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１．大学入学者選抜の現状について



１８歳人口と高等教育機関への進学率等の推移

短大入学者数（万人）

専門学校入学者数（万人）

高校等卒業者数（万人）

18歳人口（万人）

高専４年次在学者数

大学入学者数（万人）

● 18歳人口 ＝ ３年前の中学校卒業者数
● 進学率１ ＝ 当該年度の大学・短大・専門学校の入学者、高専４年次在学者数

18歳人口
● 進学率２ ＝ 当該年度の大学・短大の入学者数

18歳人口
○ 高校等卒業者数 ＝ 高等学校卒業者数
○ 現役志願率 ＝ 当該年度の高校等卒業者数のうち大学・短大へ願書を提出した者の数

当該年度の高校等卒業者数
○ 収容力 ＝ 当該年度の大学・短大入学者数

当該年度の大学・短大志願者数

出典：文部科学省「学校基本調査」、平成37年～42年度については国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（出生中位・死亡中位）」を基に作成

１８歳人口は、平成２１～３２年頃までほぼ横ばいで推移す
るが、３３年頃から再び減少することが予測されている。

年
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大学入学者選抜の現状

主な入試方法は以下のとおり。

（１）一般入試

調査書の内容、学力検査、面接・小論文
等大学が適当と認める資料や方法により判
定する方法。

（２）推薦入試

出身学校長の推薦に基づいて、原則とし
て学力検査等を免除し、調査書を主な資料と
して、面接・小論文等を活用して判定する方
法。

（３）アドミッション・オフィス入試（AO入試）

学力試験に偏ることなく、詳細な書類審査
と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせ、
受験生の能力・適性や学習に対する意欲・目
的等を総合的に判定する方法。

【大学入試の基本的な考え方】

大学がどのような選抜でどのような入学者を受け入れるかについては、各大学・学部等の入学者受入方針に基づき実施するもの

であり、各大学においては、入学者受入方針に基づき、その入学志願者の大学教育を受けるにふさわしい能力・適性等を多面的に

判定するため、様々な取組みを実施。

文部科学省としても大学入試を実施する上でのガイドラインとして大学入学者選抜実施要項を毎年度、大学に通知し、入学者受

入方針の明確化や選抜方法の多様化、評価尺度の多元化を推進。

○平成25年度大学入学者選抜実施要項（関連部分抜粋）

第１ 基本方針

各大学（短期大学を含む。以下同じ。）は、入学者の選抜を

行うに当たり、入学志願者の大学教育を受けるにふさわしい能

力・適性等を多面的に判定し、公正かつ妥当な方法で実施する

とともに、高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学

校の高等部を含む。以下同じ。）の教育を乱すことのないよう

配慮する。

能力・適性等の判定に当たっては、高等学校段階で育成され

る学力の重要な要素（基礎的・基本的な知識・技能、思考力・

判断力・表現力等、学習意欲）を適切に把握するよう十分留意

する。なお、高等学校の学科ごとの特性にも配慮する。

また、各大学は、当該大学・学部等の教育理念、教育内容等

に応じた入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を明確

にするとともに、これに基づき、入学後の教育との関連を十分

に踏まえた上で、入試方法の多様化、評価尺度の多元化に努め

る。
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平成24年度入学者選抜実施状況の概要 （平成12年との比較）

平成１２年度(ＡＯ入試調査開始年度)に比べて、ＡＯ入試、推薦入試を経由した入学者が

大きく増加しており、入試方法の多様化が進んでいる。

一般入試 推薦入試 アドミッション・オフィス入試 その他

【平成12年度】

65.8％
（389,851人）

31.7％
（188,083人）

1.1％
（6,827人）

1.4％
（8,117人）

（入学者計：592,878人）

【平成24年度】

56.2％
（333,889人）

34.8％
（206,942人）

8.5％
（50,626人）

0.5％
（2,901人）

（入学者計：594,358人）

（注）「その他」：専門高校・総合学科卒業生入試、社会人入試、帰国子女・中国引揚者等子女入試など 5



平成24年度入学者選抜実施状況の概要 （国公私立別）

国公立大学では一般選抜が中心

私立では約半数がＡＯ入試、推薦入試を経由して入学している

一般入試 推薦入試 アドミッション・オフィス入試 その他

【国立大学】 【公立大学】 【私立大学】

（入学者計：464,589人）（入学者計：29,750人）（入学者計：100,019人）

84.1％
（84,097人）

12.4％
（12,428人）

0.7％
（639人）

2.9％
（2,855人）

73.3％
（21,815人）

24.0％
（7,153人）

0.7％
（221人）1.9％

（561人）

49.1％
（227,977人）

40.3％
（187,361人）

0.4％
（2,041人）10.2％

（47,210人）
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大学入試センター試験の概要

【目的】
大学入学志願者の高等学校段階における基礎的な

学習の達成の程度を 判定することを主たる目的と
して、大学が共同して実施。

【平成25年度大学入試センター試験】
１．試験期日

・本 試 験：平成２５年１月１９日（土）
２０日（日）

・追（再）試験 ：平成２５年１月２６日（土）
２７日（日）

３．志願者数、利用大学数等
・志願者数：５７３，３４４人

［対前年度＋１７，８０７人］
・試験場数：７０７会場

［対前年度▲２会場］
・利用大学数：６８３大学

［対前年度＋９大学］
１５７短期大学

［対前年度▲４短期大学］
（国公私別）

国立 82大学 [100％]
公立 81大学 [100％]
私立 520大学 [  90％]
公立 15短期大学[  83％]
私立 142短期大学[  43％]

試験日 試験教科・科目 試験時間

第1日 地理歴史 「世界史A」「世界史B」
「日本史A」「日本史B」
「地理A」「地理B」

2科目選択
9:30～11:40

1科目選択
10:40～11:40

公民 「現代社会」「倫理」
「政治・経済」
『倫理，政治・経済』

国語 『国語』 13:00～14:20

外国語 『英語』『ドイツ語』
『フランス語』『中国語』
『韓国語』

【筆記】
15:10～16:30

【リスニング】
『英語』のみ

17:10～18:10

第2日 理科 「理科総合A」
「理科総合B」
「物理Ⅰ」「化学Ⅰ」
「生物Ⅰ」「地学Ⅰ」

2科目選択
9:30～11:40

1科目選択
10:40～11:40

数学① 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』 13:00～14:00

数学② 「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』
「工業数理基礎」
『簿記・会計』
『情報関係基礎』

14:50～15:50

【時間割】
※出題教科科目数 ６教科29科目（第１回（平成２年） ５教科18科目）
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２．大学入学者選抜の変遷について



大学入学者選抜の変遷について

（～昭和53年度）

１期校・２期校

・画一的な利用による大学の序列化

・輪切りの進路指導（「入りたい大学より入れる大学」）

・受験機会は１回

・私立大学の参加なし

・「受験競争」による高校教育への悪影響

・難問・奇問の続出

・特定の大学を中心に激しい「受験競争」

【改善点】

【課 題】

４６答申 ・調査書を選抜の基礎資料とすること。

・広域的な共通テストを開発し、高等学校間の評価水
準の格差を補正するための方法として利用すること。

・大学が必要とする場合、専門分野において重視され
る能力についてテストや論文、面接を行い、それらの
結果を総合的な判定の資料に加えること。

昭和60年

臨教審

一次答申

・学力検査の点数の客観性と公正性への過度な依存から選抜方法
や基準の多様化、多元化の推進

・偏差値偏重の受験競争の弊害を是正するため、大学は自由・個性
的な入学者選抜実施のため入試改革に取り組むべき。

・国公私立大学が自由に利用できる「共通テスト」を創設すべき。そ
の際、資格試験的な取扱いや複数回実施を検討すべき。

・偏差値重視の進路指導の改善、国立大学の受験機会の複数化な
どへの配慮の推進を図るべき。

共通一次学力試験の導入
・高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定
・難問・奇問を排した良質な問題
・２次試験との組合せによる多様な選抜 （面接，小論文，調査書等）
→これにより学力検査のみの「一発勝負」を是正

【課 題】

【国立大学の個別試験】

・受験機会は１期校、２期校より各１回（複数大学合格後
に入学大学の選択可）

（昭和54～61年度）

・受験機会は１回

・５教科７科目（昭和62年度から５教科５科目）
・私立大学の参加は１校のみ（昭和57年度～）

推薦入試の実施（昭和42年度大学入学者選抜実施要項から明記）
昭和42年度

・国立４大学、公立１大学、私立３３大学
平成24年度

・国立76大学、公立78大学、私立573大学

各大学における入学者選抜（～昭和53年度） 共通一次学力試験（昭和54年度～平成元年度）
昭和54年
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・入試の競争性の緩和を受けた選抜から接続への視点の転換

・入試の難易度等に基づく大学・卒業生の評価から卒業時における
質の確保の重視への転換

・学力検査による選抜が最も公平であるという根強い観念
・入試業務の負担の増大

大学入試センター試験の実施

・多様な利用方法により共通試験による「大学の序列化」・「輪切り
の進路指導」を是正

・私立大学の参加
国立大学の受験機会の複数化

平11接続答申、平12改善答申

・アドミッションポリシーの明確化とそれに基づく選抜方法の多様化、
評価尺度の多元化の推進

・外部試験の活用や作題における外部専門家の活用

・ＡＯ入試の適正かつ円滑な推進

・リスニングテストの導入

・センター試験におけるリスニングテストの導入（平成
18年度試験～）

・ＡＯ入試等を含めた入学方法の多様化の進展

・大学全入時代を迎え、選抜機能の低下と高校教育
における学習時間の減少

・学力把握措置のないＡＯ・推薦入試の増加

・学力不問入学者への初年次教育や補習教育への
対応による大学の負担増

・ＡＯ・推薦入試における適切な学力把握措置の実施

・高校修了時点における到達度を測るための新たな
共通試験（高大接続テスト）の検討

・高大の連携による入学前教育や入学後のリメディア
ル教育の充実

平20学士課程答申

【課 題】

【改善点】 【改善点】

【課 題】

【国立大学の個別試験】

・受験機会はＡ日程、Ｂ日程より各１回（複数大学合格後に入学大学の選択可）

・国公私立大学で利用
・「アラカルト方式」（教科数等、利用の仕方は各大学の自由）
・多様な入試資料の一つ（大学入試センター試験、個別試験、小論文、調査書等の適切な組合せ）

（平成元年度～）分離・分割方式

・受験機会は前期日程、後期日程より各１回（複数大学合格後の入学大学の選択不可）

（昭和62年度～平成８年度）連続方式

ＡＯ入試の実施
・平成２年度～慶応義塾大学で開始
・平成12年度～国立３大学で開始（東北大学、筑波大学、九州大学）

平成24年度
・国立47大学、公立23大学、私立460大学

平成２年
大学入試センター試験（平成２年度～）
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３．中央教育審議会における検討状況について



大学入試の抜本的な見直しの方向性について

改革の方向性

課 題

○高校教育から一貫した質保証への転換

・ 高校教育・大学入試・大学教育それぞれの段階で、必要とされる能力や学習成果を確認し、次の学びに
つなげていく仕組みへ

○大学入試における意欲・能力・適性等の多面的・総合的な評価への転換

・ 論文や面接、多様な経験の評価等に時間をかけた丁寧な入試へ

・大学進学希望者の能力・適性の判定

・各大学の教育水準や学生の質の評価指標

・高校における学力の状況の把握

・高校における幅広い学習の確保

・高校生の学習意欲の喚起 など

◎ 入試に多様な機能が求められ過ぎている

◎ 少子化が進展し、選抜機能が低下するなかで、ＡＯ・
推薦入試においても確実な学力把握が必要

（参考）

・中央教育審議会高大接続特別部会において平成24年９月より高大接続について検討中。
・今後、教育再生実行会議において大学入試について検討を行う予定。

◎ グローバル化が進展するなかで、知識偏重の学力検査
を改善し、予測不能な社会の変化に対応できる能力を
評価する等、入試の多様化の推進が必要

○ 大学入試へのＴＯＥＦＬ等活用の飛躍的拡充

・ グローバル化を断行する大学の重点支援、認証評価における積極的評価等を通じたTOEFL等の大学入試

への活用と大学入学後の継続的利用の促進 など

※TOEFL等を入試で活用する大学（平成24年度入試） 一般入試 34大学、AO入試 137大学、推薦入試 203大学
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中央教育審議会高大接続特別部会について①

２４文科高第４６５号
中 央 教 育 審 議 会

次に掲げる事項について、別紙理由を添えて諮問します。

大学入学者選抜の改善をはじめとする高等学校教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化のための方策について

平成２４年８月２８日
文 部 科 学 大 臣 平 野 博 文

（理由）
グローバル化、情報化、少子高齢化など社会構造が大きく変化し、先を見通すことの難しい時代にあっては、生涯を通

じ不断に主体的に学び考える力、予想外の事態を自らの力で乗り越えることのできる力、グローバル化に対応し活力ある
社会づくりに貢献することのできる力などの育成が特に重要となる。

このような力は、学校教育においては、各学校段階における質の高い教育と相互の有機的な連携を通じて育むべきもの
であり、そのために多くの関係者が努力を重ねている。

しかし、特に高等学校教育と大学教育との接続・連携については、大学入学者選抜制度の在り方を含め様々な課題が指
摘されており、国民からの期待に十分には応え切れていないと言わざるを得ない。

高等学校教育、大学入学者選抜、大学教育は相互に密接に関連し合うものであり、そのいずれかに責任を帰すことによ
っては問題を解決することはできない。

我が国の将来を担う生徒・学生が、これからの時代に求められる力を確実に身に付け、それぞれの持つ可能性を最大限
に伸ばすためには、高等学校教育、大学入学者選抜、大学教育の在り方を一体としてとらえ、その円滑な接続と連携のも
とに、高等学校教育の質保証、大学入学者選抜の改善、大学教育の質的転換を進めることが喫緊の課題となっている。

このため、国内外の様々な教育の質保証のための仕組みや構想、高等学校教育及び大学教育に関する課題についての検
討状況等を踏まえつつ、特に次の事項について、高等学校及び大学の関係者を含め、早急に議論を深める必要がある。

・ 大学入学者選抜の改善をはじめとする高等学校教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化のための方策について 14



中央教育審議会高大接続特別部会について②

これまでの議論の方向性（主な意見の概要）

１ 高等学校から大学までを通じて育成すべき力

・知識にとどまらない汎用的能力の育成が必要。

２ 高校教育、大学入試、大学教育それぞれの関係と役割分担

・これまで大学入試が高校生の学習意欲の喚起、幅広い学びの確
保、学力の状況の把握の機能を多く担っていたが、これらの機能
については高校教育がしっかり担っていくことが必要。

・高校教育の質保証の取組により高校段階で教科の到達度を評
価した上で、入試においては活用力や意欲を重視することが必要
。

・高等学校における学習到達度や大学教育に必要な能力・適性の
判定等、入試が担うべき機能について整理することが必要。

・入試は各大学が置かれている状況に応じ、従来の選抜機能のほ
か、教育・学習支援機能が求められている。

・高校教育との円滑な接続のため、入試において高校教育で育成
することを目指している汎用的能力等を測定することが必要。

・高等学校における学習の早期分化の是正の観点から、募集単位
の大くくり化を進めることが必要。

３ 高校教育の質保証

・高校段階の学力状況の客観的な把握の仕組みの検討を含めた
高校教育の質保証の取組の充実が必要。

・活用力を問う問題の充実、グレード別の成績提供、複数回
実施、実施時期の見直しの指摘。

・センター試験の見直しに当たっては、高校教育への影響
に留意することが必要。

５ 個別入試の改善

（１）総合力を見る入試への転換
・思考力や表現力、学習意欲等を丁寧に評価するためにも
入試方法の多様化、評価尺度の多元化の推進は引き続き
必要。

・より丁寧な入試を行うためには、各大学の入試実施体制の
整備や業務の効率化のための仕組み等が必要。

・入試に求められる絶対的な公平性・公正性の在り方につい
て見直しが必要。

（２）ＡＯ・推薦入試の改善
・ＡＯ・推薦入試については多様化が進展しており、ある程度
の類型ごとの対策が必要。

・大学教育への円滑な接続の観点から、ＡＯ・推薦入試にお
ける基礎的な学力把握の取組の充実が必要。

（３）入学志願者の多様な能力・適正等の評価の推進
・多様な能力・適性等を多面的にきめ細かく評価する観点か
ら外部試験等の活用が必要。

・体験活動やボランティア活動等も含めた受験生の様々な学
習活動歴の評価が必要。

・グローバル人材育成の観点からTOEFL等の活用が必要。
・外部試験等の活用にあたっては、アドミッション・ポリシーと
の整合性が必要。

【中央教育審議会（第83回）配布資料より】

４ 大学入試センター試験の改善

・細分化した出題教科・科目の精選をはじめ、出題教科・科目の在
り方の検討が必要。 15
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４．グローバル人材育成



４．大学入試の改善等の大学教育の諸課題について

☆授業は英語で行うことを基本とする等、「聞くこと」「話すこと」「読むこと」及び「書くこと」の4つの技能を総合的・統合的に指導すると

した高校の新学習指導要領の趣旨を踏まえて、4つの技能をバランス良く問うタイプの入試への転換を、大学関係者・高校関係者等

で共同開発し、その普及・活用を促進する。

☆一般入試においてTOEFL･TOEIC の成績等をどのように評価・換算するかの標準的方法の開発・普及を推進する。

☆入学志願者の外国語コミュニケーション能力を適切に評価する観点から、AO入試等の際にTOEFL･TOEIC 等の活用を促進する。

☆大学入試において留学経験者や帰国子女等の在外経験を有する者向けの募集枠の一層の活用を推進する。 17

H23年6月 国際共通語としての英語力向上のための５つの提言と具体的施策

入学者選抜を通じたグローバル人材育成に係る提言

H24年6月 グローバル人材育成戦略

H23年4月 産学官によるグローバル人材の育成のための戦略
・帰国子女枠や長期留学経験者枠など特別枠の設定

国際感覚や高い語学力を有する優れた学生を確保する観点から、帰国子女枠や長期留学経験者枠など海外経験を評価する入

学試験制度を推進する。

・大学入学者選抜試験の改善

高等教育のグローバル化の拠点等において、国際バカロレア認定コース修了者、留学プログラム経験者等に対する特別選抜の実

施、新学習指導要領に対応した外国語能力を測定する入試の工夫やTOEFL、TOEIC等の英語資格試験の活用などを奨励する。

提言５．グローバル社会に対応した大学入試となるよう改善を図る。

大学入試における英語の試験の多くは、「話すこと」を含めたグローバル社会に通用する英語力を測るものに必ずしもなっていな

いとの指摘があり、学習指導要領に準拠して「聞くこと」「読むこと」といった受容技能だけでなく、「話すこと」「書くこと」といった発表技

能も含めた４技能をバランスよく問うよう、入試問題を改善する必要がある。

また、一部の大学では、ＡＯ入試においてＴＯＥＦＬ、ＴＯＥＩＣ等の外部検定試験のスコアを所持していることを条件に外国語の試験

を免除している。このような取組をさらに進めることが必要である。



１．英語

実用英語技能検定、ＴＯＥＦＬ、ＴＯＥＩＣ、ＩＥＬＴＳ、国際連合公用語英語検定、ケンブリッジ大学一般英語検定、ＧＴＥＣ、日
商ビジネス英語検定、全商英語検定、工業英語能力検定、全工・リスニング英語検定 等

２．英語以外

実用フランス語技能検定試験、フランス国民教育省認定フランス語資格試験（ＤＥＬＦ、ＤＡＬＦ）、ドイツ語技能検定試験、
ドイツ語上級統一試験（ＺＯＰ）（現「ドイツ語C2大ディプロム試験（GDS）」）、スペイン語技能検定、スペイン語検定試験（Ｄ
ＥＬＥ）、ロシア語能力検定試験、実用中国語技能検定試験、中国語コミュニケーション能力検定、中国語検定試験、漢語
水平考試（ＨＳＫ）、ハングル能力検定試験、韓国語能力試験 等

○平成25年度大学入学者選抜実施要項（平成24年5月31日付け文部科学副大臣通知）
（関連部分抜粋）

第６ 学力検査等

３ 小論文、面接、実技検査、外部試験等の活用

(3) 外部試験等の活用

例えば、以下のとおり、必要に応じて信頼性の高い外部試験等の活用を図ることが望ましい。

① 入学志願者の外国語におけるコミュニケーション能力を適切に評価する観点から、実用英語検定試験

（英検）やＴＯＥＦＬ等の結果を活用する。

② 入学志願者の優れた理数系の能力を適切に評価する観点から、国際科学オリンピック等の結果を活用

する。

なお、この場合には、下記第７の学力検査実施教科・科目及び試験方法等の発表の際にその旨を明らかに

するとともに、具体的な活用方法（例えば、個別試験の成績に代えて当該試験等の結果を用いる場合における

得点の換算方法等）を明らかにする。また、当該試験の結果の確認方法等について事前に実施機関に確認し

ておく。

18

（参考）
○入学者選抜において活用されている外国語の外部試験の例



○大学入学者選抜における外部試験等（語学関連）の活用状況（平成24年度入試）

（大学数）

区分 純計

一般入試 ＡＯ入試 推薦入試

英検 TOEFL TOEIC その他 純計 英検 TOEFL TOEIC その他 純計 英検 TOEFL TOEIC その他 純計

国立

15 0 0 0 0 0 9 6 8 4 9 9 6 5 4 9

(18.3%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (11.0%) (7.3%) (9.8%) (4.9%) (11.0%) (11.0%) (7.3%) (6.1%) (4.9%) (11.0%)

公立

19 1 1 1 1 1 10 9 9 4 10 16 10 12 6 16

(23.8%) (1.3%) (1.3%) (1.3%) (1.3%) (1.3%) (12.5%) (11.3%) (11.3%) (5.0%) (12.5%) (20.0%) (12.5%) (15.0%) (7.5%) (20.0%)

私立

234 32 25 26 10 33 113 90 98 46 118 169 116 130 75 178

(40.4%) (5.5%) (4.3%) (4.5%) (1.7%) (5.7%) (19.5%) (15.5%) (16.9%) (7.9%) (20.4%) (29.2%) (20.0%) (22.5%) (13.0%) (30.7%)

計

268 33 26 27 11 34 132 105 115 54 137 194 132 147 85 203

(36.2%) (4.5%) (3.5%) (3.6%) (1.5%) (4.6%) (17.8%) (14.2%) (15.5%) (7.3%) (18.5%) (26.2%) (17.8%) (19.8%) (11.5%) (27.4%)

※下段は、それぞれの区分ごとの大学数（国立：82校、公立：80校、私立：579校、計：741校）に対する割合
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＜語学関連＞
（大学数）

○大学入学者選抜における外部試験等の活用状況（推移）

20



「外国語力スタンダード」をクリアした学生数
や「単位取得を伴う海外留学経験者数」等、
挑戦的目標値の設定

教員のグローバル教育力の向上

留学促進のための環境整備

語学力を向上させるための取組 等

グローバルな舞台に積極的に挑戦し世界に飛躍できる人材の育成を図るため、学生のグローバル力を徹底
的に強化、推進する組織的な教育体制の整備を支援。

グローバル人材育成推進事業

○タイプＡ（全学推進型） 11大学
大学全体で設定する目標達成を目指す。
国内大学のグローバル化を先導する大学として他大学
のグローバル化推進にも貢献。

北海道大学 東北大学
国際教養大学 お茶の水女子大学
国際基督教大学 中央大学
早稲田大学 千葉大学
同志社大学 関西学院大学
立命館アジア太平洋大学

○タイプＢ（特色型） 31大学
一部の学部・研究科等で設定する目標達成を目指す。
学内他部局を含めた大学全体のグローバル化推進に
も貢献。

（国立13、公立3、私立15）

北海道大学の取組概要

全12学部の入学者の中から一定の英語能力を有し、希望する200人を対象に、
特別プログラムとして「新渡戸カレッジ」を創設。

このほか、一部授業の他大学への開放、海外オフィスの共同利用、研修の合同
開催等の実施により、国内大学のグローバル化を牽引。

～命がけの厳しい規律が人を創る～
練習船「おしょろ丸」の乗船訓練

山口県立大学の取組概要

国際文化学部において徹底した
グローバル教育を展開。人材育成
プロセスを可視化するポイント制を
導入し、学生は一定の点数を貯め
ることで留学選考において加算、経
済的支援が受けられる。

このほか、国内・海外地域実習30
プログラム、語学文化研修４か所、
交換留学先７大学への派遣受入、
マルチリンガルスピーチコンテスト、
やまぐちスタディーズなど多様な取
組を展開。

平成25年度予定額 45億円

求められる取組例
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