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ＡＯ入試合格者に対する入学前学習課題としての 

大学入試センター試験受験の試み 
 

出光 直樹 （横浜市立大学） 

http://www.idemitsu.info   
 

１．横浜市立大学におけるＡＯ入試と入学前学習指導の取り組み 

 横浜市立大学では、2005（平成 17）年の法人化を機に、それまでの国際文化学部・理学部・

商学部の３学部を改組統合し、国際総合科学部を設置した。ＡＯ入試は、その国際総合科学

部の新設に際して導入された。新学部では、３つの“学系”という分野別の募集区分が設け

られ、選抜方式には、ＡＯ入試の他、指定校制の推薦入学、海外帰国生特別選抜、私費外国

人留学生特別選抜、そして一般選抜（前期日程のみ）の５つが設けられている。 

表 国際総合科学部の募集区分・選抜方式別募集人員 

 推薦 ＡＯ 帰国生 留学生 一般 計 

国際教養学系 40 30 若干 若干 140 210 

経営科学系 70 10 若干 若干 240 320 

理学系 35 10 若干 若干 75 120 

学部計 145 50 若干 若干 455 650 

 新学部第２期生の受け入れとなる 2006 年度からは、新学部での英語教育（TOEFL500 を必

修科目の単位認定および３年次進級条件に設定）への対応を意図して、12 月中に合否結果が

出て入学手続を完了する推薦・ＡＯ・帰国生の合格者を対象に、TOEFL 対策を中心とした英

語に関する入学前の学習指導を開始した。 

 学部新設時の 2005 年度から 2008 年度までのＡＯ入試は、10 月中旬に願書受付をし、書類

審査による一次審査を経て、11 月中に二次の面接審査を行い、最終的な合格発表は 12 月の

初旬であり、それは推薦入学や帰国生の選抜と同時期の実施であった。ちなみに留学生の選

抜は、2005～2009 年度は 2月中に、2010 年度からは 11 月中に試験日を設定している。 

 2009 年度入試より、他大学の趨勢にあわせてＡＯ入試の実施時期を、9 月初旬願書受付～

10 月下旬最終合否発表へと１ヶ月以上繰り上げた。これに伴い、従前から実施している英語

に関する入学前の学習指導とは別に、新たな学習課題をＡＯ入試の合格者に課すことを検討

し、大学入試センター試験にて、同じ募集区分の一般選抜の志願者と同じ教科・科目の受験

を課すこととした。 

 なおこの時点において、入学後の成績について選抜方式別の追跡調査を行っていたが、2005

年度入学の１期生を除いて、概ね推薦やＡＯ入試の入学者の方が、一般選抜の入学者よりも、

成績面でも修得単位数の面でも優れている傾向は見られていた。また、2007 年度よりＡＯ入

試の出願要件に英検、TOEFL、または TOEIC のスコア提出を課したこともあって、相対的に英

語力の高い者が多く見られるようになった。 

 

２．ＡＯ入試合格者による大学入試センター試験の受験 

 募集要項に次のような文言を明記するとともに、10 月初旬（センター試験出願期間中）に

一次審査の合格通知を送付する際にも、センター試験への出願を忘れないように書き添えて
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いる。なお、このような合格者

によるセンター試験の受験で

は、大学入試センターから直接

成績の提供を受ける事が出来

ないため、最初に導入した 2009

年度では、「試験成績の本人開

示」の結果を、入学後の４月中

頃に開示結果が届いてから提

出させることとした。 

 しかし、センター試験の出願

時に「試験成績の本人開示」を

申請し忘れる者（この場合、後からは申請出来ない）もおり、また、入学後の提出指示とい

うこともあって集約が十分でなく、課題を残す結果となった。 

 そこで 2010 年では、受験に対する意識づけと結果の振り返りも意図して、12 月末の入学

手続の際に下の報告書を配布し、センター試験の受験後に自己採点をさせて、その結果とア

ンケートを提出させることとした。 
平成２２年度 国際総合科学部 ＡＯ入試 
 

大学入試センター試験 自己採点結果 報告書
 

 平成２２年度大学入試センター試験を受験した後、新聞や大学入試センターの Web に公開

される正解により自己採点を行ない、その結果を以下の表に記入してください。あわせて、

アンケートにも回答して下さい。 

 

 この報告書は、１月３１日（日）までに下記宛に郵送して下さい。 

（封筒と切手は各自用意して、この日までに投函して下さい）。 

 

〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸 22-2 横浜市立大学 ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｽﾞｾﾝﾀｰ ＡＯ入試係

【問い合せ先】 045-787-2055 担当：出光（ｲﾃﾞﾐﾂ）

 

 

ＡＯ入試受験番号 ２    氏名： 

電話番号  

 

科目 得点 科目 得点 科目 得点 

世界史Ｂ  数学Ⅰ・数学Ａ  

日本史Ｂ  

国語 
（古文・漢文含む） 

（200 点満点） 

数学Ⅱ・数学Ｂ  

地理Ｂ  
工業数理基礎／簿記会計

／情報関係基礎 
 

現代社会  

英語 

（筆記） 

（200 点満点） 

物理Ⅰ  

倫理  化学Ⅰ  

政治・経済  

英語 

（リスニング） 

（50 点満点） 

生物Ⅰ  

 

＊ ＡＯ入試募集要項の７頁に指定されている科目（一般選抜と同じ）を受験し、その自己採点

結果を得点欄に記入して下さい。指定された以上の科目を受験した場合も、参考のため結果

を記入して下さい。 

 

 

 

【センター試験受験についてのアンケート】 
 

Ｑ１ 今回の結果は、センター試験の受験前に予想していた成績に比べてどうでしたか？ 

   当てはまる数字に、ひとつだけ○をして下さい。 

１．予想以上だった   ２．だいたい予想通りだった   ３．予想より低かった 

 

＜表面からの続き＞ 

 

Ｑ２ ＡＯ入試の合格が決まって以降、センター試験に備えてどのような勉強をしましたか？ 

   当てはまる数字に、全て○をして下さい。 

 １．高校の通常の授業  ２．高校での特別授業  ３．センター試験の過去問 

 

 ４．教科書以外の参考書・問題集   ５．塾や予備校での学習 

 

 ６．家庭教師による指導    ７．その他（             ） 

 

 

Ｑ３ Ｑ２で「４．教科書以外の参考書・問題集」に○をした人にたずねます。 

使用した主な参考書・問題集の書名と出版社を記して下さい。 

書名 出版社 

  

  

  

 

 

Ｑ４ 大学入試センター試験の受験を通じて思ったことについて、以下のそれぞれの項目につい

て当てはまる数字に、ひとつずつ○をして下さい。 

 
１＝そう思う  ２＝ややそう思う  ３＝どちらとも言えない  ４＝あまりそう思わない  ５＝そう思わない

ＡＯ入試合格後も、勉強への意欲が維持できた。 １  ２  ３  ４  ５ 

自分の本来の実力が、発揮できた。 １  ２  ３  ４  ５ 

今までの勉強の、良い振り返りになった。 １  ２  ３  ４  ５ 

センター試験の受験は、苦痛であった。 １  ２  ３  ４  ５ 

大学への入学準備としては、意味がない。 １  ２  ３  ４  ５ 

 

 

Ｑ５ その他、感想を自由に記して下さい。 

 

ご協力、ありがとうございました。  

 センター試験の成績について、英語に関しては一般選抜入学者と遜色の無いレベルであっ

たが、その他の教科については、かなり及ばない結果となっている。アンケートの回答内容

については、自由記述の回答も含めて、自分の実力は思うように出せなかったものの、勉強

への意欲が維持できた、勉強の振り返りになったという主旨のものが多く見られた。 
 以上の得点結果、アンケート回答の詳細、実施に際しての課題や意義等については、当日

配布の資料により報告を行なう。 

１２ 大学入試センター試験の受験について 
 合格者は、入学前の学習の一環として以下に指定する平成 22年度大学入試センター試験の
教科・科目を必ず受験してください。なお、大学入試センター試験への出願（10月 1日～14
日）の際には、「試験成績の本人開示」の申請をしてください。 
大学入試センター試験の受験直後には自己採点の結果を、入学時には「成績通知書」の写

しを提出していただきます。 
 

学 系 教 科 科 目 教科 
科目数 摘 要 

国 語 『国語』（古文・漢文含む） 

地 歴

公 民

「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」 

「現代社会」「倫理」｢政治・経済｣から１科目 

数 学
『数学Ⅰ・数学Ａ』『数学Ⅱ・数学Ｂ』「工業数理

基礎」『簿記・会計』『情報関係基礎』から１科目 

国際教養学系

経営科学系

外国語 『英語』（リスニングを含む）(必須) 

３教科 

３科目 

 外国語に加えて、国

語、地歴・公民、数学

から２教科を受験し

てください。 

 指定する教科・科目

を含んでいれば、それ

以外の教科・科目を受

験しても構いません。

数 学 『数学Ⅰ・数学Ａ』と『数学Ⅱ・数学Ｂ』の２科目 

理 科 「物理Ⅰ」「化学Ⅰ」「生物Ⅰ」から２科目 理 学 系

外国語 『英語』（リスニングを含む） 

３教科 

５科目 

 指定する教科・科目

を含んでいれば、それ

以外の教科・科目を受

験しても構いません。


