
１．志願者数及び志願倍率について

（注）１．本調査は、平成１９年４月１日現在で集計したものである。

　　　２．志願者数は、重複出願分を除く。（既修者コースと未修者コースに出願した場合は１人として集計）

　　　３．（　　）書きは前年度の数値を示す。（以下、各表において同じ。）

２.入学者数について
　①　既修・未修の別 （単位：人）

既修者 未修者 計 既修者 未修者 計 既修者 未修者 計 既修者 未修者 計

(740) (1,082) (1,822) (83) (53) (136) (1,356) (2,470) (3,826) (2,179) (3,605) (5,784)

797 994 1,791 84 58 142 1,288 2,492 3,780 2,169 3,544 5,713

　②　社会人の入学状況 （単位：人）

既修者 未修者 計 既修者 未修者 計 既修者 未修者 計 既修者 未修者 計

(124) (354) (478) (39) (21) (60) (555) (832) (1,387) (718) (1,207) (1,925)

107 316 423 42 26 68 568 775 1,343 717 1,117 1,834

(参考)全入学者に占める社会人の割合が５割を超えた大学15大学

　③　学部系統別の入学状況 （単位：人）

(参考)全入学者に占める法学系以外の出身者の割合が５割を超えた大学　3大学
（注）「文系」は、人文科学・社会科学系学部、「理系」は、理学・工学・農学・保健・商船系学部、「その他」は、家政・教

　　　育・芸術系学部その他とした。
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１．総括表
（単位：人）

募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 過△欠員

A B B/A 既修コース未修コース 計 Ｃ－Ａ

(1,750) (11,052) (6.3倍) (7,450) (2,369) (740) (1,082) (1,822) (72) 

1,750 12,453 7.1倍 7,641 2,383 797 994 1,791 41

(140) (1,493) (10.7倍) (760) (226) (83) (53) (136) （△ 4)

140 2,035 14.5倍 796 208 84 58 142 2

(3,925) (27,796) (7.1倍) (21,382) (7,411) (1,356) (2,470) (3,826) （△ 99)

3,925 30,719 7.8倍 22,643 7,286 1,288 2,492 3,780 △ 145

(5,815) (40,341) (6.9倍) (29,592) (10,006) (2,179) (3,605) (5,784) （△ 31)

5,815 45,207 7.8倍 31,080 9,877 2,169 3,544 5,713 △ 102
（注）１．本調査は、平成19年４月１日現在で集計したものである。

　　　２．各大学の選抜毎の実人数を集計したものである。（既修コースと未修コースに出願した場合は１人として集計）

　　　３．「受験者数」は、２段階選抜において第１段階で不合格となった者は除く。

　　　４．「入学者数」欄の「既修コース」とは、短縮（２年）コースのことであり、「未修コース」とは、標準（３年）コースのことである。

　　　５．（　　）書きは前年度の数値を示す。（以下、各表において同じ。）

２．入学者選抜の実施状況

　①　社会人・他学部出身者特別選抜の実施状況 （単位：人）

区　分 実施大学数 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
全入学者に
占める割合

(7) (79) (569) (393) (138) (79) （4.3%）

7           84 585 391 102 74 4.1%

(15) (192) (757) (663) (275) (144) （3.8%）

12 155 614 535 218 121 3.2%

(22) (271) (1,326) (1,056) (413) (223) （3.9%）

19 239 1,199 926 320 195 3.4%
（注）１．社会人の定義は大学によって異なる。（例：実務経験○年以上、大学卒業後○年以上）

　　　２．特別選抜とは、社会人・他学部出身者の特別枠を設け、かつ選抜方法・評価尺度等を異にする選抜方法をいう。

　②　２段階選抜の実施状況 （単位：人）

区　分 実施大学数 募集人員 志願者数
第１段階選抜
合格者数

(8) (990) (7,328) (4,861) 

10 1,540 9,224 5,405

(2) (140) (1,493) (1,112)

2 140 2,035 1,142

(19) (1,560) (11,523) (7,685) 

17 2,185 13,464 8,356

(29) (2,690) (20,344) (13,658) 

29 3,865 24,723 14,903
（注）１．「２段階選抜」とは、法科大学院適性試験・出願書類等、書面のみによる選抜を「第１段階選抜」とし、その合格者に限り

　　　　小論文・面接・その他による選抜を行う方法をいう。

　　　２．「募集人員」「志願者数」は、２段階選抜を実施した選抜方法に係る人数である。
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３．入学者の状況

　①　社会人の入学状況 （単位：人）

国立大学 公立大学 私立大学 合　　計

(124) (39) (555) (718) 
107 42 568 717
(354) (21) (832) (1,207) 
316 26 775 1,117
(478) (60) (1,387) (1,925) 
423 68 1,343 1,834

(26.2%) (44.1%) (36.3%) (33.3%) 
23.6% 47.9% 35.5% 32.1%

（注）社会人の定義は大学によって異なる。（例：実務経験○年以上、大学卒業後○年以上）

　②　出身学部別の入学状況 （単位：人）

国立大学 公立大学 私立大学 合　　計

(670) (69) (1,129) (1,868) 
730 74 1,051 1,855
(714) (37) (1,531) (2,282) 
635 40 1,693 2,368

(1,384) (106) (2,660) (4,150) 
1,365 114 2,744 4,223
（76.0%） （77.9%） （69.5%） （71.7%）
76.2% 80.3% 72.6% 73.9%
(54) (10) (182) (246) 
51 7 189 247

(230) (12) (650) (892) 
226 10 578 814
(284) (22) (832) (1,138) 
277 17 767 1,061

（15.6%） （16.2%） （21.7%） （19.7%）
15.5% 12.0% 20.3% 18.6%
(7) (1) (26) (34) 
11 1 23 35
(93) (1) (198) (292) 
91 4 143 238

(100) (2) (224) (326) 
102 5 166 273
（5.5%） （1.5%） （5.9%） （5.6%）
5.7% 3.5% 4.4% 4.8%
(9) (3) (19) (31) 
5 2 25 32

(45) (3) (91) (139) 
42 4 78 124
(54) (6) (110) (170) 
47 6 103 156

（3.0%） （4.4%） （2.9%） （2.9%）
2.6% 4.2% 2.7% 2.7%
(740) (83) (1,356) (2,179) 
797 84 1,288 2,169

(1,082) (53) (2,470) (3,605) 
994 58 2,492 3,544

(1,822) (136) (3,826) (5,784) 
1,791 142 3,780 5,713

（注）「文系」は、人文科学・社会科学系学部、「理系」とは、理学・工学・農学・保健・商船系学部、
　　　「その他」は、家政・教育・芸術学部、その他とした。
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