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は、大学新卒者の就職環境の変化など
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※１ 豊島継男事務所による集計。2016 年 2 月12 日までに収集できた私立大学の一般入試前期と、センター利用方式
前期の志願者数を基に算出。対前年指数は、2015 年同時期に行った集計結果を100としたときの値。
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高校教員が入試動向を見るとき、仮
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の大学の真のブランド力を形成するも

推移をみてみると、様相が一変する

算上の「延べ志願者数」が、実出願者

ていることである。

のと考える。

＊志願動向の解説は
「Between 情報サイト」にも掲載している。
http://between.shinken-ad.co.jp/hu/2016/04/
shigandoko1.html

※２ ベネッセコーポレーション「入試結果調査」2004 〜 2015 年度より。一般入試、推薦入試など、全ての入試方式の合算値。
「志願者数」は「延べ人数」で集計。なお、一部「非公表」の大学があるため、実際の合算値よりやや少ない値となる。
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