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【オープンキャンパス等の良い「配布資料」「特典・プレゼント」】

 50.2 願書・募集要項
 49.5 学校案内やパンフレット
 38.5 入試方法や日程などの資料
 37.8 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 37.3 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 17.7 模擬授業・体験授業のテキスト
 15.1 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 13.2 在校生や卒業生の声
 12.9 資格合格者など資格取得に

関する資料
 10.4 就職内定者など就職に

関する資料
 10.3 学費支援・奨学金制度の資料
 8.8 保護者向けの資料
 0.4 その他
 5.9 特になし

 （%）

 54.8 願書・募集要項
 49.6 学校案内やパンフレット
 41.2 入試方法や日程などの資料
 40.6 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 37.4 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 18.0 模擬授業・体験授業のテキスト
 15.1 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 12.8 資格合格者など資格取得に

関する資料
 11.9 在校生や卒業生の声
 10.4 学費支援・奨学金制度の資料
 9.6 就職内定者など就職に

関する資料
 7.8 保護者向けの資料
 0.3 その他
 4.6 特になし

 （%）

 50.2 願書・募集要項
 49.3 学校案内やパンフレット
 37.6 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 36.6 入試方法や日程などの資料
 35.6 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 20.4 模擬授業・体験授業のテキスト
 13.4 資格合格者など資格取得に

関する資料
 12.2 在校生や卒業生の声
 11.7 就職内定者など就職に

関する資料
 11.4 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 10.0 学費支援・奨学金制度の資料
 9.5 保護者向けの資料
 0.5 その他
 6.0 特になし

 （%）

 45.9 学食やカフェでの無料券
 40.2 学校のオリジナルグッズ
 6.0 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 4.4 入学金や授業料などの

免除・優遇
 4.2 体験授業での作品
 4.0 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 2.1 在校生や卒業生の作品
 2.1 その他
 26.4 特になし

 （%）

 46.4 学食やカフェでの無料券
 41.7 学校のオリジナルグッズ
 7.2 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 5.8 入学金や授業料などの

免除・優遇
 4.3 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 3.5 体験授業での作品
 1.7 在校生や卒業生の作品
 2.9 その他
 23.8 特になし

 （%）

 49.3 学食やカフェでの無料券
 38.1 学校のオリジナルグッズ
 6.0 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 6.0 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 4.7 入学金や授業料などの

免除・優遇
 2.0 体験授業での作品
 0.7 在校生や卒業生の作品
 1.2 その他
 26.6 特になし

 （%）

■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」

男子全体：1,880名 法学・社会・福祉：345名 経済・商学：402名

Ｑ．
説明会・オープンキャン
パスなどの「配布資料」
「特典・プレゼント」につ
いて、良かったと思うも
のは何ですか。
（複数回答のため、合計が
100％を上回ります）

※P.119～ P.121「オー
プンキャンパス等イベン
ト参加状況」にて、「参加
したことがある」と回答
した方を母数とした集計
です。
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オープンキャンパス等の良い「配布資料」「特典・プレゼント」について
【男子】

 53.1 学校案内やパンフレット
 45.3 願書・募集要項
 40.6 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 28.1 入試方法や日程などの資料
 18.8 模擬授業・体験授業のテキスト
 17.2 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 15.6 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 15.6 在校生や卒業生の声
 15.6 資格合格者など資格取得に

関する資料
 10.9 就職内定者など就職に

関する資料
 10.9 学費支援・奨学金制度の資料
 7.8 保護者向けの資料
 1.6 その他
 9.4 特になし

 （%）

 47.4 学校案内やパンフレット
 45.3 願書・募集要項
 41.1 入試方法や日程などの資料
 37.9 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 36.8 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 16.8 模擬授業・体験授業のテキスト
 15.8 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 15.8 在校生や卒業生の声
 13.7 資格合格者など資格取得に

関する資料
 6.3 学費支援・奨学金制度の資料
 3.2 保護者向けの資料
 2.1 就職内定者など就職に

関する資料
 0.0 その他
 5.3 特になし

 （%）

 52.1 願書・募集要項
 49.3 学校案内やパンフレット
 46.5 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 42.3 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 38.0 入試方法や日程などの資料
 19.7 在校生や卒業生の声
 18.3 模擬授業・体験授業のテキスト
 16.9 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 16.9 就職内定者など就職に

関する資料
 11.3 学費支援・奨学金制度の資料
 11.3 保護者向けの資料
 8.5 資格合格者など資格取得に

関する資料
 0.0 その他
 4.2 特になし

 （%）

 50.0 学食やカフェでの無料券
 34.4 学校のオリジナルグッズ
 10.9 在校生や卒業生の作品
 9.4 体験授業での作品
 6.3 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 6.3 入学金や授業料などの

免除・優遇
 4.7 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 1.6 その他
 26.6 特になし

 （%）

 47.4 学食やカフェでの無料券
 44.2 学校のオリジナルグッズ
 9.5 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 4.2 入学金や授業料などの

免除・優遇
 4.2 在校生や卒業生の作品
 3.2 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 1.1 体験授業での作品
 1.1 その他
 27.4 特になし

 （%）

 52.1 学校のオリジナルグッズ
 42.3 学食やカフェでの無料券
 11.3 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 5.6 体験授業での作品
 4.2 入学金や授業料などの

免除・優遇
 2.8 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 0.0 在校生や卒業生の作品
 1.4 その他
 16.9 特になし

 （%）

■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」

 53.3 願書・募集要項
 46.7 学校案内やパンフレット
 46.0 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 40.9 入試方法や日程などの資料
 27.0 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 19.7 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 16.8 資格合格者など資格取得に

関する資料
 12.4 模擬授業・体験授業のテキスト
 12.4 学費支援・奨学金制度の資料
 11.7 在校生や卒業生の声
 9.5 保護者向けの資料
 6.6 就職内定者など就職に

関する資料
 0.0 その他
 5.1 特になし

 （%）

 48.9 学食やカフェでの無料券
 40.9 学校のオリジナルグッズ
 5.1 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 5.1 体験授業での作品
 4.4 入学金や授業料などの

免除・優遇
 3.6 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 2.2 在校生や卒業生の作品
 2.9 その他
 24.1 特になし

 （%）

■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」

芸術・創作：64名 文化・文学：95名 国際・語学：71名 体育・医療：137名

大学進学者 高校卒業者調査‘07
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 58.7 願書・募集要項
 57.3 学校案内やパンフレット
 41.3 入試方法や日程などの資料
 33.3 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 24.0 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 17.3 模擬授業・体験授業のテキスト
 16.0 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 14.7 在校生や卒業生の声
 14.7 学費支援・奨学金制度の資料
 12.0 資格合格者など資格取得に

関する資料
 6.7 就職内定者など就職に

関する資料
 5.3 保護者向けの資料
 0.0 その他
 4.0 特になし

 （%）

 64.6 願書・募集要項
 47.9 学校案内やパンフレット
 45.8 入試方法や日程などの資料
 43.8 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 37.5 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 25.0 資格合格者など資格取得に

関する資料
 22.9 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 14.6 在校生や卒業生の声
 10.4 模擬授業・体験授業のテキスト
 10.4 就職内定者など就職に

関する資料
 8.3 学費支援・奨学金制度の資料
 6.3 保護者向けの資料
 0.0 その他
 4.2 特になし

 （%）

 50.0 学校案内やパンフレット
 43.2 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 40.9 願書・募集要項
 38.6 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 34.1 入試方法や日程などの資料
 18.2 模擬授業・体験授業のテキスト
 15.9 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 13.6 在校生や卒業生の声
 11.4 就職内定者など就職に

関する資料
 11.4 学費支援・奨学金制度の資料
 6.8 資格合格者など資格取得に

関する資料
 4.5 保護者向けの資料
 0.0 その他
 6.8 特になし

 （%）

 44.0 学食やカフェでの無料券
 44.0 学校のオリジナルグッズ
 6.7 入学金や授業料などの

免除・優遇
 5.3 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 2.7 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 2.7 在校生や卒業生の作品
 0.0 体験授業での作品
 4.0 その他
 24.0 特になし

 （%）

 35.4 学食やカフェでの無料券
 35.4 学校のオリジナルグッズ
 8.3 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 6.3 入学金や授業料などの

免除・優遇
 6.3 体験授業での作品
 4.2 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 2.1 在校生や卒業生の作品
 0.0 その他
 37.5 特になし

 （%）

 56.8 学食やカフェでの無料券
 50.0 学校のオリジナルグッズ
 13.6 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 6.8 入学金や授業料などの

免除・優遇
 6.8 体験授業での作品
 4.5 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 2.3 在校生や卒業生の作品
 4.5 その他
 13.6 特になし

 （%）

■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」

 59.2 願書・募集要項
 50.7 学校案内やパンフレット
 50.7 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 40.8 入試方法や日程などの資料
 29.6 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 18.3 在校生や卒業生の声
 15.5 模擬授業・体験授業のテキスト
 11.3 保護者向けの資料
 9.9 資格合格者など資格取得に

関する資料
 9.9 学費支援・奨学金制度の資料
 8.5 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 8.5 就職内定者など就職に

関する資料
 0.0 その他
 7.0 特になし

 （%）

 42.3 学校のオリジナルグッズ
 39.4 学食やカフェでの無料券
 7.0 体験授業での作品
 5.6 入学金や授業料などの

免除・優遇
 4.2 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 2.8 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 0.0 在校生や卒業生の作品
 1.4 その他
 25.4 特になし

 （%）

■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」

人間・総合科学：75名 教育・教員養成：48名 地球・環境：44名 生物・農学：71名

オープンキャンパス等の良い「配布資料」「特典・プレゼント」について
【男子】

大学進学者 高校卒業者調査‘07
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オープンキャンパス等の良い「配布資料」「特典・プレゼント」について
【男子】

 53.9 学校案内やパンフレット
 47.4 願書・募集要項
 42.1 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 35.5 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 34.2 入試方法や日程などの資料
 10.5 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 10.5 保護者向けの資料
 9.2 模擬授業・体験授業のテキスト
 9.2 在校生や卒業生の声
 7.9 学費支援・奨学金制度の資料
 5.3 資格合格者など資格取得に

関する資料
 5.3 就職内定者など就職に

関する資料
 0.0 その他
 3.9 特になし

 （%）

 51.6 学校案内やパンフレット
 47.6 願書・募集要項
 39.7 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 38.9 入試方法や日程などの資料
 38.1 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 19.8 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 18.3 模擬授業・体験授業のテキスト
 13.5 就職内定者など就職に

関する資料
 12.7 資格合格者など資格取得に

関する資料
 11.9 保護者向けの資料
 8.7 在校生や卒業生の声
 7.1 学費支援・奨学金制度の資料
 0.8 その他
 4.0 特になし

 （%）

 45.6 説明会・オープンキャンパス
当日のプログラム

 38.6 学校案内やパンフレット
 36.8 願書・募集要項
 24.6 入試方法や日程などの資料
 17.5 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 17.5 在校生や卒業生の声
 14.0 模擬授業・体験授業のテキスト
 12.3 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 12.3 就職内定者など就職に

関する資料
 12.3 学費支援・奨学金制度の資料
 10.5 資格合格者など資格取得に

関する資料
 8.8 保護者向けの資料
 0.0 その他
 7.0 特になし

 （%）

 39.5 学食やカフェでの無料券
 36.8 学校のオリジナルグッズ
 3.9 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 2.6 入学金や授業料などの

免除・優遇
 2.6 体験授業での作品
 2.6 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 1.3 在校生や卒業生の作品
 2.6 その他
 31.6 特になし

 （%）

 39.7 学食やカフェでの無料券
 36.5 学校のオリジナルグッズ
 9.5 体験授業での作品
 5.6 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 3.2 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 2.4 在校生や卒業生の作品
 1.6 入学金や授業料などの

免除・優遇
 4.0 その他
 31.0 特になし

 （%）

 49.1 学食やカフェでの無料券
 33.3 学校のオリジナルグッズ
 8.8 体験授業での作品
 3.5 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 1.8 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 1.8 入学金や授業料などの

免除・優遇
 1.8 在校生や卒業生の作品
 0.0 その他
 31.6 特になし

 （%）

■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」

 59.3 学校案内やパンフレット
 45.8 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 42.4 入試方法や日程などの資料
 40.7 願書・募集要項
 30.5 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 22.0 模擬授業・体験授業のテキスト
 16.9 資格合格者など資格取得に

関する資料
 13.6 就職内定者など就職に

関する資料
 11.9 在校生や卒業生の声
 10.2 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 10.2 学費支援・奨学金制度の資料
 10.2 保護者向けの資料
 3.4 その他
 8.5 特になし

 （%）

 39.0 学校のオリジナルグッズ
 37.3 学食やカフェでの無料券
 5.1 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 5.1 入学金や授業料などの

免除・優遇
 5.1 体験授業での作品
 3.4 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 3.4 在校生や卒業生の作品
 1.7 その他
 30.5 特になし

 （%）

■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」

理学・数学：76名 機械・工学：126名 建築・土木：57名 電気・電子：59名

大学進学者 高校卒業者調査‘07
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 48.2 学校案内やパンフレット
 45.8 願書・募集要項
 44.6 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 38.6 入試方法や日程などの資料
 34.9 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 22.9 模擬授業・体験授業のテキスト
 16.9 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 14.5 就職内定者など就職に

関する資料
 14.5 学費支援・奨学金制度の資料
 13.3 在校生や卒業生の声
 10.8 資格合格者など資格取得に

関する資料
 7.2 保護者向けの資料
 0.0 その他
 8.4 特になし

 （%）

 56.6 学食やカフェでの無料券
 37.3 学校のオリジナルグッズ
 4.8 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 4.8 体験授業での作品
 2.4 入学金や授業料などの

免除・優遇
 2.4 在校生や卒業生の作品
 1.2 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 1.2 その他
 22.9 特になし

 （%）

■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」

情報・通信：83名

オープンキャンパス等の良い「配布資料」「特典・プレゼント」について
【男子】

大学進学者 高校卒業者調査‘07
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【オープンキャンパス等の良い「配布資料」「特典・プレゼント」】

 55.6 学校案内やパンフレット
 53.6 願書・募集要項
 47.9 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 45.9 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 44.8 入試方法や日程などの資料
 21.6 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 19.3 模擬授業・体験授業のテキスト
 19.2 在校生や卒業生の声
 13.9 資格合格者など資格取得に

関する資料
 13.5 学費支援・奨学金制度の資料
 10.9 就職内定者など就職に

関する資料
 8.0 保護者向けの資料
 0.6 その他
 3.9 特になし

 （%）

 55.8 願書・募集要項
 54.6 学校案内やパンフレット
 45.0 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 43.8 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 43.0 入試方法や日程などの資料
 20.1 模擬授業・体験授業のテキスト
 19.3 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 17.3 在校生や卒業生の声
 15.3 資格合格者など資格取得に

関する資料
 14.9 学費支援・奨学金制度の資料
 10.0 就職内定者など就職に

関する資料
 8.8 保護者向けの資料
 0.0 その他
 5.2 特になし

 （%）

 52.5 学校案内やパンフレット
 48.6 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 45.8 願書・募集要項
 44.6 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 39.0 入試方法や日程などの資料
 18.6 模擬授業・体験授業のテキスト
 18.1 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 15.3 在校生や卒業生の声
 13.6 就職内定者など就職に

関する資料
 11.3 学費支援・奨学金制度の資料
 9.6 資格合格者など資格取得に

関する資料
 8.5 保護者向けの資料
 0.6 その他
 5.1 特になし

 （%）

 51.1 学食やカフェでの無料券
 47.8 学校のオリジナルグッズ
 7.9 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 6.3 体験授業での作品
 3.7 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 3.5 入学金や授業料などの

免除・優遇
 1.8 在校生や卒業生の作品
 3.7 その他
 18.1 特になし

 （%）

 51.8 学校のオリジナルグッズ
 50.2 学食やカフェでの無料券
 7.2 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 4.4 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 3.2 入学金や授業料などの

免除・優遇
 2.8 体験授業での作品
 0.8 在校生や卒業生の作品
 1.6 その他
 16.5 特になし

 （%）

 48.6 学食やカフェでの無料券
 37.3 学校のオリジナルグッズ
 7.3 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 5.6 入学金や授業料などの

免除・優遇
 3.4 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 2.3 体験授業での作品
 1.1 在校生や卒業生の作品
 4.5 その他
 22.0 特になし

 （%）

■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」

女子全体：1,589名 法学・社会・福祉：249名 経済・商学：177名

Ｑ．
説明会・オープンキャン
パスなどの「配布資料」
「特典・プレゼント」につ
いて、良かったと思うも
のは何ですか。
（複数回答のため、合計が
100％を上回ります）

※P.119～ P.121「オー
プンキャンパス等イベン
ト参加状況」にて、「参加
したことがある」と回答
した方を母数とした集計
です。

オ
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プ
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ャ
ン
パ
ス
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の
良
い
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オープンキャンパス等の良い「配布資料」「特典・プレゼント」について
【女子】

 59.1 学校案内やパンフレット
 47.3 願書・募集要項
 47.3 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 45.2 入試方法や日程などの資料
 32.3 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 24.7 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 17.2 学費支援・奨学金制度の資料
 16.1 模擬授業・体験授業のテキスト
 15.1 就職内定者など就職に

関する資料
 11.8 在校生や卒業生の声
 9.7 資格合格者など資格取得に

関する資料
 6.5 保護者向けの資料
 0.0 その他
 2.2 特になし

 （%）

 55.1 説明会・オープンキャンパス
当日のプログラム

 54.0 願書・募集要項
 50.3 学校案内やパンフレット
 48.7 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 40.1 入試方法や日程などの資料
 24.1 模擬授業・体験授業のテキスト
 21.4 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 18.2 在校生や卒業生の声
 10.7 就職内定者など就職に

関する資料
 10.2 学費支援・奨学金制度の資料
 8.0 資格合格者など資格取得に

関する資料
 4.3 保護者向けの資料
 1.1 その他
 5.3 特になし

 （%）

 60.5 願書・募集要項
 57.3 学校案内やパンフレット
 56.1 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 48.4 入試方法や日程などの資料
 47.8 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 23.6 在校生や卒業生の声
 21.7 模擬授業・体験授業のテキスト
 19.7 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 16.6 学費支援・奨学金制度の資料
 9.6 就職内定者など就職に

関する資料
 9.6 保護者向けの資料
 7.6 資格合格者など資格取得に

関する資料
 0.0 その他
 2.5 特になし

 （%）

 48.4 学校のオリジナルグッズ
 45.2 学食やカフェでの無料券
 15.1 体験授業での作品
 9.7 在校生や卒業生の作品
 6.5 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 2.2 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 1.1 入学金や授業料などの

免除・優遇
 5.4 その他
 17.2 特になし

 （%）

 52.9 学校のオリジナルグッズ
 49.2 学食やカフェでの無料券
 8.0 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 4.8 体験授業での作品
 4.3 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 3.7 入学金や授業料などの

免除・優遇
 1.6 在校生や卒業生の作品
 3.7 その他
 19.3 特になし

 （%）

 52.2 学食やカフェでの無料券
 47.1 学校のオリジナルグッズ
 10.2 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 4.5 入学金や授業料などの

免除・優遇
 3.2 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 1.3 体験授業での作品
 1.3 在校生や卒業生の作品
 3.2 その他
 13.4 特になし

 （%）

■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」

 56.1 学校案内やパンフレット
 52.3 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 49.5 願書・募集要項
 39.3 入試方法や日程などの資料
 37.4 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 23.4 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 23.4 在校生や卒業生の声
 22.4 資格合格者など資格取得に

関する資料
 15.9 模擬授業・体験授業のテキスト
 12.1 就職内定者など就職に

関する資料
 9.3 保護者向けの資料
 8.4 学費支援・奨学金制度の資料
 0.0 その他
 3.7 特になし

 （%）

 57.9 学食やカフェでの無料券
 45.8 学校のオリジナルグッズ
 14.0 体験授業での作品
 4.7 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 3.7 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 2.8 入学金や授業料などの

免除・優遇
 0.0 在校生や卒業生の作品
 3.7 その他
 18.7 特になし

 （%）

■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」

生活・家政：107名芸術・創作：93名 文化・文学：187名 国際・語学：157名

大学進学者 高校卒業者調査‘07
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 60.2 願書・募集要項
 59.1 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 52.0 学校案内やパンフレット
 52.0 入試方法や日程などの資料
 43.3 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 24.0 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 18.7 資格合格者など資格取得に

関する資料
 18.1 学費支援・奨学金制度の資料
 17.5 在校生や卒業生の声
 17.0 模擬授業・体験授業のテキスト
 7.0 保護者向けの資料
 6.4 就職内定者など就職に

関する資料
 0.0 その他
 2.3 特になし

 （%）

 55.4 学校案内やパンフレット
 53.2 願書・募集要項
 49.6 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 47.5 入試方法や日程などの資料
 43.9 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 21.6 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 21.6 模擬授業・体験授業のテキスト
 21.6 在校生や卒業生の声
 12.2 資格合格者など資格取得に

関する資料
 11.5 学費支援・奨学金制度の資料
 11.5 就職内定者など就職に

関する資料
 7.9 保護者向けの資料
 1.4 その他
 2.2 特になし

 （%）

 68.5 学校案内やパンフレット
 56.8 願書・募集要項
 50.5 入試方法や日程などの資料
 42.3 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 40.5 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 24.3 資格合格者など資格取得に

関する資料
 23.4 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 23.4 在校生や卒業生の声
 12.6 学費支援・奨学金制度の資料
 11.7 模擬授業・体験授業のテキスト
 10.8 就職内定者など就職に

関する資料
 6.3 保護者向けの資料
 0.0 その他
 4.5 特になし

 （%）

 55.6 学食やカフェでの無料券
 48.0 学校のオリジナルグッズ
 9.4 体験授業での作品
 7.6 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 2.9 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 1.2 入学金や授業料などの

免除・優遇
 0.6 在校生や卒業生の作品
 1.8 その他
 20.5 特になし

 （%）

 55.4 学校のオリジナルグッズ
 51.1 学食やカフェでの無料券
 11.5 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 4.3 体験授業での作品
 4.3 入学金や授業料などの

免除・優遇
 3.6 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 1.4 在校生や卒業生の作品
 5.0 その他
 11.5 特になし

 （%）

 45.9 学校のオリジナルグッズ
 41.4 学食やカフェでの無料券
 10.8 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 7.2 体験授業での作品
 4.5 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 1.8 入学金や授業料などの

免除・優遇
 1.8 在校生や卒業生の作品
 3.6 その他
 24.3 特になし

 （%）

■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」 ■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」 ■良い「特典・プレゼント」

 71.4 学校案内やパンフレット
 54.8 入試傾向や対策、過去問題

などの受験資料
 52.4 願書・募集要項
 50.0 説明会・オープンキャンパス

当日のプログラム
 50.0 入試方法や日程などの資料
 26.2 模擬授業・体験授業のテキスト
 19.0 カリキュラムや授業内容に

関する資料
 19.0 在校生や卒業生の声
 16.7 学費支援・奨学金制度の資料
 14.3 資格合格者など資格取得に

関する資料
 9.5 就職内定者など就職に

関する資料
 7.1 保護者向けの資料
 0.0 その他
 4.8 特になし

 （%）

 57.1 学食やカフェでの無料券
 40.5 学校のオリジナルグッズ
 7.1 体験授業での作品
 4.8 学校紹介ビデオ・ＤＶＤ
 4.8 入学金や授業料などの

免除・優遇
 2.4 入試時の面接・筆記テスト

などの免除
 2.4 在校生や卒業生の作品
 0.0 その他
 14.3 特になし

 （%）

■良い「配布資料」

■良い「特典・プレゼント」

生物・農学：42名体育・医療：171名 人間・総合科学：139名 教育・教員養成：111名

オープンキャンパス等の良い「配布資料」「特典・プレゼント」について
【女子】

大学進学者 高校卒業者調査‘07


