
平成 27年 12月 11日 

進 路 指 導 部 

 
 

「2016年度難関大学入試動向研究会（駿台予備学校）」について（２） 

 前回に引き続き、12月5日（土）に駿台予備学校主催の「「2016年度難関大学入試動向研究会」の概要をまと

めました。今回は、九州大、広島大、医学部医学科、私立大等について紹介します。 

 

１． 個別大学の入試動向 

〔国公立大〕 

■ 神戸大 

（１） 動向 

方式 志願者指数 コ メ ン ト 

計 97 
日程別では前期は指数 96のやや減尐、後期は指数 101の微増で、2015年度入試の増減

が継続している。 

前 96 

増加は法、経済、工、海事科学の４学部のみである。経済は指数 113の大幅増加だが、

他の３学部の増加率は小さい。減尐している学部では、文の指数 80、医（保健）の指数

83、農の指数 84といった大幅減尐が目立っている。2015年度入試で大幅減尐した国際

文化は指数 99と反動は見られない。 

後 101 

発達科学、理、医（保健）以外はいずれも大幅な増減となっている。2015年度入試の増

減の反動が見られる学部が目立つが、工は大幅増加の反動は見られず、指数 113の大幅

増加である。６学科全てが増加しており、（情報知能）（建築）（市民工）は大幅増加

となっている。 

 

（２）2016年度入試 神戸大入試変更点 

学部 学科/専攻（方式） 日程 項 目 変更点 2016年度入試 2015年度入試 

国際

文化 

国際文化 前期・

後期 

募集人員 募集人員変更 ＜前＞95人、＜後＞35

人 

＜前＞100人、＜後＞

40人 

 

■ 九州大 

（１） 動向 

方式 志願者指数 コ メ ン ト 

計 99 
前期は指数 101の微増、後期は指数 93の減尐で、いずれも本番入試で減尐が継続して

いる反動は見られない。 

前 101 

文系は教育以外は増加し、特に法は指数 114の大幅増加で 2015年度入試の大幅増加の

反動は見られない。理系は理、芸術工、薬が減尐している。特に理は指数 88の大幅減

尐で、本番入試で３年連続減尐は見られず、系統の人気沈静化がうかがえる。医（医）

は指数 104のやや増加である。 

後 93 

増加しているのは指数 108の法、指数 102の薬のみである。募集人員が前期に３人移さ

れる歯は指数 50と半減し、2015年度入試の大幅増加の反動が見られる。農は指数 80

の大幅減尐、理もやや増加の（物理）以外の４学科が大幅減尐し、学部合計では指数 84

と同じく大幅減尐している。 

 

（２）2016年度入試 九州大入試変更点 

学部 学科/専攻（方式） 日程 項 目 変更点 2016年度入試 2015年度入試 

理 化学 後期 センター 公の選択から

現、倫、政経除

外 

国＋歴公＋数２＋理

２＋外 

※公：倫政 

国＋歴公＋数２＋理

２＋外 

※公：現、倫、政、倫政 

歯 歯 前期・

後期 

募集人員 募集人員変更 ＜前＞40人、＜後）5

人 

＜前＞37人、＜後＞8

人 

後期 個別 配点変更 外＜200＞＋面＜100

＞＝総点＜300＞ 

外＜200＞＋面＜200

＞＝総点＜400＞ 



■ 広島大 

（１） 動向 

方式 志願者指数 コ メ ン ト 

計 101 
前期は 2015年度入試で減尐したが、指数 102の微増に留まっている。後期は前年度並

となっている。 

前 102 

夜間主を除いた学部別では、文が指数 121、生物生産がいずれも指数 112とそれぞれ大

幅増加している。法は 2015年度入試で４割以上の大幅増加だった反動はなく、指数 106

の増加である。薬は指数 92、医（医）は指数 93の減尐で、いずれも 2015年度入試で減

尐した反動は見られない。 

後 99 

夜間主を除いた学部別では、法、経済、医（医）、生物生産が増加しており、法以外は

大幅増加となっている。減尐している学部では、文が指数 84の大幅減尐、工、歯がい

ずれも指数 90の減尐で、2015年度入試で大幅増加した反動となっている。 

 

（２）2016年度入試 九州大入試変更点 

学部 学科/専攻（方式） 日程 項 目 変更点 2016年度入試 2015年度入試 

教育 学校/初等 前期・

後期 

募集人員 募集人員変更 ＜前＞102人、＜後＞

18人 

＜前＞112人、＜後＞

28人 

理 化学 前期 個別 配点変更 数＜400＞＋理２＜

600＞＋外＜400＞＝

総点＜1400＞ 

数＜300＞＋理２＜

300＞＋外＜300＞＝

総点＜900＞ 

数学 前期 個別 配点変更 数＜700＞＋理２＜

350＞＋外＜350＞＝

総点＜1400＞ 

数＜500＞＋理２＜

250＞＋外＜250＞＝

総点＜1000＞ 

生物科学 前期 個別 配点変更 数＜400＞＋理２＜

600＞＋外＜400＞＝

総点＜1400＞ 

数＜250＞＋理２＜

400＞＋外＜250＞＝

総点＜900＞ 

地球惑星シス

テム 

前期 個別 配点変更 数＜400＞＋理２＜

600＞＋外＜400＞＝

総点＜1400＞ 

数＜300＞＋理２＜

300＞＋外＜300＞＝

総点＜900＞ 

物理科学 前期 個別 配点変更 数＜500＞＋理２＜

500＞＋外＜400＞＝

総点＜1400＞ 

数＜300＞＋理２＜

300＞＋外＜300＞＝

総点＜900＞ 

工 第二類（電気） 

 

前期・

後期 

募集人員 募集人員変更 ＜前＞115人、＜後＞

15人 

＜前＞112人、＜後＞

13人 

第三類（化学） 前期 募集人員 募集人員変更 ＜前＞100人 ＜前＞92人 

個別 

 

 

配点変更 数＜400＞＋理２＜

400＞＋外＜400＞＝

総点＜1200＞ 

数＜400＞＋理２＜

400＞＋外＜300＞＝

総点＜1100＞ 

〔補足〕 

  広島大の今年度入試は前年度並と予想されますが、広島大はブロック大であることからセンター試験の影響

から難関大志望者からの流入が起きやすい点に注意してください。また、ＡＯ入試の合格者数が前期合格者数

に影響しますので、ＡＯ入試で合格者数が定員を割っている学部（学科）はやや広き門となります。 

 

■ 岡山大 

（１） 動向 

方式 志願者指数 コ メ ン ト 

計 100 
前期は指数 100の前年度並、後期は指数 98の微減で、後期は 2015年度入試で約１割増

加の反動はほとんど見られない。 

前 100 

2015年度入試でいずれも大幅増加した法、文、経済といった文系学部は反動は見られず、

いずれも増加している。中でも法は指数 108と文系学部では最も増加率が大きくなって

いる。一方で、理系学部は医（医）が指数109と増加しているが、他はいずれも減尐し

ている。 

 



後 98 

夜間主を除いた学部で増加しているのは、法、工、環境理工の３学部のみである。法は

指数 128の大幅増加で、2015年度入試で大幅増加した反動は全く見られない。減尐学部

では、５学科全てが大幅減尐の理が指数 84の大幅減尐で目立っているが、2015年度入

試で大幅減尐した反動に注意したい。 

 

（２）2016年度入試 岡山大入試変更点 

学部 学科/専攻（方式） 日程 項 目 変更点 2016年度入試 2015年度入試 

環境

理工 

環境管理工 前期 個別 数、外が選択か

ら必須へ 

数＋理２＋外 理２＋（数 or外） 

外 募集人員 募集人員変更 ＜後＞10人 ＜後＞5人 

医 保健/放射線技

術、検査技術 

前期 個別 外追加 数＋理２＋外＋面 数＋理２＋面 

 

〔参考：国公立大学 後期日程 欠席率〕 

 国公立大学後期日程欠席率 

 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 

国立大学 56.0％ 54.8％ 53.8％ 53.0％ 

公立大学 56.2％ 55.5％ 54.7％ 54.8％ 

合 計 56.1％ 55.0％ 54.0％ 53.4％ 

 

■医学部医学科 

（１）動向に影響を及ぼす入試変更点（抜粋） 

大学 変更点 2016年度入試 2015年度入試 

東京大 ・ 募集人員変更 97人 100人 

山梨大 ・ 公の選択から現、倫、

政除外 

 

センター＜後期＞ 

国＋歴公＋数２＋理２＋外

※公：倫政 

センター＜後期＞ 

国＋歴公＋数２＋理２＋外 

※公：現、倫、政、倫政 

信州大 ・ 後期日程廃止、前期募

集人員変更 

・ 第１段階選抜基準変更 

・ 個別で理⇒理２、理の

化が必須から選択へ、選

択に物、生追加、論除外 

＜前期＞100人 

＜前期＞5倍（500人） 

個別 数＋理２＋外＋面 

※理：物、化、生 

 

 

＜前期＞85人 ＜後期＞15人 

＜前期＞7倍（595人） 

個別 数＋理＋外＋面 

※理：化 

 

京都大 ・ 募集人員変更 

・ センターで選択に公

（倫政）追加 

・ 個別で面が段階的評価

に 

＜前期＞102人 

センター 国＋歴公＋数２

＋外 

個別 国＜150＞＋数＜250

＞＋理２＜300＞＋外＜300

＞＝総点＜1000＞＋面＋＜

段階評価＞ 

＜前期＞107人 

センター 国＋歴＋数２＋外 

個別 国＜150＞＋数＜250＞＋理２

＜300＞＋外＜300＞＋面＜50＞＝総

点＜1050＞ 

鳥取大 ・ ＜前期＞＜後期＞個別

で配点変更 

個別＜前期＞ 数＜200＞＋

外＜200＞＋面＜100＞＝総

点＜500＞ 

個別＜前期＞ 数＜200＞＋外＜200

＞＋面＜200＞＝総点＜600＞ 

 

熊本大 ・ 後期日程廃止、前期募

集人員変更 

・ 第１段階選抜基準変更 

＜前期＞95人 

＜前期＞約 4倍（380人） 

 

＜前期＞95人 ＜後期＞15人 

＜前期＞約 5倍（400人） 

 

〔補足〕 

  医学部医学科の後期はセンター試験の得点が大きく左右します。また、面接を重視していますので、本当に 

 医療に携わりたいかが問われます。 

 

 

 

 



〔私立大〕 

■ 慶應義塾大 

（１）動向 

方式 志願者指数 コ メ ン ト 

一般 

116 

大学全体では指数 116の大幅増加となっている。全ての学部が増加しており、理工、医、

薬以外の学部は大幅増加である。2015年度入試では大幅増加した３学部は模試動向でも

大幅増加が継続し、総合政策は指数 126、商、看護医療はいずれも指数 122となってい

る。募集人員を削減する経済＜Ａ＞が指数 121、＜Ｂ＞が指数 124といずれも大幅増加

である。2015年度入試でも減尐率はごく小さかった医は指数 106の増加、理工と薬はい 

ずれも指数 108の増加となっている。理工は（学門５）の指数 127、（学門４）の指数

113という大幅増加が目立っている。薬は学科別では、（薬）は指数 103のやや増加、

（薬科学）は指数 128の大幅増加である。 

セン

ター 

 

（２） 慶應義塾大 入試変更点 

学部 学科 方式 項 目 変更点 2016年度入試 2015年度入試 

総合

政策

環境

情報 

  入試科目 選択に情報を追加 論＋（数 or情報）or外 or

（数＋外） 

論＋（数 or外 or（数

＋外） 

外は問題の一部で

独・仏の選択が可

能に 

外の出題範囲：英 or（英＋

独）or（英＋仏） 

 

経済   募集人員 募集人員変更 ＜Ａ方式＞420人 

＜Ｂ方式＞210人 

＜PEARL入試＞100人 

（9月入学） 

※4年間英語で経済学を学

ぶ 9月入学 

＜Ａ方式＞480人 

＜Ｂ方式＞240人 

看護

医療 

看護  選抜方法 ２次で実施してい

た論を１次で実施 

＜１次＞ 外＋（数 or理 

＋論 

＜２次＞ 面 

※論は２次選考で使用 

＜１次＞外＋（数 or

理） 

＜２次＞数＋面 

 

■早稲田大学 

（１）動向 

方式 志願者指数 コ メ ン ト 

一般 110 

大学全体では指数 111の大幅増加で、本番入試で９年ぶりの増加につながるか注目され

る。一般方式の学部別では 13学部全てが増加しており、文化構想、政治経済、商、教

育、創造理工の５学部は大幅増加である。また、先進理工、スポーツ科学はいずれも指

数 101の微増で前年並である。一般方式の学科別では、政治経済は３学科とも大幅増加

しており、教育は文系の学科・専修で大幅増加が目立っている。基礎理工（学系Ⅱ）は

指数 112の大幅増加だが、他の２つの系はいずれも指数 98の微減である。創造理工は

（環境資源工）のみ指数99の微減である。先進理工は増加、減尐とも３学科ずつだが、

いずれも増減率は１割未満である。 

セン

ター 
113 

 

（２） 早稲田大 入試変更点 

学部 学科 方 式 項 目 変更点 2016年度入試 2015年度入試 

文 
文化構想 

 センターのみ

方式 

選抜方法 新規実施 ＜センターのみ方式＞ 

文 25人、文化構想35人 

- 

文  センター併用 募集人員 募集人員変更 25人 50人 

文化構想  センター併用 募集人員 募集人員変更 35人 70人 

商 

 

 

 センター利用 入試科目 6科目から 5科

目に 

国＋数①＋外＋（歴公or

数②or理）→2 

※数①：数Ⅰ・Ａ 

※数②：数Ⅱ・Ｂ 

国＋歴公＋数２＋理

＋外 

 



■東京理科大 

（１）動向 

方式 志願者指数 コ メ ン ト 

一般 110 

大学全体では指数 99の微減である。一般方式の学部別では、経営の指数 143という大

幅増加が目立っている。（ビジネスエコノミクス）新設に加え、神楽坂キャンパスへの

全面移転が影響している。なお、新設学科を除くと指数 109の増加である。反対に薬は

指数 74の大幅減尐である。数学の範囲にⅢを追加することが影響し、2015年度入試で

大幅減尐した反動は全く見られない。理は６学科全てが減尐し、指数 92の減尐である。

一般方式の学科別では、工で（経営工）から改組される（情報工）が 2014年度の（経

営工）と比較すると、指数 230の激増となっているのが目立っている。また、理工（経

営工）も指数 179の激増となっている。 

セン

ター 
97  

 

■明治大 

（１）動向 

方式 志願者指数 コ メ ン ト 

一般 111 

大学全体では指数 110の増加となっている。一般方式の学部別では、総合数理が指数 95

のやや減尐、経営が指数99の微減で、いずれも 2015年度入試で減尐した反動は見られ

ない。他の８学部は増加し、国際日本、理工、農意外の５学部は大幅増加となっている。

政治経済は指数 126と最も増加率が大きく、学科別では（政治）（指数 137）、（地域

行政）（指数 133）の２学科が３割以上の大幅増加である。文は 13専攻のうち、（文/

文芸メディア）（心理社会/臨床心理）以外の11専攻が増加している。総合数理は（現

象数理）の指数 88の大幅減尐が目立っている。理工は指数 103のやや増加で、（建築）

が指数 130の大幅増加で目立っている。 

セン

ター 
108 

〔補足〕 

  関東地区の私立大入試は、入試日程に左右されます。特に、2月 5日（金）は明治＜全＞と法政＜Ｔ＞、2月

12日（金）は慶應義塾（理工）と東京理科（理）、２月１３日（土）は慶應義塾（経済）と立教（経済）と中

央（商）が重なっており、受験者が分散する可能性がありますので注意してください。また、慶應義塾・早稲

田はセンター方式より一般入試の方がチャンスがあるようです。 

  一方、関西地区は受験方式の多様化で自分の都合で受験日を決定していいでしょう。 

 

■同志社大 

（１）動向 

方式 志願者指数 コ メ ン ト 

一般 111 

大学全体では指数 103のやや増加であるが、2015年度入試で 12学部が減尐したことや

模試での私立大学全体指数 105を考慮すると、人気が戻っているとはいいにくい。方式

別では、理工、生命医科学ではほとんどの学科でセンター利用方式が減尐しており、2015

年度入試で大幅減尐した反動は見られない。一般方式の学部別では、社会（指数 93）、

神（指数 96）の２学部のみ減尐している。増加している学部では、グローバル・コミュ

ニケーションの指数 112、商の指数 110が目立っている、グローバル地域文化、生命医

科学は、いずれも 2015年度の一般入試では大幅減尐しているが、いずれも指数 101の

微増に留まっている。 

セン

ター 
99 

 

■立命館大 

（１）動向 

方式 志願者指数 コ メ ン ト 

一般 111 

大学全体では指数 111の大幅増加だが、新設の総合心理を除くと、指数 104のやや増加

で、私立大学全体指数 105とほとんど同じである。一般方式の既存の学部別では、情報

理工は指数 95のやや減尐だが、他の 12学部は増加しており、全体的には 2105年度入

試でやや増加した反動は見られない。経営は指数 117の大幅増加となっているが、本番

入試で２年連続大幅増加だったことを考慮すると、模試動向どおりの大幅増加になるか

が注目される。また、政策科学、経済、産業社会、映像の４学部も大幅増加している。

なお、文は総合心理新設で募集停止の（人文/心理）を除いて集計しても、指数 102の

微増となっている。 

セン

ター 
110 

 



■関西大 

（１）動向 

方式 志願者指数 コ メ ン ト 

一般 106 

大学全体では指数 105のやや増加で、方式別では、理工系３学部でのセンター利用方式

の減尐が目立っている。一般方式の学部別では、全13学部のうち 10学部が増加してい

る。環境都市工は指数 116の大幅増加である。建築・土木系の人気継続の影響で、2015

年度入試で大幅増加した反動は全く見られない。また、法（指数 114）、総合情報（指

数 114）、商（指数111）も大幅増加している。減尐の４学部では社会安全が指数 94と

最も減尐率が大きいが、2015年度入試で５割以上の大幅増加だったことを考慮すると、

反動は小さいといえる。化学生命工は指数 96のやや減尐で、2015年度入試で大幅減尐

した反動は見られない。 

セン

ター 
102 

 

■関西学院大 

（１）動向 

方式 志願者指数 コ メ ン ト 

一般 102 

大学全体では指数 103のやや増加となっている。一般方式の学部別では、全 11学部の

うち７学部が増加しており、特に国際は指数 111の大幅増加である。ただし、神、理工

以外の 2015年度入試で減尐が続いており、その減尐率を考えると、全体的には人気が

はっきり戻っているとはいいにくい。理工は 2015年度入試で（環境応用化学）（先進

エネルギーナノ工）新設で大幅増加したが、指数 104のやや増加で人気が継続している。

学科別では、（化学）（生命科学）（情報科学）が減尐しており、特に（情報科学）は

指数 85の大幅減尐である。総合政策、社会、人間福祉、教育は、2015年度入試でいず

れも１割前後減尐した反動は見られず減尐している。 

セン

ター 
106 

 

２． 今後の大学入試を取り巻く「キーワード」 

■ ここ数年続いた「文低理高」は？ 

⇒ 文低理工の沈静化 

● 景気の回復基調 

   首都圏 → ３大都市圏 → 主要都市へ 

● 理系志望者へ高い理科のハードル 

（理系の専門２科目＝（２＋４）×２＝１２単位） 

● 文系復活のキーワードは「グローバル」 

   ⇒ 地方では、就職を考慮して「メディカル系」の人気が継続 

■ 私立大の志願者数 

⇒ 私立大の「延べ志願者数」増加はまだまだ続く 

  （センター利用方式、全学部入試、英語外部試験利用方式、インターネット出願、受験料割引…） 

⇒ ３大都市圏の大規模私立大の入学割増率を抑えることによる影響 → 地方再生に繋がるか？ 

■受験生気質の変化   

  ⇒ 真面目で言われたことは素直に受け取るが、積極的に乏しく受け身 

  ⇒ 自分では決められない、保護者依存性が強い 

  ⇒ 大学入試の「高校入試化」が顕著 

■ 難関大志向と安全志向 

  ⇒ 成績上位層 

      ● 衰えを見せない「難関大志向」 

      ● でも、決して無理はしない 

      ● 2016年度入試は落ち着いた入試ということもあり、ここ数年よりもやや強気だが… 

      ● 果たして、出願まで維持できるか？ 

      ● 前年度に比べると公立勢が強い 

 

〔補足〕 

  2016年度入試も現役生中心の受験となりそうです。私立大へ志向が高まっているだけに、国公立大志望者は、

最後まで「強い志望」をもち続けることができるかが鍵となります。基町高校の進路指導は、「強い志望」を

持ち続ける生徒に対して最後まで背中を押していきたいと考えています。 

 


