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学生確保の見通し等を記載した書類 

 

（1）学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況 

 

① 学生の確保の見通し 

 

ア 定員充足の見込み 

       

仙台青葉学院短期大学 現代英語学科では，英語の「聞く」「話す」「読む」「書く」

の４技能について，日常生活，渡航時，インバウンドへの対応等ビジネスの場において

も臆することなく活用できるレベルまで２年間で到達することを目指している。それ

ら４技能を習得するための方法の一つとして，本学 現代英語学科では「少人数制の授

業」を掲げる。それぞれの授業の特性及び効果を勘案し，講義は 40人を基本とするが，

演習は 20人程度，ゼミナールは８～10人程度の少人数で行う。 

本学 現代英語学科が目指す教育目標を達成すること，そして，学科収支の健全性を

総合的に勘案した結果，入学定員を 40人とする。 

 

現代英語学科開設初年度の入学対象となる学年の東北６県の高校生に実施したアン

ケート調査【資料１】において，本学 現代英語学科を「受験したい」「受験先の一つと

して検討したい」と回答した高校生は 2,200人，またそのうち本学 現代英語学科に合

格した場合に「入学したい」と回答した高校生は 767人に達した。本調査の集計及び分

析についてはイ １）において述べるが，この調査による結果は，入学定員の 40人を大

きく上回るものであり，現代英語学科の競合校として考える大学等との併願などを勘

案しても，現代英語学科の入学定員を充足する見込みは十分にあると考える。また，上

述した「少人数制の授業」が高校生から支持されていることも，このアンケート調査結

果から読み取れる。 

     

【資料１】仙台青葉学院短期大学「現代英語学科（仮称）」設置構想についてのアンケー

ト調査報告書 

 

現代英語学科の入学対象者を宮城県のみならず東北６県としている理由を，本学 既

設学科への過去３年間（平成 27年度から平成 29年度）の入学者の出身高校データ【資

料２】にて示す。宮城県が５割強，宮城県以外の東北５県（福島県・山形県・岩手県・

秋田県・青森県）が４割強となっており，宮城県のみならず東北各県から本学への安定

した入学ニーズがあることを示している。そのうち南３県（宮城県・福島県・山形県）

の出身で７割を超えるが，福島市及び山形市については，電車に加えて高速バスが 15

～30 分間隔で定期運行しており，所要時間１時間 15 分前後，料金も片道千円程度と，

仙台に住まいを移さずとも本学に通学できる圏内となっている。 

 

【資料２】仙台青葉学院短期大学 出身県高校所在地別入学者数 
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また，現代英語学科に類似する学部・学科を有する近隣の大学・短期大学の直近の入

学志願状況【資料３】をみても，それら学部・学科の入学定員合計 460人に対して志願

者数合計は延べ 1,417人おり，英語を学べる学部・学科への志願者は数多く存在するこ

とがわかる。 

 

【資料３】現代英語学科に類似する学部・学科を有する近隣の大学・短期大学の入学志  

願状況 

 

これまでの日本では母国語を身につけていれば，日常生活のみならず進学も就職も

できたが，社会のグローバル化の進展の中で，国際共通語である英語力の向上は日本の

将来にとって極めて重要な課題となっている。今後の日本は，多文化・多言語・多民族

の人たちが，協調と競争する国際的な環境の中にあることが予想されており，そうした

中で，国民一人一人が，様々な社会的・職業的な場面において，外国語を用いたコミュ

ニケーションを行う機会が格段に増えることが想定されている。 

学校教育法において，職業又は実際生活に必要な能力を育成することが短期大学の

目的の一つとして掲げられているが，その「職業又は実際生活に必要な能力」として，

英語の運用能力，英語を用いたコミュニケーション能力の必要性が高まっている。この

ことは，高校生アンケート調査【資料１】で「将来，仕事や日常生活において，英語力

は必要だと思うか」問うたところ，８割以上の高校生が「必要だと思う」と回答してい

ることにも表れている。また，(2)人材需要の動向等社会の要請にて説明する人材需要

アンケート調査結果にもそれらが強く表れている。 

文部科学省も推進している英語教育の充実について，小・中・高等学校教育から短期

大学教育に繋げ，発展させることを現代英語学科では目指していく。発音・語彙・文法

等を正しく身につけることの重要性はもちろんであるが，それらの間違いを恐れて英

語を使う機会を避けるのではなく，現代英語学科では学生たちに，２年間の学びを通し

て積極的に英語を使おうとする態度を醸成し，発表や討論などの言語活動を豊富に体

験し，情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりするコミュニケーション能

力を高めるための教育課程を用意する。 

 

イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要 

       

    １）高校生アンケート調査結果 

本学 現代英語学科の入学定員 40 人の学生確保の見通しを明らかにするために，平

成 30年１月に，現代英語学科開設初年度の入学対象となる学年の高校生を対象とした

アンケート調査を行った【資料１】。 

      本調査は，東北６県（宮城県・福島県・山形県・岩手県・秋田県・青森県）内の高校

481 校（平成 29 年度学校基本調査より算出）のうち，本学既設学科への入学実績があ

る，あるいは今後入学が見込まれる高校，そして現代英語学科のアドミッション・ポリ

シーで求める高校生が居ると想定される高校 350校に対して行った。回答対象は，本学 
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現代英語学科開設初年度の入学対象となる高校２年生。回収率は 55.1％（193校），回

答数は 21,006人。 

       

      回収率が 50％を超えていた高校の所在地は，宮城県・福島県・秋田県・青森県であ

る。これら４県には現代英語学科に類似する学科を有する短期大学がないことも，本学 

現代英語学科に関心を持っていただけたのではないかと推測される。 

 

     １ 単純集計 

アンケートの主な質問について単純集計結果の検証を行う。 

 

「高校卒業後に希望する進路」（問３）について問うたところ，「大学進学」希望が

9,621人（45.8％），次いで「就職」が 6,234人（29.7％），「専門学校進学」が 5,754人

（27.4％）と続いた。「短期大学進学」は 2,487人（11.8％）であった。 

   

「興味・関心のある分野」（問４）については，最も多かった回答数は「教育・保育」

（4,125人，19.6％）であり，「外国語（英語学等）」は 17分野中第６番目（2,986人，

14.2％）であった。 

 

「将来，仕事や日常生活において，英語力は必要だと思うか」（問５）を問うたとこ

ろ，17,141人（81.6％）が「必要だと思う」と回答した。 

 

「本学 現代英語学科の特色のうち興味・関心を持った内容」（問６）についての問い

に最も多かった回答は，「仙台駅から徒歩５分の駅近キャンパス」（9,488 人，45.2％）

であった。２年間という短期大学生活の中で時間を有効に使いたいという希望がうか

がえる。第２番目は，現代英語学科の学びのポイントでもある「少人数制の授業」（8,341

人，39.7％）であった。第３，第４番目には，「海外研修への経済的支援」（6,673 人，

31.8％），「在学中に取得した資格・検定への奨学金」（5,457人，26.0％）と，経済的支

援が続いた。 

 

「本学 現代英語学科を受験したいか」（問７）を問うたところ，2,200 人（10.5％）

が「受験したい」あるいは「受験先の一つとして検討したい」と回答した。 

 

「本学 現代英語学科に合格した場合，入学したいか」（問８）の質問に，併願校の結

果によらず「入学したい」が 767人（34.9％）居り，現代英語学科の入学定員 40人を

大きく上回る結果を得られた。 

   

問９で「併願校の結果によっては入学したい」と回答した方に併願先を問うたところ，

「その他」と「無回答」を除いて，「東北学院大学 文学部 英語学科」（253人，18.9％），

「宮城学院女子大学 学芸学部 英文学科」（101人，7.5％）と，現代英語学科と同じ宮

城県仙台市内にあり歴史のある４年制大学との併願が上位を占めた。 
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     ２ クロス集計 

回答内容を精査するためにクロス集計を行った。 

 

「現在の居住県」（問１）と「本学 現代英語学科に合格した場合，入学したいか」（問

８）についてクロス集計を行ったところ，「入学したい」と回答した人数は，「宮城県」

（200人），福島県（164人），「青森県」（142人）の順であった。 

   

続いて，「本学 現代英語学科を受験したいか」（問７）と「本学 現代英語学科に合格

した場合，入学したいか」（問８）についてクロス集計を行ったところ，「受験したい」

と「入学したい」の双方を回答した高校生が 145人居た。この 145人は，本学 現代英

語学科を専願，あるいは併願でも現代英語学科を第一志望とすることが期待される。 

また，「受験先の一つとして検討したい」と「入学したい」と回答した 622人は，併

願はするが現代英語学科を第一志望とするという回答であると読み取れる。まだ第一

志望校を決定していない，あるいは，現代英語学科の入試要項がわからないなどの理由

で「受験先の候補の一つとして検討したい」と回答はするものの，合格の場合は本学を

第一志望として「入学したい」と考える高校生が 622人居ると推測される。 

 

最後に，「短期大学」を希望進路として選択（問３）した 2,487人の中で，「外国語（英

語学等）に興味・関心」があり（問４），かつ，本学 現代英語学科に合格した場合，併

願先の結果によらず「入学したい」（問８）と答えた高校生は 95人居た。この 95人が

本学 現代英語学科を受験し，入学を希望する可能性は非常に高いと考えられる。 

 

     ３ 総括 

本調査では，回収率（55.1％）及び回答数（21,006人）からも高校生の関心の高さが

見てとれたが，回答の内容からも，「本学 現代英語学科へ入学したい」高校生が定員を

遥かに上回る 767人以上居ること，また，併願の場合，併願先は本学と同じ宮城県仙台

市内の歴史ある４年制大学を多く選択していることからも，本学 現代英語学科の教育

に対する期待の高さがうかがえる結果を得られた。 

また，クロス集計にてさらに精査した結果からも，現代英語学科 入学定員 40人を充

足する見込みが非常に高い結果が示された。 

 

    ２）既設学科の定員充足状況 

仙台青葉学院短期大学 過去５年間の入学志願状況【資料４】について説明する。 

 

【資料４】仙台青葉学院短期大学 過去５年間の入学志願状況 

 

志願者数及び受験者数について，本学において過去５年間，毎年最もそれらが多いの

は看護学科である。入学定員 80 人に対して志願者数は延べ 250～400 人以上，受験者

数は延べ 240～390 人以上を得ている。平成 29 年度の入学定員超過率が１倍を下回っ
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たのは７学科中２学科（リハビリテーション学科，歯科衛生学科）であったが，その２

学科については学生確保を強化するとともに，平成 30年度より入学定員を減じ適正な

定員管理を行う。本学既設７学科中，国家資格や教職などの資格養成ではない学科はビ

ジネスキャリア学科と観光ビジネス学科（平成 28年度開設）の２学科であるが，それ

ら２学科においても，平成 29年度の入学定員を充足している。 

入学者数及び定員超過率については，看護学科は例年，入学者数は 86～93人，定員

超過率は 1.1 倍程度を維持している。上述のビジネスキャリア学科と観光ビジネス学

科（平成 28年度開設）の２学科の平成 29年度の入学者数は 152人と 47人，定員超過

率は 1.26倍と 1.17倍であった。これらの学科については，平成 30年度より入学定員

の振替を行い，適正な定員管理を行う。 

 

平成 21 年に２学科入学定員 200 人で開学した本学が，平成 29 年度には７学科入学

定員 660人・収容定員 1,640人までに発展できたのは，本学の教育が東北６県の短期高

等教育機関へのニーズと合致し，かつ認知されてきたためと考える。 

 

    ３）競合等の状況 

我々が最も競合すると考えるべき競合校は，本学と同じ宮城県内にある英語分野の

短期大学であるが，そのような学校は現在宮城県内には無いため，本学と同じ宮城県仙

台市に立地し，教育内容が現代英語学科に類似する英語分野の学科を有する３大学３

学科，及び隣県に位置する英語分野の学科を有する２短期大学２学科が競合校になる

と考える【資料３】。平成 30年１月に実施した高校生アンケート調査【資料１】におけ

る併願希望先の回答を踏まえても，これらの大学及び短期大学は競合になると判断で

きる。 

本学が競合校として考えるこれら５大学等５学科の平成 29年度入学定員充足率につ

いて，100％を超えている学科が４学科，90％である学科が１学科である。 

５学科の入学定員合計 460人に対して志願者数の延べ数は 1,417人，志願倍率は 3.08

倍に及ぶ。 

 

現在，宮城県内に英語分野の短期大学は設置されていないが，それは単にニーズがな

いからということではないと考えている。 

平成 24年度から平成 29年度の宮城県内の短期大学と本学入学者数の推移【資料５】

に示すように，本学が他短期大学の入学者数を減ずることなく，宮城県初・東北初とな

る学科を設置するなどにより，短期大学入学の新たなニーズを掘り起こし，宮城県内の

短期大学入学者数の増加に貢献してきた側面もあるのではないかと自負するところで

ある。 

 

【資料５】宮城県内短期大学及び仙台青葉学院短期大学入学者数の推移 
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    ４）公的機関等による調査結果 

平成 29年度学校基本調査によると，全国の短期大学数は 337校，そのうち公立が 17

校，私立が 320校である。 

 

初めに，分野別の入学動向を検証する。 

日本私立学校振興・共済事業団 私学経営情報センターが調査・公表している「平成

28（2016）年度 私立大学・短期大学等入学志願動向」及び「平成 29（2017）年度 私立

大学・短期大学等入学志願動向」によると，全国の私立短期大学の入学生数は，平成 27

年度（57,951 人）と平成 29 年度（53,389 人）を比較すると 4,562 人の減となってい

る。しかしながらその中で，現代英語学科と同じ分野である「人文系」の入学者数は，

平成 27年度（4,901人）と平成 29年度（5,016人）を比較すると 115人の増加となっ

ている。入学定員充足率をみても，全国の短期大学の平成 29 年度の平均が 90.31％で

ある中で，「人文系」は 104.39％と高い充足率を示している。「人文系」の中には英語

分野以外も含まれるが，その中でも英語分野の学科の入学定員充足率は，複数年にわ

たって高く安定していることが示されている【資料６】。 

 

【資料６】全国私立短期大学 人文・英語系学科の入学動向 

 

続いて，公立及び私立短期大学における志願状況【資料７】を検証する。 

        「2017年度入試実態調査＜大学・短期大学＞」（リクルート進学総研）による短期大

学の分野別志願状況調査からも，「文学関係」の志願倍率が，公立・私立ともに「全体」

を上回っていることがわかる。また，志願者数についても，平成 29年度の「文学関係」

の私立短期大学における志願者数は，前年度より 882人，15.8％増加している。私立短

期大学全体では志願者数が減少している中で，「文学関係」の増加は顕著である。   

 

【資料７】公立・私立短期大学の分野別志願状況 

 

同調査より，地域別の志願状況の推移【資料８】を見る。 

2008年度と 2017年度の短期大学の地域別志願者数を比較した指数において，私立短

期大学は，「東北」は 91.0を示している。最も減少した地域の「首都圏」（55.4）及び

「全体」（65.6）と比して，「東北」は減少幅が小さいことがわかる。 

また，「京阪神」のように，2008年度比は減少しているものの，2015年度以降連続し

て短期大学の志願者数を増加させている地域もあることが読み取れる。 

 

【資料８】私立短期大学の地域別志願状況の推移 

 

これらの調査結果より，英語分野を含む人文系及び文学関係への短期大学志願ニー

ズ，及び宮城県を含む東北には短期大学ニーズは底堅く存在することがわかる。また，

本学 現代英語学科は，宮城県内唯一の短期大学英語系学科となるが，【資料５】からも，

新たなニーズを掘り起こせる可能性は十分にあると判断するものである。 
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ウ 学生納付金の設定の考え方 

       

本学 現代英語学科が設定する入学定員（40人）及び収容定員（80人）において，学

科運営，施設・設備の維持管理，及び学科経営収支の健全性などについて検討し，学科

開設から完成年度を迎えるまでの収支計画について，シミュレーションを行った。 

併せて，本学既設学科の入学生の出身地域の構成（宮城県が５割強，その他東北５県

の合計が４割強）【資料２】を勘案し，また，高校生アンケート調査結果【資料１】か

ら本学 現代英語学科への入学を希望する学生の併願先として本学と同じ仙台市内の

私立４年制大学も挙げられていたことなども踏まえ，現代英語学科では，東北にある英

語を学べる学科のある短期大学２校（山形県米沢市，岩手県滝沢市）及び宮城県仙台市

内の私立４年制大学３校を競合校とし，学生納付金の状況について比較検討した【資料

９】。 

 

【資料９】競合校学生納付金 

 

 本学では，入学に際し必要な経費として，既設学科においては入学金を 25万円に設

定しており，現代英語学科においても同様に 25万円とする。授業料については，教育

研究経費等の学科運営に関する必要経費を試算し，年間 94万円と設定する。この中に

は，施設整備費等も含んでいる。よって，現代英語学科の初年度納付金合計額は 119万

円，２年間の合計は 213万円となる。 

近隣の競合が予想される東北６県における英語を学べる短期大学２校は何れも公立

であるので，学費の比較は行い難い。一方，高校生アンケート調査【資料１】において，

本学 現代英語学科との併願先として宮城県仙台市内の私立４年制大学を挙げている

高校生も多い。よって，宮城県内の私立４年制大学の納付金を主として比較し検討する。 

納付金は初年度のみ要するものではなく，修業年限数分要する。よって，修業年限中

の学費も比較し検討すると，仙台白百合女子大学 人間学部 グローバル・スタディーズ

学科の修業年限中の納付金 460 万円，宮城学院女子大学 学芸学部 英文学科の修業年

限中の納付金 402万円，東北学院大学 文学部 英文学科 395万円である。また，自宅外

通学の学生は，修業年限中の生活費（住居費・食費・水光熱費等）も要する。 

これらのことを総合的に考慮の上，本学 現代英語学科の学生納付金の設定（初年度

納付金合計額は 119万円，２年間の合計は 213万円）は，近隣の競合校と比しても妥当

であると考える。 

 

 

② 学生確保に向けた具体的な取組状況 

 

学生確保に向けて，平成 30年１月に東北６県の高校２年生を対象に実施したアンケー

ト【資料１】では，学科名称，養成人材像，学科の特色，キャンパスの位置，学生納付金，

東北６県の同分野の大学・学部・学科等を示した上で回答していただいている。 
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本学 現代英語学科の学生確保に向けた具体的な取組み状況及び効果・反応等を記す。 

 

ア 高校訪問 

東北６県の高校約 400 校を広報センタースタッフにて年間で２回ずつ訪問する計画

である。 

第１回目の高校訪問は，平成 30年４月から５月の期間に行う。設置認可申請中であ

る旨の告知活動として，現代英語学科の学科概要リーフレット，オープンキャンパス案

内の印刷物を持参し告知する。 

 第２回目の高校訪問は，現代英語学科認可が見込まれる後の平成 30年９月から 10月

の期間に行う。現代英語学科への進学が期待される東北６県の各高校に対し，現代英語

学科の入学案内，入試要項，指定校通知，学納金等の印刷物を持参する。カリキュラム，

専任教員，キャンパス内の学習環境等，具体的な情報の開示と共に，現代英語学科の魅

力を告知する訪問とする。 

 

イ 資料請求 

本学既設７学科の資料請求数は，平成 29年４月から平成 30年３月 12日までの期間

において，進学情報誌延べ 3,746件，進学サイト（本学ＨＰ含）4,051件，合計 7,797

件であった。 

現代英語学科においても，既設学科同様に平成 30年度より進学情報誌，進学サイト

などと契約し，進学情報誌や進学サイトを活用して広く周知を図り資料請求数の確保

に努める。 

現代英語学科への資料請求数の目標として，高校３年生 600件，２年生 300件，１年

生 100件，合計 1,000件を掲げる。 

 

ウ ガイダンス参加 

平成 30年４月より東北６県で開催される会場ガイダンス及び高校内ガイダンスに参

加し，高校生及び保護者へ現代英語学科の概要について説明を行う。高校訪問の際と同

様に現代英語学科を告知する印刷物を制作し，学科説明，オープンキャンパス参加促進

を目的に一人一人に丁寧な説明を行う。 

 なお，既設学科においてガイダンスに参加した実績は，平成 29年４月から平成 30年

３月 12日までの期間において，会場ガイダンス 174会場（相談者数延べ 1,663人），高

校内ガイダンス 130校（相談者数延べ 1,464人）である。現代英語学科においても既設

学科と同数程度のガイダンス参加を行う。 

 

エ 本学ホームページでの告知 

本学ホームページの閲覧数は，毎年延べ 10万件前後ある。認可前と認可後で開示で

きる情報を適切に峻別し，アクセス解析を行い，現代英語学科の志願者へ向けて情報を

発信していく。 
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オ オープンキャンパス 

 現代英語学科のオープンキャンパスは，平成 30 年６月から 10 月までの毎月，合計

６回開催する計画である。認可後の９月以降の開催については，入試内容，指定校推薦

の告知，カリキュラムや海外研修について，具体的に情報提供を行う。 

例年，本学の志願者に占めるオープンキャンパス参加者の割合は高く，平成 29年度

の志願者については，大学全体では 69.2％，最も高い観光ビジネス学科では 90.7％で

あった。よって，オープンキャンパスの動員が本学の学生確保において最も重要となっ

ており，上述の東北６県の高校訪問，各種ガイダンス参加，進学情報誌・進学サイト等

の媒体への掲載，本学ホームページの情報更新などの活動を計画通り実施することで，

数多くのオープンキャンパス参加者を確保できるようにする。 

高校３年生のオープンキャンパスへの参加者数（実人数）の目標を 150人，高校１，

２年生やリピーターを含めた参加者数（延べ数）の目標として 250人を掲げる。 

 

【資料 10】平成 29年度の志願者に占めるオープンキャンパス参加者数及び割合 

 

続いて，18歳人口の中長期的な動向を示す。 

リクルート進学総研が調査・公表している「マーケットリポート（2018 年 1 月号）」

によると，全国の 18歳人口は 2017（平成 29）年の 117.9万人から 2026（平成 38）年

には 108.3 万人となり，9.6 万人減少すると予想されている。東北エリアの 18 歳人口

の動向をみると，2017（平成 29）年の 85,215人から 2026（平成 38）年には 71,180人

となり，14,035 人減少すると予想されている。本学が所在している宮城県についてみ

ると 2017（平成 29）年の 21,752人から 2026（平成 38）年には 19,720人となり，2,032

人減少すると予想されている。 

2017（平成 29）年の 18 歳人口を 100 とすると，2026（平成 38）年の 18 歳人口は，

全国では 91.9，東北では 83.5となる。本学が所在し，また入学生の出身県の約半分を

占める宮城県は 90.7であり，東北の水準の中では減少率が少なく，全国と同水準の減

少に留まっている。 

 

【資料 11】18歳人口予測 

 

18 歳人口が減少していることは明らかであるが，その貴重な若者たちに，東北で学

び，東北で活躍していただくために，本学 現代英語学科の学びとその魅力を的確に伝

え，学生確保に努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

（2）人材需要の動向等社会の要請 

 

① 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 

 

現代英語学科では，国際共通語として現代世界で使用されている英語について，「話す」

「聞く」「読む」「書く」という４技能の習得を通じ，実用的英語力を身につけた人材を育

成する。併せて，バランスのとれた教養，他者の考えを理解し自分の考えを表現するコ

ミュニケーション能力，ビジネス実務能力などの社会人として求められる基礎的素養を

涵養することを教育上の目的とする。 

 

 

② 上記①が社会的，地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な

根拠 

 

ア 社会的な人材需要の動向 

 日本を訪れる外国人数は，平成 23年以降，年々増加している。平成 28年は，前年を

400 万人以上上回り，過去最高の 2,400 万人となった。平成 29 年についても，日本政

府観光局（JNTO）による 12月の推計値で 2,869万人を超えており，過去最高を更新し，

平成 28年を 460万人以上上回る数字（約 1.2倍）となった。 

 航空路線の拡充やクルーズ船寄港数の増加，査証要件の緩和に加え，これまでの継続

的な訪日旅行プロモーションなど，様々な要因が訪日外客数の増加を後押ししたと考

えられている。 

 

【資料 12】訪日外客数の推移 

 

 今後も，JNTO を中心に，官民あげてのインバウンド拡大に向けた取組が推進され，

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催も追い風となり，さらに訪日外国人

が増えることが期待されている。 

東北地方は，東日本大震災の影響で，外国人旅行者数は一時大幅に減少したが，2015

（平成 27）年には震災前（2010（平成 22）年）の水準に回復し，以後も増加傾向が続

いている。 

 

【資料 13】東北地方を訪れる外国人宿泊数の推移 

 

法務省が公表している平成 29年６月末現在における在留外国人数は，中長期在留者

数が 213 万 7,160 人，特別永住者数が 33 万 4,298 人で，これらを合わせると 247 万

1,458人となり，前年末に比べ，８万 8,636人増となり，過去最高となった。 

 宮城県及び東北地方においても，東日本大震災の影響で平成 23年度末に減少したも

のの，徐々に回復し，現在は震災前よりも増加している。特に本学が所在する宮城県に

おいては，平成 23年度末より平成 29年６月末現在，５千人以上増加している。 
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【資料 14】宮城県及び東北地方の在留外国人数の推移 

 

在留外国人の国籍・地域を見ると，アジア出身が 80％を超えているが，国籍の異な

る人々にとって共通の言語は英語であり，英語力を身につけていることは，在留外国人

と接する機会をもつあらゆる場面で求められると考える。 

 

本学が位置する宮城県では，平成 18年に「みやぎ国際戦略プラン」が策定され，グ

ローバル経済の促進とみやぎの国際的知名度の確立に向け取り組んでいる。平成 29年

度から平成 32年度までの４か年を第４期と位置づけ，県内企業の海外販路開拓・拡大，

海外からの投資の促進，インバウンド・アウトバウンドの促進，多文化共生社会形成の

推進，国際交流・国際協力活動の推進などの施策を推進している。 

 

  外国人旅行者へのおもてなしや在留外国人への日常生活支援などの際に必要な日常

英語運用能力，企業のグローバル化・ボーダレス化に対応したビジネス英語運用能力な

ど，現代英語学科が養成する人材が求められている。 

 

イ 地域的な人材需要の動向 

 

宮城県及び東北における英語運用能力を備えた人材の需要の有無を検証するために，

平成 30年２月にアンケート調査を実施した【資料 15】。 

 調査目的を現代英語学科の人材の必要性及び採用意向等を把握するためとし，東北

地方に本社または事業所のある企業・団体で，本学学生に対して求人・内定・採用等

の実績のある企業・団体及びインターンシップ受入等の実績のある企業・団体を中心

に，さらに現代英語学科卒業生の採用が見込まれそうな企業・団体を加えた 100団体

を選定した。調査方法は，調査票を郵送により配布し，回収した。回収状況は，有効

回答票 72票，回収率は 72.0％であった。 

 

【資料 15】仙台青葉学院短期大学「現代英語学科（仮称）」設置構想についての人材

需要アンケート調査報告書 

 

以下，調査結果を記す。 

 

回答を得た 72団体の主たる業種（問１）は，「その他サービス業」が最も多い 17団

体（23.6％），続いて「卸売・小売業」（16団体，22.2％），続いて「飲食・宿泊業」が

９団体（12.5％）と続いた。 

 

本社・事業所の所在地（問２，複数回答）は，「東北」（72団体，100.0％）の他，「関

東」（35団体，48.6％），「近畿」（29団体，40.3％）等，複数の事業所を有する団体が

多かった。 
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現代英語学科の「実用的英語力並びにバランスの取れた教養，コミュニケーション能

力及びビジネス実務能力を備え，幅広い分野で活躍できる人材の育成」という養成人材

像を示し，そのような人材の必要性を問うた（問３）ところ，68 団体（94.4％）から

「必要だと思う」との回答を得た。 

 

現代英語学科の卒業生の採用意向団体数（問４）については，38団体（52.8％）から

「採用したいと思う」，24 団体（33.3％）から「採用を検討したい」との回答を得た。 

 

問５において，問４で「採用したいと思う」「採用を検討したい」と回答した 62団体

に「何人採用したい」かと尋ねたところ，最も多かったのは「１人」（23団体，37.1％），

続いて多かったのが「４人以上」（18団体，29.0％）であった。「４人以上」を「４人」

と見做して採用人数を算出すると 136人となり，現代英語学科の１学年定員 40人を遥

かに上回る人材需要が東北に在ることが確認された。さらに精度を高めるために問４

の回答から「採用したいと思う」のみを抽出して問５の採用人数を算出したところ，合

計 109人となり，これも現代英語学科の１学年定員 40人を遥かに上回る人材需要が確

認された。 

 

本調査では，回収率（72.0％）からも問５の結果からも，現代英語学科への企業・団

体の関心の高さを感ずることができた。さらに関心の高さをうかがうことができたの

は，自由記述の欄である。自由記述を記入してくださった団体は回答数の半数以上であ

る 38団体あったが，幅広い業種の方々から，実践的な英語運用能力を備えた人材を育

成する現代英語学科の開設を期待する声が寄せられた。以下，自由記述の一部を抜粋す

る。 

   

〇 インバウンドへの対応，雇用面において多様化が進む中で英会話やコミュニケー

ション能力の高い方を必要としています。是非，実現頂きたいと考えます。（卸売・小

売業） 

 

〇 英語を通じた実践的なコミュニケーション力は，地域・業種を問わず様々なビジネ

スシーンで求められるものであり，貴学における人材育成と輩出に高く期待しており

ます。（金融・保険業） 

 

〇 弊社においては，ホテル経営もしております。海外からの宿泊客もあり，英語に堪

能な社員が必要となります。貴校現代英語学科では，英語漬けの環境でスキルの高い卒

業生を多く輩出される事を期待しております。（その他サービス業） 

 

〇 日本の英語教育では，“実践”ではなく，“点数”を取る為のものとなっています。

仙台～東北は今後益々国際化が進み“実践的英語力”が求められています。貴大学が取

り組む“現代英語学科”，非常に興味があります。（その他サービス業） 
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