
来年からの第二段階

• 多様な評価尺度

– 計算式、重率、履修点

– 志望理由書、面接

• 学部を跨いで何ヶ所にでも志望登録できる

• 受入保留アルゴリズム

• 定数を超えて内定することはなくなった



受入保留アルゴリズムとは

• Deferred Acceptance→DAアルゴリズム

• 2つの集合の要素間のマッチングにおいて、

安定かつ最適なマッチングを見出すことので
きるアルゴリズム

• 1962年GaleとShapleyにより提案・分析

• 2012年RothとShapleyのノーベル経済学賞受

賞理由「安定配分の理論とマーケットデザイ
ンの実践に対する顕著な功績」の一部



受入保留アルゴリズムの特徴

1. 受入保留アルゴリズムは公正である

– 志望している進学単位に内定できなかった場合、
その進学単位においては、原則、定数は埋まっ
ていて、かつ、内定している学生は自分より上位
に順位付けされている。進学単位側についても
同様の性質が成り立ち、公正かつ安定したアル
ゴリズムである。



受入保留アルゴリズムの特徴

2. 学生側にとって最も望ましいマッチングを生
成する

– 受入保留アルゴリズムは、学生の志望順に進学
単位をマッチングする、学生提案型のアルゴリズ
ムなので、学生の志望を最大限かなえる安定し
たマッチングを得ることができる。



受入保留アルゴリズムの特徴

3. 学生にとって、自身の志望順序の通りに志
望登録するのが最適な行動となる

– 受入保留アルゴリズムのマッチングの過程において、
その進学単位を第１志望としている学生も、他の進
学単位を第１志望としていたが内定せずに第２志望
（以降）でその進学単位に回ってきた学生も区別する
ことなく、進学単位による順序付けに基づいて定数の
範囲内外が判断される。第１志望の学生から順に内
定が確定するような「早い者勝ち」の仕組みと異なる
ため、自分が進学したいと考えている進学単位を志
望順に登録することが最適な行動となる。



2つの集合の要素間のマッチング

• 全学科の定数1→安定結婚問題

第1志望 第2志望 第3志望 学科1 学科2 学科3

学生1 学科1 学科2 学科3 定数 2 2 2

学生2 学科1 学科2 学科3 1位 学生1 学生1 学生1

学生3 学科1 学科3 学科2 2位 学生4 学生3 学生2

学生4 学科2 学科1 学科3 3位 学生3 学生6 学生4

学生5 学科2 学科3 学科1 4位 学生2 学生2 学生5

学生6 学科3 学科2 学科1 5位 学生5 学生5 学生3

6位 学生6 学生4 学生6



従来の内定方式 ー 第1志望

第1志望 第2志望 第3志望 学科1 学科2 学科3

学生1 学科1 学科2 学科3 定数 2 2 2

学生2 学科1 学科2 学科3 1位 学生1 学生1 学生1

学生3 学科1 学科3 学科2 2位 学生4 学生3 学生2

学生4 学科2 学科1 学科3 3位 学生3 学生6 学生4

学生5 学科2 学科3 学科1 4位 学生2 学生2 学生5

学生6 学科3 学科2 学科1 5位 学生5 学生5 学生3

6位 学生6 学生4 学生6



従来の内定方式 ー 第2志望

第1志望 第2志望 第3志望 学科1 学科2 学科3

学生1 学科1 学科2 学科3 定数 2 2 2

学生2 学科1 学科2 学科3 1位 学生1 学生1 学生1

学生3 学科1 学科3 学科2 2位 学生4 学生3 学生2

学生4 学科2 学科1 学科3 3位 学生3 学生6 学生4

学生5 学科2 学科3 学科1 4位 学生2 学生2 学生5

学生6 学科3 学科2 学科1 5位 学生5 学生5 学生3

6位 学生6 学生4 学生6



従来の内定方式 ー 第3志望

第1志望 第2志望 第3志望 学科1 学科2 学科3

学生1 学科1 学科2 学科3 定数 2 2 2

学生2 学科1 学科2 学科3 1位 学生1 学生1 学生1

学生3 学科1 学科3 学科2 2位 学生4 学生3 学生2

学生4 学科2 学科1 学科3 3位 学生3 学生6 学生4

学生5 学科2 学科3 学科1 4位 学生2 学生2 学生5

学生6 学科3 学科2 学科1 5位 学生5 学生5 学生3

6位 学生6 学生4 学生6



Blocking Pair / Justified Envy

第1志望 第2志望 第3志望 学科1 学科2 学科3

学生1 学科1 学科2 学科3 定数 2 2 2

学生2 学科1 学科2 学科3 1位 学生1 学生1 学生1

学生3 学科1 学科3 学科2 2位 学生4 学生3 学生2

学生4 学科2 学科1 学科3 3位 学生3 学生6 学生4

学生5 学科2 学科3 学科1 4位 学生2 学生2 学生5

学生6 学科3 学科2 学科1 5位 学生5 学生5 学生3

6位 学生6 学生4 学生6

Blocking Pair/Justified Envy



安定なマッチング

• 志望しない相手とマッチングされることはない

• 順位付けした学生が未内定であるにもかか
わらず定数に空きがあることはない

• Blocking Pairは存在しない

「片想いは満たされないが、両想いの相手がい
るにもかかわらず、別の相手とマッチングされ
ることはない」



受入保留アルゴリズム（基本形）

(1)各学生は、志望する進学単位全てに志望順
位をつけ志望登録をする。

(2)各進学単位は、その進学単位に志望登録し

た全員について、その進学単位の独自の評
価尺度によって、順位をつける。

(3)各進学単位は、まず、その進学単位を第１志
望として登録した学生たちについて、(2)の順

位の高い順に、定数の範囲まで学生たちに
「暫定的」に席を割り当てる。



受入保留アルゴリズム（基本形）

(4)席を割り当てられなかった学生たちは、それ
ぞれ志望順位が次に高い進学単位に回る。

(5)各進学単位は、(3)で「暫定的」に席を割り当
てた学生たちと、新たな(4)の学生たちの両
方を、 (2)の順位の高い順に、定数の範囲ま
で学生たちに「暫定的」に席を割り当てる。

(6)以降についても(4)と(5)と同様の作業を繰り
返す。



ステップ(3)
第1志望 第2志望 第3志望 学科1 学科2 学科3

学生1 学科1 学科2 学科3 定数 2 2 2

学生2 学科1 学科2 学科3 1位 学生1 学生1 学生1

学生3 学科1 学科3 学科2 2位 学生4 学生3 学生2

学生4 学科2 学科1 学科3 3位 学生3 学生6 学生4

学生5 学科2 学科3 学科1 4位 学生2 学生2 学生5

学生6 学科3 学科2 学科1 5位 学生5 学生5 学生3

6位 学生6 学生4 学生6



ステップ(4)
第1志望 第2志望 第3志望 学科1 学科2 学科3

学生1 学科1 学科2 学科3 定数 2 2 2

学生2 学科1 学科2 学科3 1位 学生1 学生1 学生1

学生3 学科1 学科3 学科2 2位 学生4 学生3 学生2

学生4 学科2 学科1 学科3 3位 学生3 学生6 学生4

学生5 学科2 学科3 学科1 4位 学生2 学生2 学生5

学生6 学科3 学科2 学科1 5位 学生5 学生5 学生3

6位 学生6 学生4 学生6



ステップ(5)
第1志望 第2志望 第3志望 学科1 学科2 学科3

学生1 学科1 学科2 学科3 定数 2 2 2

学生2 学科1 学科2 学科3 1位 学生1 学生1 学生1

学生3 学科1 学科3 学科2 2位 学生4 学生3 学生2

学生4 学科2 学科1 学科3 3位 学生3 学生6 学生4

学生5 学科2 学科3 学科1 4位 学生2 学生2 学生5

学生6 学科3 学科2 学科1 5位 学生5 学生5 学生3

6位 学生6 学生4 学生6



2周目ステップ(4)
第1志望 第2志望 第3志望 学科1 学科2 学科3

学生1 学科1 学科2 学科3 定数 2 2 2

学生2 学科1 学科2 学科3 1位 学生1 学生1 学生1

学生3 学科1 学科3 学科2 2位 学生4 学生3 学生2

学生4 学科2 学科1 学科3 3位 学生3 学生6 学生4

学生5 学科2 学科3 学科1 4位 学生2 学生2 学生5

学生6 学科3 学科2 学科1 5位 学生5 学生5 学生3

6位 学生6 学生4 学生6



2周目ステップ(5)
第1志望 第2志望 第3志望 学科1 学科2 学科3

学生1 学科1 学科2 学科3 定数 2 2 2

学生2 学科1 学科2 学科3 1位 学生1 学生1 学生1

学生3 学科1 学科3 学科2 2位 学生4 学生3 学生2

学生4 学科2 学科1 学科3 3位 学生3 学生6 学生4

学生5 学科2 学科3 学科1 4位 学生2 学生2 学生5

学生6 学科3 学科2 学科1 5位 学生5 学生5 学生3

6位 学生6 学生4 学生6



3周目ステップ(4)

• 各学生に関して灰→黄→白

• 白を除き各進学単位に関して黄→灰：実質順位

第1志望 第2志望 第3志望 学科1 学科2 学科3

学生1 学科1 学科2 学科3 定数 2 2 2

学生2 学科1 学科2 学科3 1位 学生1 学生1 学生1

学生3 学科1 学科3 学科2 2位 学生4 学生3 学生2

学生4 学科2 学科1 学科3 3位 学生3 学生6 学生4

学生5 学科2 学科3 学科1 4位 学生2 学生2 学生5

学生6 学科3 学科2 学科1 5位 学生5 学生5 学生3

6位 学生6 学生4 学生6



受入側提案の受入保留アルゴリズム

第1志望 第2志望 第3志望 学科1 学科2 学科3

学生1 学科1 学科2 学科3 定数 2 2 2

学生2 学科1 学科2 学科3 1位 学生1 学生1 学生1

学生3 学科1 学科3 学科2 2位 学生4 学生3 学生2

学生4 学科2 学科1 学科3 3位 学生3 学生6 学生4

学生5 学科2 学科3 学科1 4位 学生2 学生2 学生5

学生6 学科3 学科2 学科1 5位 学生5 学生5 学生3

6位 学生6 学生4 学生6



受入保留アルゴリズムの特徴

• （学生側提案の）受入保留アルゴリズムは、
安定なマッチングの中で、学生にとって最も
有利なマッチング結果を与える（最適性）

• 学生が、志望順序を偽って登録することで、
ある学科に進学できる可能性が高まることは
ない（耐戦略性）

• 学生にとって、自身の志望順序の通りに志望
登録するのが最適



実際の進学選択では
学生 第一志望 第二志望 第三志望 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1

学生103 学科2 学科1 学科3

学生104 学科2 学科4 学科1

学生105 学科3 学科4 学科1

学生106 学科2 学科3 学科1

学生107 学科2 学科3 学科4

学生108 学科2 学科3 学科1

学生109 学科1 学科4 学科3

学生110 学科3 学科1 学科2

学生111 学科1 学科2 学科3

学生112 学科1 学科3 学科2

学生113 学科3 学科4 学科1

学生114 学科4 学科3 学科2

学生115 学科1 学科2 学科4

学生116 学科3 学科2 学科1

学生117 学科3 学科2 学科1

学生118 学科2 学科4 学科1

学生119 学科2 学科3 学科1

学生120 学科1 学科4 学科3

学生201 学科4 学科1 学科2

学生202 学科1 学科2 学科4

学生203 学科3 学科2 学科1

学生204 学科2 学科4 学科1

学生205 学科1 学科4 学科2



志望を指定科類→全科類に分割
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1

学生103 学科2 学科1 学科3

学生104 学科2 学科4 学科1

学生105 学科3 学科4 学科1

学生106 学科2 学科3 学科1

学生107 学科2 学科3 学科4

学生108 学科2 学科3 学科1

学生109 学科1 学科4 学科3

学生110 学科3 学科1 学科2

学生111 学科1 学科2 学科3

学生112 学科1 学科3 学科2

学生113 学科3 学科4 学科1

学生114 学科4 学科3 学科2

学生115 学科1 学科2 学科4

学生116 学科3 学科2 学科1

学生117 学科3 学科2 学科1

学生118 学科2 学科4 学科1

学生119 学科2 学科3 学科1

学生120 学科1 学科4 学科3

学生201 学科4 学科1 学科2

学生202 学科1 学科2 学科4

学生203 学科3 学科2 学科1

学生204 学科2 学科4 学科1

学生205 学科1 学科4 学科2



（重複する志望を削除）
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1

学生103 学科2 学科1 学科3

学生104 学科2 学科4 学科1

学生105 学科3 学科4 学科1

学生106 学科2 学科3 学科1

学生107 学科2 学科3 学科4

学生108 学科2 学科3 学科1

学生109 学科1 学科4 学科3

学生110 学科3 学科1 学科2

学生111 学科1 学科2 学科3

学生112 学科1 学科3 学科2

学生113 学科3 学科4 学科1

学生114 学科4 学科3 学科2

学生115 学科1 学科2 学科4

学生116 学科3 学科2 学科1

学生117 学科3 学科2 学科1

学生118 学科2 学科4 学科1

学生119 学科2 学科3 学科1

学生120 学科1 学科4 学科3

学生201 学科4 学科1 学科2

学生202 学科1 学科2 学科4

学生203 学科3 学科2 学科1

学生204 学科2 学科4 学科1

学生205 学科1 学科4 学科2



進学単位による順位付け
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



ステップ(3)
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



ステップ(4)(5)
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



2周目ステップ(4)(5)
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



3周目ステップ(4)(5)
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



4周目ステップ(4)(5)
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



5周目ステップ(4)(5)
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



6周目ステップ(4)(5)
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



7周目ステップ(4)(5)
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



8周目ステップ(4)(5)
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



9周目ステップ(4)(5)
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



10周目ステップ(4)(5)
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



11周目ステップ(4)(5)
学生 第一志望 （全） 第二志望 （全） 第三志望 （全） 　 学科1指定1 学科1指定2 学科2指定1 学科12全 学科3指定1 学科3全 学科4指定1 学科4全

学生101 学科3 学科1 学科2 5 2 5 2 4 2 2 2

学生102 学科4 学科2 学科1 学生102 学生205 学生108 学生108 学生108 学生108 学生102 学生102

学生103 学科2 学科1 学科3 学生109 学生202 学生102 学生205 学生111 学生105 学生105 学生115

学生104 学科2 学科4 学科1 学生113 学生203 学生111 学生113 学生120 学生113 学生120 学生120

学生105 学科3 学科4 学科1 学生108 学生201 学生114 学生118 学生105 学生112 学生115 学生105

学生106 学科2 学科3 学科1 学生105 学生204 学生118 学生102 学生109 学生114 学生118 学生202

学生107 学科2 学科3 学科4 学生112 学生112 学生105 学生116 学生111 学生114 学生205

学生108 学科2 学科3 学科1 学生120 学生106 学生115 学生110 学生110 学生109 学生118

学生109 学科1 学科4 学科3 学生116 学生104 学生107 学生113 学生120 学生107 学生109

学生110 学科3 学科1 学科2 学生101 学生110 学生109 学生103 学生101 学生113 学生107

学生111 学科1 学科2 学科3 学生115 学生107 学生104 学生106 学生106 学生104 学生113

学生112 学科1 学科3 学科2 学生106 学生101 学生114 学生114 学生107 学生201

学生113 学科3 学科4 学科1 学生104 学生115 学生101 学生112 学生103 学生114

学生114 学科4 学科3 学科2 学生118 学生117 学生203 学生107 学生109 学生104

学生115 学科1 学科2 学科4 学生119 学生103 学生120 学生119 学生203 学生204

学生116 学科3 学科2 学科1 学生103 学生116 学生106 学生101 学生116

学生117 学科3 学科2 学科1 学生111 学生119 学生112 学生117 学生119

学生118 学科2 学科4 学科1 学生117 学生110 学生117

学生119 学科2 学科3 学科1 学生110 学生117

学生120 学科1 学科4 学科3 学生103

学生202

学生201 学科4 学科1 学科2 学生201

学生202 学科1 学科2 学科4 学生111

学生203 学科3 学科2 学科1 学生116

学生204 学科2 学科4 学科1 学生204

学生205 学科1 学科4 学科2 学生119



志望登録にあたって

• 進学選択は学生による選択でもある

• 進学しても良いと思う進学単位は全て登録

• 降年して翌年再チャレンジするのも重要な選
択肢の一つ

• 内定しても絶対に進学するつもりのない進学
単位には志望登録しないでいただきたい

– もちろん2年の冬の授業に参加してから判断する
ことを妨げるものではない


