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チャールズ・ヴォーゼン、 秋山隆、 土井満治、

松尾真由美

ヱドìì1f究の目的

明究の背景! ー:;ら った経緯)

2018 年には、 大学進学者数について最も減少するとされる人

口の少f化動向が統計的に表れている。 その対策として、 以下

の項目について検証を平成2 1年度指定研究費(継続研究 )で

実施した。

φ入試制度仁j、工、 泡策課題をパ己h

命入試状況O)kJ.云心ノータ分析とぞム 山コいて、 検証0

・ 入試制度と今後の構想についての提出資料作成。

・ 平成21年度全学による、 入試に関してのアンケートを実施 。

なお、 「人三れ-[.，してのアンケ て(いては、 前買!の竺iぢ

号広島市山プ 学部芸術 において、 平

�24 (指定研究〉玉、 れよj載済み。

【研究計出]

テ←マ:前年の企画からの制奄を基に現状分析そ行い、 具体的な

対策を行う。

長23年度� ， 

ヲーによって、よ

ト部進学相談吟

学校訪問 注 i淡会に参加

ノスヘる具体的な('-1治 ( Iう。 平成23

;広島2回、 バ匂足、 己、人官、 神戸、

l目〕を参加している。 平成24 {I一度も7回の参が予定である。 ま

た、 平成 乙3年度に着手した主術学科のカリキコラムガイドの作成

持にも費用の仁土庁うろ宅rr�は高か ったが、 ネピη効果は大変期待すれ、

デイン工芸 仁 1ぶれば着手し 、

究経過・日 との関連及アペわ{おl等】(第lò i、 1

報告より)

年長指定研究テーマ.平成 之0 年度「本学の入試分析と今後の

入試戦略」、 平成21 年度「入試広報戦略」、 平成22 年度の「入

試制度」 の流れによる観点の基て\ 平成20 � 21 年度、 研究代

表者伊東敏光が指定研究「美術の専門教育・研究に関する大学と

高校との情報交換方法の研究iに取り組んだ経緯がある。 平成

年度より平 とμ'ìiρ廷三までの 3 1'勾干 ご、 芸術学f日川j氾;ノ人\円刈[川

全般に係わ汁可ぺ十、主{三乙訣ヘにJ首を改めて;手 メ作や〕山、 人試制度に間

i-�;l里そ具体的kJ'Jギ 注ζとそけ的<.....\....-'-ぷぶした。

【己主再点について]

平成24年度継続指定研究の選考結果による審査尽のコメント

Tり、 以下に改千台十'7

! 平成24年 グi 果を全学/\計 ん 全学へのノヘ\

への発展長ノ山、比九す。 →(回特 三部カリキュベノJ

ドを含め具体的な発ぷにする予定である。 事例:カリキュラム

発刊。 入学

注jI亡言る内界そ検討。

ソケート調王 、 大学に

2. 芸術学部として今後どのように入試制度の施策課題を検証する

のか検討してFざい。 →(回答〕施策課題の検討については、

の入試制度ての七jノ)\少子化にJ、 目的な変換

、 その推移 ーマに取り

『三 川'ii!標Jl (以下、 ふ育、\プヂめに、 第l符 i次官it告より平

成23年度までの目仰を掲載)

[1]入試制度についての具体的な問題点の精査

l、 学部入試制度の問題点、 特に実施時期など、 抜本的な分析と

'iJえて、 最もがY灯、 ぷ3性のある帝jぷの を行う。

2、 へ、三、 乏の課題を私三(宍 するにあたへ…心?んiとを芸術学

副主jはご行う(

1 IIJ学部入猷志願行動向のリサーチと対策o (関連及び準備状況

等)

ト った 仲間説明会等Uコ勺 そ之理進路説明子、:へfヂ)ミラ: !'l) 

2、 主 主流高等学校 ;。連携等の 泡策検討。

い学科設置 、 分析)

3、 全国美術高等学校場議会加盟校等へのアプローチ等。(協力

関係の模索)

弘美術系指導者対策(普通科等の高等学校美術科教員、 予備

、の対応。〕

研鈴磁的

芸 主宇において ノ ー，-í)(り組む。

-入試制度の改革についての具体的な入試制度変更・移行は提言

して、 少なくとも2年後の実現になる。 そのための、 実行活動につ

いず た同?で可能な限h符弓

【亡 川υ山 '.1汁十画の学術自眠qい}寸プ一ι

と

民主れる結果

大学進路訟明会等の参加について、 進路対策として強化と補助

を目的とする。 また、 コース・学科在置く高等学校の学部入学者の

統計から、 (�ぼ約50ぺ一セント(平成24年度においては50 %

を越える専攻も出てきている)になる全国美術高等学校協議会加

盟校からの出身省で占めることから、 その動向を把握する。 全同

美術高等学校協議会に効果的なアフ。ローチそして芸術・ 美術教育

の杯 戸 立i係を構築す一、 少な辺、頭に置く事〈こし • -

【Eへ 連する研究 ごυi該研究の七戸ゴ(

ぶ/工三 戸部の教育iメj:Lぷ刈ムJ加を言十るととJ己υ山乙)た 。 イン

ターネットをはじめとする情報メディアそ使つての学校紹介を行う

と共に直接酌な進路説明会や学校訪問による入試対策に抱き合わ

せ'f'. +;ででTJ日う。

l、Z王手学校全日ff; 、 は、 美術科り持 、}日置し ない

傾 ら さらに、 さまヘ:νlノ叫色を打ち出す二 中学校がふ

えている。 教育体制そのものに改革が進み、 例えば中高一貫高等



rつい 内U、中

三jし1，1バj\ ふ け

について予想した低い倍率となった入試の結果で定員の確保はし

たものの学生の質的な能力や人材の質について、 ほぼ会入の23

年度生の今後の検証が待たれる。

【 彫刻専攻自己推薦入試についての経過報告】

芸術学部彫刻専攻では平成24年度入試からの自己推薦入試を日

指し、 平成21年度から入試制度の調査・研究をおこない、 他大

学彫刻科などの自己推薦入試を参考に、 広島市立大学芸術学部彫

刻専攻自己推薦入試について、 様々な角度から議論し、 自己推薦

入試内容を決定した。

平成24年度では自己推薦入試を行い、 他大学彫刻科の自己推

薦入試を参考に自己推薦入試について、 入試委員会を始めとして

様々な角度から議論し、 入試内容を決定し行われた。

、

ノi

 

J

 

/
i\

 

i
j

 

今
\jj

 

、、ノ

プとなったが平成24年度では、 5.5倍から4.4倍になった。 彫刻

専攻では、 定員の10名に対して志願倍率は4.4倍となった。

【取り組みの具体的な実施について】

(1)入試のシステムの整備。後期日程と自己推薦制の実施につい

ての調査。

( 2)芸術学部の教育指針の対外的な広報や局知。進路説明会へ

の参加や高等学校等美術教育の研究会への参加。 広報とし

てのカリキュラムガイド編集と発行。

以上の、 2 つを主なテーマとして取り組んだ。 なお、 平成22年度

23年度と参加をして いた全国美術高等学校協議会との連携等の

具体的な施策検討について、 平成24年度は実施を見合わせた。
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芸術学部日教 μ の対外的た \二/司知について、}

報告

( 4)進路説明会参加や高等学校の美術教育実態の研究会や懇談

会への参加と予備校訪問

・ 進路説日Fたゾ\(わ今!]日→美術・プコr ，/ンて進学相談会

「株式会子!主人上';J主催

会場「兵 す館ギャラ 紅 、「みやこぶ

(京都市勧業舘)J 5月

-高校訪問「大阪府立港|主ÎI苛等学校J 6月

・ 美術・デザイン系進学相談会「株式会社さんぼう」主催

「博多スターレノ 7月

・各種予{ffi1 共 f福岡美術学 7!

・「広島国ア玄ぷ出吋 8月

( 5)広報としてのカリキュラムガイド編集と発行

経過報告:教育課程表↓こ沿ったカリキュラムガ、イドの作成に

ついて、 広手厚?宍軍力?でして、 外部門号、ru;烹ぞき;めるシステλの形

成を目的に 下ットの活用 fでに発行さl

る三学部材 し〕つイロブ、ックと、 1 ュYムガイドの/

成を美術学科と共にデザ、イン工芸学科も加わり芸術学部全体

として取り組み発行を行った。

〔発行の表紙デザイン及び内容は第 18号車己要報告に掲載。)

カリキュラJ\乃川、 発行:広島IIJ \ 芸術学部特:引!

グ、ル←ブ。

指定研究子 ! -.:.江戸、三部入試制厚 業認可の検討と実日ぺ

応」

ヲE行日:2013年 3月

1'1， f:- 平成24 ij二度報告 ー

専攻より

( j)入試のシスナムU)整備(後期日程への変更についての推移j

[日本阿専攻J

平成23イド度・後期日程に変更した分析 → 日本阿は、 東京芸

術大学との併願 で実質的な伯率は確保されるであろう。 また、愛知、

金沢の動向について検討したい。 (海老)

平成24イ|度・日本画の結果につい ては、 安定的なイ百本を確保し

f成19 � 21 

…参照)

ー:〆刈専攻]

4. 2 前 後のイ}lう着いていよ)

平成23年度:自己推薦入試開始前の後期日程て、も受験生の関心

がなく低倍率となったo

\f1.持 24年度・三空岡i子吉宗は 4.4倍とな(ア常イ警戒を獲得した

[前期日程 同会zて及びデザイ/しム、川斗]

絵専攻は 3さい 六涜倍率微増(i)'いい!

テザ、インビ芸学科は 2.91百のぷ願倍率微減の状況。

( 2) J 字、:全専攻の '��ノI 交について広)

・ 後端口ヰ呈口ノ$:画の結果iこ"��'ì-l.以、 高倍率をiLムン，tz惜の 3

年前の状況となっている。

-彫刻については，161�刻専攻AO入試(白己推薦)を行い成果が上

カ"'

- 油絵 土j有期日程でネ続出 ワである。 全日的 こてòJの中で

平J

・ デザイン工芸学科については、 過去5旬 以前を含む入学子続き

者について推移を見たい。

本研究めE震とめと今後の般望

本 ム、 入試制度ι I過年度かfの 戸'Ùでいる

具件出三λ二点の検討課是立と-' ，-'. 学部入試杭j之、と山，斗L，i'(， 実施

時期や自己推薦など、 急激な学生の減少など検証しつつ推移寸る

長Jlíatこ対応をしてきた。 それらについては、 =術学部入言誌式委員会

を中;\\とu売士十対す応と主実i起4施[仁-�いア士空雪±一紡紡術司学音部目全イ体士，I"l"ì小R問マ灼号桁Rみとして

協丈，jι刊主幻 じど=行われ現 γfはよμ」ωA一，、程度の成果ιρふ

竿学今ワ六人Iミ 額頚 者動向の?リノ1ムと対策テーマ ぐふげた l、

大学進路説明会等では、 平成24年度も全国各地に参加そして多

くの対応を行う。 2 、 美術系指導者対策では、 全国各地の予備校

や!苛校に出向き情報収集を行う等の具体的に研究分担者の努力に

よる弘、日ふこ;f、 ることがて

;;in川 いじり戎果物として ! ヌムガイドの 品、}J'''芸術学

吉ßj、 兄り組み、 K丈 につい て孝生 ヘ淀川ゴいこ沿った

冊子の完成は前号紀要第 18号で掲載をしたが、 進路説明会など

に使われるだ付でなし このカリキュラムガイドは、 本学ロコ芸術学

部教育(T)琴執についてぷ聞か[売色のであ り、 ごす1からの教育指

針t，γ ム;公表が出来 レ日りました。 了 ム、:き員の皆

様釘φ)にごやh七プυ:

さて、 今後の展望は、 旨頑に遥べた 2018 年には、 大学進常者

数につい て最も減少するとされる人Uの少子化動向についての大

きな構造的な本学部の取り組みが望まれてお りますh芸術学部の

教育指針のもとに入試対策や教育課程の編成が問われ 、 大学の

評価や意義が社会で真に問われる時となりました。 本研究につい

てこれからも継続した取り組みを新たな観点で望むものですh



志願者数

H6 H7 H8 H9 日10 Hll H12 H13 日14 日15 日16 H17 H18 日19 日20 H21 H22 H23 H24 

日 本 画 107 81 85 99 114 55 71 70 58 44 69 62 62 43 42 42 28 55 44 一
油 絵 148 140 164 156 192 99 84 81 67 66 53 65 79 65 67 49 54 50 68 

周2 五IJ 61 55 69 73 59 37 40 29 37 45 36 36 29 24 22 27 26 16 31 

円 ザイン 410 273 331 384 358 251 217 175 177 207 184 176 162 157 147 133 116 125 114 I 

志願倍率

日6 日7 H8 H9 Hl0 Hll H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 日21 H22 H23 日24

日 本 画 10.7 8.1 8.5 9.9 11.4 5.5 7.1 7 5.8 4.4 6.9 6.2 6.2 4.3 4.2 4.2 2.8 5.5 4.4 

油 絵 7.4 7 8.2 7.8 9.6 5 4.2 4.1 3.4 3.3 2.7 3.3 4 3.3 3.4 2.5 2.7 2.5 3.4 

彫 刻 6.1 5.5 6.9 7.3 5.9 3.7 4 2.9 3.7 4.5 3.6 3.6 2.9 2.4 2.2 2.7 2.6 1.6 4.4 

デザ、 イン 10.3 6.8 I 8.3 9.6 9 6.3 5.4 4.4 4.4 5.2 4.6 4.4 4.1 3.9 3.7 3.3 2.9 3.1 2.9 

芸術学部志願倍率の推移

己里本画十彫刻+油絵 →←デザイン|
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