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1. 緒言 

現在、私立大学や筑波大学におけるスポーツ実

績を利用した推薦入学試験制度、いわゆる「スポー

ツ推薦」（小野，2017）の形成過程についての研究

は行われており、「運動部活動の強化」を目的に導

入されたスポーツ推薦の歴史過程は明らかになっ

ている（小野，2017）。一方、地方国立大学におい

てもスポーツ推薦を導入する大学が存在している

が、その意義や成立過程に関する研究はほとんど

行われていない。私が在籍する茨城大学において

も教育学部保健体育学科やいわゆるゼロ免課程内

に設置された健康・スポーツ学科で運動特技を評

価して選考する推薦入試は実施されており、地方

国立大学は「どのような目的で競技実績を評価し

て選考を行うスポーツ推薦制度を導入したのか」

また、「いかにしてスポーツ推薦入試の制度が確立

したのか」という疑問から研究を行おうと考えた。 
そこで本研究では、地方国立大学である茨城大

学を対象にして、スポーツ推薦の導入過程やその

目的を明らかにすることで地方国立大学のスポー

ツ推薦入試制度の意義について考察したい。 
 

2. 研究方法 

「1．資料の説明」 

スポーツ推薦が大学で実施されるようになる過

程をフォローするため、文部省（現・文科省）の公

文書（大学入試選抜について，2018）やスポーツ推

薦入試に関する新聞雑誌（読売新聞，1982）などを

調査対象にする。また、スポーツ推薦入試の歴史的

変遷に関する論文（中村，1997）や大学入試制度に

関する論文（木村，2010）、大学の運動部活動の問

題に関する論文（宮川毅，1969）に基づいてスポー

ツ推薦の導入過程、目的、問題点について確認する。

また、茨城大学教育学部人間環境教育課程及び学

校教育教員養成課程保健体育選修のスポーツ推薦

を具体的な事例とすることで、地方国立大学にお

けるスポーツ推薦の拡大状況や実態解明の一助に

する。                     

大学当局の入試状況を示す資料、大学運動部の

動向を示す資料（大学・短大における課外スポーツ

活動支援に関する調査結果報告書，2014，全国大学

体育連合）を収集し、文部省関連文書（入学者選抜

実施要項，1971）や教育雑誌におけるスポーツを扱

った記事・原稿を用いて調査することでスポーツ

推薦の歴史やスポーツ推薦の広がりを把握する。

オーラル・ヒストリーで茨城大学の教授から茨城

大学のスポーツ推薦の歴史や導入過程の話を聞き、

茨城大学のスポーツ推薦入試制度確立の経緯や目

的を記録し、地方国立大学におけるスポーツ推薦

制度の確立の歴史を明らかにする。 
 

3. 結果と考察 

3－1 スポーツ推薦の始まりと実施状況について 
推薦入学が、「大学入学者実施要項」に記載され

たのは、1967 年（昭和 42）で、それをもって推薦

入試が公認され、実施の拡大が進められた（佐々木，

1990）。しかしながら、「大学入学者実施要項」の選

抜方法の 1 つとして取り上げられる以前に文部省

と協議をして推薦入試を実施した大学もあり、

1966（昭和 41）年度に推薦入試を実施した大学は

31 校も存在した（文部省大学学術局大学課 1970：
42）。推薦入試が始まったと同時に、スポーツ推薦

も行われており、文部省は、昭和 45 年の「大学入

学者選抜」で体育学部において、体育に特殊な才能

を持つ者を選抜したい場合に利用できる制度とし

て各大学に示していた。 
文部省による大学入試選抜に関する告示・通達

や論文から私立大学体育学部において、スポーツ

推薦入試の内容や実施状況について実態解明する

ことができたが、国立大学におけるスポーツ推薦

の始まった年代は文献収集が不十分で詳しく解明

することができなかった。 
昭和 54（1979）年度の大学入学者選抜実施要項

までは、「国立大学の入学者選抜」、「公立大学の入

学者」の項目がなかったため、国立大学では文部省

が推薦制度を公認した後、しばらくはスポーツ推

薦を取り入れなかったのである（大谷奨；島田康

行；本多正尚；松井享；白川友紀，2018，pp.105-106.）。
中村（1997）の研究により、1996 年時に、国公立

大学の中でスポーツ推薦を実施している大学は 12
校のみで、旧帝国大学などの入学難易度の高い大

学ではスポーツ推薦を実施していないことが明ら

かにされた。したがって、これらのことから、大学

入学者選抜実施要項に「国立大学の入学者選抜」の

項目ができた昭和 54（1979）年から 2000 年代まで

に地方国立大学でスポーツ推薦を実施している大

学が存在していることがわかった。また、推薦制度

が公認された昭和 42（1967）年以降に文部省が通

牒する大学入学者選抜に関する資料から、1967～
79 年の間に推薦入試を実施している地方国立大学

（群馬大学）があったことが明らかになった。しか

し、実施していた学部や推薦制度の内容に関する

資料はなく、スポーツ推薦入試も含まれていたか

は明らかにすることはできなかった。 
また、1979～96 年にスポーツ推薦を実施した先

の 12 校は、教育学部の保健体育学科やゼロ免課程

内に設置された健康・スポーツ関係学科で運動能

力や競技実績を評価対象とした推薦入試を行って

いた。 
 

3－2 スポーツ推薦入試制度の形成と選抜方法に

ついて 
スポーツ推薦入試の選抜方法や内容は、文部省

が各大学に通告する「大学入学者選抜実施要項」に

従い各大学で決められていることが分かった。茨

城大学では、毎年文部省が定めている大学入学者

選抜実施要項に従い、教育学部の他の学科との兼

ね合いを考慮した上で、体育科の教授で議論を重
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ねて選抜方法を考えていた。また、推薦入試の制度

を作成する中で毎年関東近辺の国立大学の推薦入

試の実施要項も参考にし、実施要項を作っていた

ことが分かった。そして、これらの原案を大学に提

出し、大学の判断によって採用が決められ、時代の

流れの中で毎年の推薦制度が作成されていたこと

が聞き取り調査から明らかにした。 
地方国立大学では、各大学で体育科、音楽科、美

術科の実技 3 教科とされる 3 つの学科は足並みを

そろえ、学業成績や実技実績などの評価、面接など

の選抜方法を作成していたことが茨城大学の推薦

制度を調査し分かった。私立大学では、スポーツ推

薦で競技力の高い学生を獲得し、大学の運動部活

動の実績を良くするなど大学の PR につなげる意

味でスポーツ推薦入試を実施している大学は多く

あるが、地方国立大学では、スポーツ推薦は、教育

学部が行う推薦入試の一種とした位置づけで、各

学科にあった選抜方法が作成され、体育学科では、

競技実績があり競技能力が高い者を推薦入試で獲

得した。 
 
4. まとめ 

選抜の公平性の規範に縛られた国立大学や入学

難易度の高い大学では、受験者を多く獲得したい

大学や入学難易度の低い私立大学に比べて、スポ

ーツ推薦を入試の形態として取り入れていない傾

向が見られた。 
地方国立大学では、教育学部の保健体育学科や

ゼロ免課程内に設置された健康・スポーツ関係学

科でスポーツ推薦を実施しており、各大学によっ

て導入の目的や推薦制度は様々であるが、茨城大

学を含む地方国立大学では、文部省の方針に従い

推薦制度を導入していたため、文部省が示す「大学

入学者選抜実施要項」によって推薦入学者の割合

が変化している。 
スポーツ推薦入学者の割合の変化に伴い地方国

立大学の運動部活動の実績にも影響を及ぼしてい

ることが考えられる。 
 スポーツ推薦入試を導入する目的や経緯は大学

や学部によって異なることが判明した。体育学部

や教育学部では、体育教師に求められる高い競技

力を持つ入学者をスポーツ推薦で確保する目的が

あった。 
選抜方法は文部省が示す大学入学者選抜実施要

項をもとに各大学で推薦の実施要項を作成してい

た。茨城大学では、スポーツ推薦と呼ばれる入試制

度を独自に導入したのではなく、1980 年代以降に

文部省が示した大学入学者選抜実施要項に従って、

教育学部の一学科である保健体育学科で運動実績

を評価して選考する推薦が始まった。つまり、茨城

大学を含む地方国立大学では文部省からのトップ

ダウンでスポーツ推薦が導入されたのであり、し

かもその制度の内実は音美体の 3 学科で足並みを

揃えた入試実施要項を作成しなければならないと

いう制限付きのものであったため、教員側が求め

る推薦入試の形を作ることには少なくとも 2 つの

課題が存在しているのである。 
地方国立大学にとって、スポーツ推薦は旧文部

省の意向を受けて始められた受け身の入試制度だ

ったが、少なくとも現在の茨城大学をみれば運動

部活動が強化され、学生の多様性を生み出すなど、

積極的な意義のある地方国立大学にも欠かせない

入学制度になっているといえるだろう。 
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