校には結構多いということです。先生が指
名するケースというのは，何としてもうちの学校から
名大に合格させたい，この子を何とか名大にというこ
とで，３番手や４番手の学校では，先生が指名すると
いう指導が結構あるようです。
　出願に当たっては，希望すれば誰でも推薦していい
ということではありませんので，各校とも，推薦のリ
スクと条件を生徒と保護者に説明し，納得した上で出
願することになります。では，リスクをどのように説
明しているのかということですが，ある学校では，過
去の合格者の志望理由書や小論文の答案を再現したも
のを作っているようで，そのレベルの高さを，生徒と
保護者に見せているそうです。あと，３年生の秋は一
番学力が伸びる時期ですので，その伸びる時期に，推
薦入試対策に１カ月間集中するわけなので，とにかく
学力が伸び悩むよ，ということも伝えているそうで
す。推薦で合格できなかった場合，名大の文学部を一
般入試で受けるのは難しくなるかもしれないというリ

スクは，ちゃんと話しているようです。つまり，推薦
入試不合格の場合，志望変更をする覚悟はあるのかと
いうことです。こうしたリスクを語りますと，トップ
校の生徒は，まだまだ自分も捨てたもんじゃないとい
うことで，推薦入試はあきらめて，一般入試を目指し
て勉強する生徒が多いようです。
　また，推薦するときの条件ですが，推薦で受験する
ことを口外しないという条件を課している高校もある
ようです。これはどういうことかと言いますと，特に
公立高校がそうなんですが，受験は団体戦だと。とに
かく３年生の最後までみんなで頑張っていくんだとい
う雰囲気を壊したくないということで，３年の10月
や11月に「おれ，上がり」という生徒を一人でも作
りたくないということがあるようです。勉強の雰囲気
を壊さないためにそういったことを課しているところ
もかなりあるようです。友達，親戚にも言うなという
ことで，かなり厳しく指導されている学校も実際にあ
るようです。
　また，国語，数学，英語の補習を放課後にやられて
いる学校が結構多いのですが，それとは別に，推薦入
試のための小論文対策や面接指導等も各学校で行って
います。ただ，そのときに，通常の補習もとにかく受
けなさいと。国語，数学，英語の勉強もした上で，推
薦入試を受けるというのを条件にしていると伺ってい
ます。そういう意味では，センター試験も必ず受け
て，とにかく大学に入学後，学力が足りなくて授業に
ついていけず困ったというような状況がないように，
学力保証ということを高校としてはかなり大切にして
いて，このような条件を課していると伺っています。
　ここまでが出願する生徒を決めるポイントです。こ
こからは，小論文対策と面接試験の対策をどのように
やっているかということになります。この２つに関し
ましても，多分ご想像どおりかと思いますが，正直，
先生の個人技のようで，名大の推薦入試対策を専門に
やっているような先生がいらっしゃいまして，常にネ
タ帳を持ちながら，名大の先生が好きそうな話題を新
聞等で見たらメモするとか，そういう先生がいらっし
ゃいます。その先生が転勤すると，その学校からは合
格者が出ないというような実情もありまして，先生の
個人的な努力に相当左右されているなというところで
す。小論文に関しては，だいたいこんなところだと思
うんですが，面接対策については，大学で何を，なぜ
学ぶのかということを，徹底的に調べて考えさせる，
この繰り返しだというお話をしていました。
　先生方が推薦入試の魅力の一つと感じているのは，



Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 7

20

本当に箸にも棒にもかからないような生徒が，面接対
策をきっかけに，スイッチが入って，劇的に成長して
いくことがあるということだそうです。この研究室に
入ってこの大学の先生のもとで勉強したいんだという
ことを，面接対策のときに涙ながらに語る男の子もい
るそうで，そういう子は推薦入試がなかったらどうな
っていたのだろうといった話も伺っています。そこま
で突き詰めて考えている子は，それが自分の言葉にな
っているので，面接練習をしていても「これは受かる
な」という手ごたえがあって，安心して送り出せると
おっしゃっていました。
　また，大学に入ってから学校を訪ねてくる生徒が多
いのも，推薦入試で合格した生徒の特徴で，入学後，
部活動などで周囲をぐいぐい引っ張っていっている様
子などを，結構聞いているということです。推薦で入
る子は，やはり一般入試で入る子とちょっと違うなと
いう感覚を，学校の先生方もお持ちのようです。実
際，今年弊社名古屋支社に入った新入社員がいるんで
すが，彼女は，名古屋大学教育学部に推薦入試で合格
していて，彼女の話を聞くと，学力が足りなくて入学
後困ったけれども，学力とは違う面で大学の先生方か
ら評価してもらい，本当に救われたという話をしてい
ました。
　最後になりますが，推薦入試の課題ということで，
３点にまとめてみました。まず，受験は団体戦だとい
うことが先ほどもありましたが，全員で頑張る雰囲気
をとにかく壊したくないので，推薦入試が10月，11

月ということに対しては，先生方の抵抗感が大きいよ
うです。学力が一番伸びる時期はとにかく勉強に集中
させたい，その思いは，入学後授業についていけずに
退学するような生徒を送り出したくない一心のようで
す。とにかく入学後に困らない学力を身に付けさせた
いという，学力保証の観点で，入試の時期がネックに
なっているということがあるようです。また，選考基
準が不明確であるというところもポイントとして出て
きています。先ほど，合格者の特徴というところでも
何点か触れさせていただきましたが，一般入試の場合
は，高校の先生方の感覚として，これくらい指導すれ
ば，この時期までにここまでのラインに到達するとい
う感触を持っていらっしゃるようですが，推薦対策は
切りがない。やればやるほどできるけれども，やった
からと言って，それが本当に評価されるかというとそ
ういうものでもなさそうだという中で，本当に困って
おられるようです。指導のしにくさというところ，合
格基準が不明確でなかなか見えにくいというところ

を，先生方のお声としてよく伺いました。それから，
推薦入試に向けた指導体制をどう作り，それをどうや
って維持していけばいいのかということがあります。
先ほどお伝えしたとおりですが，教員の個人的な努力
で指導が成り立っていることが多い中で，個人技に頼
らない指導体制をどう作っていけばよいのか。推薦入
試は，一般入試を受験する生徒よりも手がかかり，夜
の10時，11時ぐらいまで指導しないといけないとい
うのは，教員の間にとても抵抗感があるということで
す。
　各学校から伺っている声の中で，今後推薦入試の改
善に向けた観点が３つあるとすると，一つは入試の実
施時期，そして学力の保証，それから，合格の基準を
ある程度明確化し，もう少し分かりやすく示すことに
よって，高校側が指導しやすくする。実施時期，学力
保証，合格基準，この３つが，今後推薦入試のあり方
を検討する際のポイントだと感じました。
　これらの課題とともに，推薦入試の改善に向けた要
望も，現場の先生方から伺っています。かなり斬新な
アイデアもございますので，話半分ぐらいで聞いてく
ださい。まずは合格基準の明確化ということです。こ
れは，イコール指導負荷の軽減，リスクの軽減という
ことで，出てきたアイデアとして，もう少し評価の基
準，面接と小論文と書類審査の配点を公表してもらえ
ないかという声がありました。一般入試と同様に得点
を開示してほしいという声，あとは，センター試験有
りの推薦入試のほうが，ある程度合格の基準が読みや
すいという声も伺っています。今，名古屋大学では，
センター試験有りの推薦入試は理系の学部を中心にや
られていると思います。文系ですと，法学部がセンタ
ー試験有りを課していると思いますが，先ほどの偏差
値の分布などを見ましても，きれいにセンター試験で
決まっているというような結果が出ています。これぐ
らいあれば合格という基準は，良し悪しあると思いま
すが，センター試験有りにしたほうが分かりやすいと
いうお声は伺っています。ただ，同じセンター試験有
りでも，医学部はセンター試験では決まらないという
ことも先生方の感覚としてはあるようです。センター
試験だけでなく，小論文と面接，口頭試問で合否が決
まっているという感覚をお持ちです。工学部に関して
は，昨年からセンター試験を導入しましたが，足切り
にセンター試験を使っていそうだという感覚を持ちつ
つ指導されているようで，何点以上あれば評価のテー
ブルに載りそうだというところまで読んでいらっしゃ
るようです。
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　それから，これはちょっと切り口が変わりますが，
スクーリングやコンテストによる選考というものを行
なってもいいのではないかということも伺っていま
す。これはどういうことかと申しますと，岡崎高校な
どトップ校の生徒に推薦入試を受験してほしいという
ことをもし考えるのであれば，トップ校の生徒のプラ
イドをくすぐるような選考を考えられてもいいのでは
ないかということです。学力や部活以外の物差しの中
で，アカデミックなスクーリングを何回か重ねる中で
選考してほしいと。そうすることで，学校としては，
ある意味対策をしなくてもよくなります。その場で先
生方の授業を受けて，ゼミ形式でディスカッションを
して合否を決めてもらうというのが，大学にとっても
いいし，高校現場にとってもいいのではないかという
ようなご意見です。九州大学の AO入試が，かつてそ
ういった形だったかなと思いますが，そういったお声
も出てきています。
　また，実施時期と学力保証という観点については，
突拍子もないかもしれませんが，推薦入試を３月に実
施したらどうだというお声も出てきています。評価す
る先生方は非常に大変だと思うんですが，学力保証と
実施の時期という観点の中で，最後まで粘って，どう
してもこの大学に行きたいという生徒を３月に取ると

いうのもありなのではないか。その場合，推薦入試を
受験する生徒は，センターも前期試験も受けているの
が条件，という話です。それから，後期日程を復活し
てほしいというお声も一方では根強くあります。
　本日は，高校の先生方のご指導の様子について，い
ろいろ話をさせていただきました。生徒のためにご指
導されているのはもちろんですが，指導のしやすさと
いう観点で推薦入試をとらえている学校もあるのでは
ないかと思います。今，学校現場を回っていますと，
先生方は非常にお忙しいという印象です。特に，今年
の高校１年生から新カリキュラムが始まっておりまし
て，理数の学習内容の増加などもございます。学校現
場は入試の対応に追われていて，どうしても指導する
側の都合が優先された推薦入試のとらえ方が出てきて
しまうのかもしれません。ですから，大学側も，アド
ミッション・ポリシーどおりの生徒が取れているのか
という観点と，今現在顕在化している課題のはざまの
中で，今日のような話題を材料として，今後ご検討の
参考にしていただければ幸いでございます。それで
は，頂いたお時間がまいりましたので，以上でご報告
を終了させていただきます。ありがとうございまし
た。（拍手）

　司会：貴重なお話をどうもありがとうございまし
た。すぐ質疑応答に移ってもいいのですが，お手元に
ホチキスで綴じた資料がございますので，それを簡単
に説明してから，その後質疑応答に移りたいと思いま
す。１枚めくっていただきますと，過去５年分の，推
薦入試で合格した学生の出身高校一覧が表になってお
ります。どうしても愛知，三重，岐阜辺りが多いわけ
ですが，下のほうを見ますと，他の地域から来ている
学生もいます。年によって違うんですが，推薦合格者
に占める愛知・岐阜・三重３県の割合はだいたい６割
５分から７割ぐらいということで，一般入試に比べれ
ば，それ以外の地域出身者が多いということになりま
す。ただ，推薦は全体で15～16人ですので，その数
字にあまり意味はないかもしれません。
　あと，気付かれたと思いますが，愛知県下でも，明
和とか向陽とか菊里などはありますが，岡崎とか刈谷
とかそういったところは登場しません。これは，合格
者だけではなく受験者にもいませんので，先ほどの風
間さんの話にもありましたが，推薦入試に対する考え
方の違いということですね。

　その裏です。推薦で入った合格者もいずれ分属する
わけですが，その分属先についても表を作ってみまし
た。入学してから半年ほど授業を受けて，ちょうど今
の時期に分属をするわけで，入学後に勉強したこと
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も，当然研究室の選択にかかわると思うんですが，推
薦の場合，これも先ほどの話にありましたように，入
る前からぜひこの研究室で勉強したいという学生もい
るわけです。ですから，この分属の分布は，ある意
味，推薦を考えている高校生が文学部にどういうイメ
ージを持っているかということを表していると言える
と思います。年によって全然違うので一概には言えま
せんが，考える一つの材料にはなるかもしれません。
普通の分属では非常にたくさん学生が集まるところで
も，推薦ではあまり学生が来ないというケースもあり
ます。たまたまかもしれませんが。
　次の紙には，最初に申し上げましたが，第１回目の
推薦入試で入った学生にインタビューを行いましたの
で，その結果をまとめてあります。１回目の推薦で入
った学生は16名いたのですが，そのうち12名の方に
協力していただきました。その年の推薦入学者の一覧
も出ていますが，16名のうち，女子が13名で男子が
３名です。これも先ほどの話にありましたが，少なく
ともこの年に関しては，かなり男女の偏りがあったと
いうことです。
　インタビューの結果については後で見ていただけれ
ばと思いますが，いくつか，かいつまんでご紹介した
いと思います。問が１～16まで並んでいるわけです
が，問２や４で，一般入試と比較したとき，この年か
ら一般入試で数学が必須になったことが推薦を考える
一つの動機になったという回答が，少数ですがありま
した。問５は，先ほどの話とも重なりますが，学校に
よってだいぶ対応が違うことがわかります。中には，
推薦入試を受けたいと言ったら怒られた，結局は受け
たんですが，そういう学生もいました。それから問７

で聞いている試験の難しさですが，これは人それぞれ
なので，難しいと言った人もいたし普通と答えた人も
いました。ただ，ちょっと気になるのは，試験時間が
３時間あるんですが，３時間は長すぎるのではないか
という答えが複数ありました。こちらとしては，３時
間かけてじっくり解いて欲しいということで３時間に
しているわけですが，その意図が伝わっていない部分
も，もしかするとあるのかもしれません。問８，これ
は面接に関してですが，これも人によってだいぶ回答
が分かれました。和やかな話しやすい雰囲気だったと
いう人と，厳しくて困ったという人もいました。それ
は個人差もあるんでしょうが，面接する先生の違いと
いうこともあるのかもしれません。
　高校から，センター試験を課したほうがいいという
要望があるということでしたが，合格した学生にも聞

いてみました。これもだいぶ意見が分かれました。率
直に言って，センター試験がないほうが受験生にとっ
ては楽ということでしょうが，それは置いておいて，
課してもいいんじゃないかという意見もありました。
ただ，センター試験を課すとなると，当然，入試の時
期が後になるわけで，先ほど入試の時期が早過ぎると
いう話もありましたが，11月ぐらいにやってくれな
いと落ちた場合に困るという意見もあって，その辺は
なかなか難しいところです。
　最後のページですが，問14です。推薦入試の場合，
合格が11月に決まってしまうので，入学までの期間
がだいぶ長いわけです。では，その間どう過ごしたら
いいのか。課題を出したほうがいいですかと聞いてみ
たところ，ほとんどの学生は，何らかの課題みたいな
ものを与えてくれたほうがいいという答えでした。具
体的には，そこに書いてありますが，特に英語につい
ての課題。あるいは，高校の勉強と大学の勉強はやは
り違うところがありますので，大学の勉強につながる
ような何らかの課題を与えてくれるとありがたいとい
う答えでした。また，読んでおくべき本を紹介してほ
しいという回答も結構ありました。
　結局，その長い期間，学生たちは何をしているのか
というと，先ほどもちょっとありましたが，多くの場
合，学校の指導で，センター試験まではとにかくや
る，センター試験は受けるということが多いようで
す。ただ，中には受けなかったという学生もいまし
た。じゃあ，センター試験以外に何をするかという
と，本を読んだり，TOEICや資格試験を受けたり，
自動車学校に行ったりということで，高校によって
は，やることがないんだったら卒業論文を書けという
ことで，そういったものを書いたという人もいまし
た。
　16人中12人のアンケート，インタビューですので，
どれくらい参考になるかということですが，実際に推
薦で入って卒業した学生の生の声ですので，これも参
考にしていただければと思います。簡単に説明してし
まいましたが，詳しくは後でご覧ください。
　それでは，残り時間がまだちょっとありますので，
ぜひご質問あるいはご意見を出していただければと思
います。いかがでしょうか。
　Ｑ：文学部の偏差値の表がありましたが，あれで私
が気になったのは，ずっと偏差値が下の方でも合格し
ている学生がいましたよね。そういう学生は，入って
から授業についていけているのか。そういう学生はな
かなかついていくのが難しいんじゃないかなと思うん
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ですが。平成22年に偏差値52で合格している人がい
ますよね。その人はどういうふうにして入ることがで
きたのかというのが質問です。
　風間：とても魅力的な生徒さんだったのではないか
と。
　Ｑ：魅力的だったんでしょうかね。
　風間：あと考えられるのは，トップ校で偏差値52

ですと評定平均に足りないと思いますので，トップ校
以外の学校で評定平均が高い生徒だったのかなと。あ
くまでも推測ですが。
　Ｑ：ベネッセさんのほうでも，それは分からないん
ですね。
　風間：はい。
　Ｑ：高等学校の先生からのご意見で，学力保証とい
う話があったんですが，それは端的に言えば，推薦入
試が終わってから大学に入学するまでの間にだらけな
いようにさせるプログラムが何か必要だと，そういう
ことですか。
　風間：そういうプログラムを大学に求めているかと
いうと，そういうわけではないと思っています。学校
としてもセンター試験を課していますし，どちらかと
いうと，学力をつけさせてから送り出したいというこ
とだと思います。例えば，偏差値の話ですが，確か
に，ぱっと見たところでは大きな差がありません。た
だ，これはあくまでも模擬試験段階の成績です。模擬
試験が最後に行われるのは10月，11月で，そこから
２月までの３ヶ月間に相当学力が伸びます。この，見
た目以上の差を，先生方は危惧されているということ
です。本気で入試に臨むというところで発揮される力
の保証ということを考えると，やっぱり最後まで引っ
張って，浪人してでもいいから実力をつけてから名大
に入ってほしいというのが，特に愛知県の先生方の間
では非常に強いと思います。
　Ｑ：文学部の推薦入試でもセンター試験を課すかど
うかですが，その場合の観点というのは，例えばセン
ター試験を課すと，一般入試と同じようなことになっ
てしまうので，敢えて推薦入試を行なう意味がなくな
ってしまうかもしれませんし，実施時期も，センター
試験を課した場合はかなり後になってしまいます。そ
れは，受験生にとっては具体的にどうなんでしょう
か。
　風間：そうですね。後にすることによって，センタ
ー試験に向けた勉強はやっていくということになりま
すので，面接や小論文の対策をするよりも，学力をつ
けることに時間を割く子が明らかに増えてくるかと思

います。もしかすると，面接をされたときに，これま
での子たちよりも，面接の受け答えが仕上がっていな
いと感じられるかもしれません。
　Ｑ：センター試験を課して推薦入試を行なった場
合，推薦入試で合格すればいいんですが，不合格にな
った場合は，どういう進路を取ることになるんでしょ
うか。
　風間：多分，愛知県の場合は，浪人させて河合塾さ
んに行かせるケースが多いのではないかと思います
が，私立大学への入学というケースも多いかと思いま
す。
　司会：センター試験を課す場合は，当然センター試
験の後になるわけですが，センター試験の採点が終わ
って，そのデータが得られるまでにある程度時間がか
かるということもあって，日程的にはすごくタイトに
なります。実施する側も，ただでさえ２月辺りは忙し
いんですが，その中でやらなきゃいけないということ
は当然出てきます。あと，学生の側も，もちろん受か
ればいいわけですが，受からなかった場合はすぐに前
期試験ということになりますので，日程的には非常に
厳しい。そういう問題は確かにあります。
　Ｑ：推薦入試も今年でもう６年目ですよね。推薦入
試を採用するときの議論を私も見てきたんですが，当
時も，大学入試の在り方について，いろいろな要求や
意見がありました。また，その頃，推薦入試の実績が
日本の大学でも少し出てきたということで採用に踏み
切ったわけですが，ざっくばらんに，風間さん，いろ
いろな高校があって，進学校やもう少しのんびりした
高校もあると思うんですが，推薦入試に対してネガテ
ィブな声というのはあるのでしょうか。さっき，後期
日程復活という要求も少しあったと思いますが，高校
の先生の立場からしたら，ネガティブな意見はなかな
か言いにくいと思うんですね。でも，風間さんが感じ
られた主観的な部分で結構ですので，何か推薦入試に
対して抵抗があるとか，元の学力入試に戻ったほうが
いいんじゃないかとか，そういう感触は全然ないんで
しょうか。
　風間：やめてほしいという声は聞きません。学力の
トップ層，トップ校に関しては，受けさせないだけ
で，やめてほしいという声はあまりないと思います。
逆に，３番手４番手ぐらいの学校では，存続させてほ
しいという意見が強いです。なので，大切なのは，そ
ういう中で，大学側として欲しい生徒が採れているか
どうかというところなのかなと思います。先ほど後期
日程の話が出ましたが，あれは，学力保証の観点から
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言うと，後期のほうが指導しやすいという話です。
　Ｑ：後期日程を要求しているのは，進学校というか
受験校ということでしょうか。
　風間：そうです。
　Ｑ：あるいは予備校とか。
　風間：そうです。先生のおっしゃるとおりです。後
期復活ということになると，これまで推薦で入ってい
た生徒は入りづらくなってしまいますので，要望とし
てはそちら側の声です。
　Ｑ：また，先ほどお見せいただいた文学部の表なん
ですが，気になっているのは，最初の２年よりも次の
３年の方が低くなっているということです。このまま
の調子で行ったらさらに低くなるのか，それとも今の
水準で行くのか。つまり，高校のほうでも，だいたい
文学部の推薦はこういうものだということで対策をと
っているでしょうから，推薦を今のままやっていくと
すると，そのまま真っ直ぐ行くのか，それとも低くな
るのか。それともひょっとして上がるのか，といった
予測などはありますでしょうか。
　風間：予言者ではないのでなかなかはっきりとした
ことは言えませんが，あくまでも予想としては，ほぼ
変わらないのではないかと私は思っています。文学部
を取り巻く環境ということでいうと，ある程度一定の
固定層がいる学問領域かと思います。そこに関して大
きく志望が変動するということはないと思いますの
で，あまり変わらないと思います。

　司会：学問分野別に，どうしても流行り廃りがある
んですが，文学部は志望が比較的安定しています。ま
た，入試ですので，倍率というものも関係してきま
す。文学部の場合，最初の年に比べると，その後の倍
率は若干下がっていたんですが，去年に関してはまた
盛り返しました。そういう意味では，このままどんど
ん下がってしまうということはないんじゃないかと，
あくまでも予想ですが思います。
　Ｑ：一点だけおうかがいしたいんですが，先ほどの
合格者の表で，合格者の総数が23とか27になってい
ましたよね。
　風間：すみません。説明が足りなかったんですが，
３年生の記述の模擬試験は２回ございますので，１人
の生徒さんがダブルカウントされている可能性があり
ます。
　司会：ほかよろしいでしょうか。入試を巡りまして
は，例の東大の９月入学という話も出ています。入試
自体は動かさないと言っていますが，それもどうなる
か分かりません。そういう大きな状況の中で，今後入
試については，考えなければいけないこともいろいろ
ありますが，今日は特に推薦入試について考える機会
を持ったということかと思います。それでは，今日
は，この後も予定が立て込んでおりますので，FDに
つきましてはこれで終わりとさせていただきたいと思
います。皆さん，どうもありがとうございました。
　風間：ありがとうございました。（拍手）
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