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Ⅰ－②「米国のエンロールメントマネジメントと IR について」（嶌田敏行 茨城大学

評価室助教）の報告に対する質問 

 

Q2-1：EM を行う IR の活動の日本での具体例があれば、教えていただきたいです。 

嶌田：山形大学にはエンロールメントマネジメント室という部署があり、ここでいろいろデータ

を収集されていると聞いています。学生支援という観点では、学生が入ってから出るまでの

データについては、多くの大学で収集、分析していると思いますが、そこに評価セクション

が絡んでいろいろやっている、という話は、あまり聴いていません。ここをご覧になった方

で、エンロールメントマジメントメントご支援なさっている評価セクション、IR セクション

の方がいましたら、連絡いただければ、と思います。（茨城大学では、GPA の効果的運用の

ために、全学生の成績データ、全授業の成績分布データなどの分析を行い、大学や各部局の

関係者に、分析結果の報告や効果的学生支援に関する提案を行っている［今年度進行中］。ま

た、全学生のセンター試験点数の年次傾向などを分析し、教育研究評議会等で報告は行った

こともあるが、具体的に何かに寄与したのかどうかは不明。） 

 

 

Q2-2：最後の（まとめの部分のスライド 14）データの活用について、さわりだけでも教えて欲し

い（可能であれば、で結構です。） 

嶌田：分科会のまとめを回答とさせていただきますのでよろしくお願いします。 

 

 

Q2-3：報告のようなことを IR がやっている大学はアメリカで何％くらいあるのか。理想論では

ないか。 

嶌田：実際、どのくらいの数か、ということは存じ上げておりません。理想論かと言えば、それ

は、一部、理想論ではある、と思います。佐藤さんの話のなかにもありましたように、なか

なかうまくいっていない大学もありますし、小湊さんの話にあったように、１人か２人で IR

オフィスを運営していれば、どこまで手が回るのか、という物理的な課題もあるかと思いま

す。日本の国立大学なんかとは違って、どれだけきちんと学生を入学させて卒業させるのか、

ということが重要になってきますから、当然、このあたりのことは大学の命運に直結してく

るわけですから、IR がどこまで支援しているかは別として、エンロールメント・マネジメン

ト自体は、ある程度真剣にやられているものと思われます。 

 

 

Q2-4：EM の支援２（スライド 11）にある「現場」とは、どこの事ですか。 

嶌田：評価とか IR のオフィスというのは、いわゆる教育、研究現場を抱えているわけではありま

せん。何かをするとき、例えば、学生に関するデータを集めるなら学生課、研究のデータだ
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ったら研究協力のところに行ってもらってくるわけですよね。ですので、データが欲しいと

きだけ、上から目線でデータを要求するんじゃなくて、日頃から、いろいろコミュニケーシ

ョンをとっておきましょうね、ということです。そういう教育、研究などのデータを実際の

業務のために収集している部署のことを「現場」と表現させていただきました。 

 

 

Q2-5：EM の支援１（スライド 10）の「現行の実施体制を考慮して、行えばよい（新しくて根本

的に異なった構造を簡単に強いることはできない）。」では無理ではないか。職員の質と意識

を短期間で持たせるには構造を変える必要があると思う。 

嶌田：「さあ、これからエンロールメントマネジメントをやりますよ」とドラスティックに組織や

やり方を変えても、たぶん、みなさん、ついて行けません。「こういう大学になりたい」とい

うのがあって、そのために効率的に学生を集めたい、とかそういう欲求があって、それに対

して、どういうワークフローでやっていくのか、ということを考えてから、組織を作らなく

てはならないと思います。先に形ありきで、組織を作ってしまうと、何やっていいのか分か

らない、というようなものになってしまいますので、理想論だけで組織や職場を作っても、

うまく行きませんよね、ということが教科書に書いてありました。ですので、漸移的に、徐々

に徐々に変えていくというようなことが実際には、ならないのだと思います。つまり、エン

ロールメントマネジメントは継続的にやっていかなくてはなりませんから、道路工事と同じ

で、通行を確保しながら迂回路作ったりいろいろやって直していかなくてはならない、つま

り、通行止めにはできないわけですから、既存の組織をうまく使って変えていく必要がある、

ということが書いてあるのか、と思います。 

 

 

Q2-6：早口な説明で十分理解できませんでしたが、パイプラインについて伺います。本学の場合

「第二、第三志望の学生が入学する」例が多く、それが中退率が高い理由の１つに挙げられ

ています。学生募集スタッフに対して、受験生への働きかけが不十分であると示す必要があ

ります。この際、提示する「第二、第三志望の学生が多く入学する」データを収集すること

が IR オフィスの仕事であるということですか？ただし「退学者＝第二、第三志望者」という

証拠はありません。傍証だけ。 

嶌田：説明を大急ぎでやらざるを得なくなってしまったのは、こちらのタイムマネジメントが甘

かったせいです。申し訳ありません。（そのためにこのようなフォローアップを用意させてい

ただきました。）さて、教育パイプラインですが、教科書の中では、ある州の 18 歳人口が何

人です、その中で、共通テストの点数が 300 点以上の学生が何人います、というような感じ

で条件を自分たちで作っていって、絞り込みをかけていく、というのがハンドブックのなか

でのパイプラインの話でした。教育パイプラインは、来てくれなそうな学生にまで声をかけ

ず、と言いますか、手持ちのリソース（入試広報のスタッフ、予算）で、どのような学生に、

どう働きかければ、 大のリターンを産むのか、というような発想での、絞り込みです。ご



71 
 

質問のようなケースの場合、中退率が高い、ということを課題にして、どうそれを下げるの

か、ということを考える、ということだと思います。それは、理事などから直接、その原因

を探れ、と指示が出れば、IR の仕事でしょうから、部局さんと相談して、いろいろデータを

もらって分析を行うことになると思います。ただ、一般には、このような課題は、部局と言

いますか、教育を実施しているところが主体的に考える話で、実際、中退に直面しているの

もその部局さんですし、なんとかしたい、と思っているのも、その部局さんです。ですので、

困っている部局さんの相談にのってあげて、場合によっては他大学事例を含め、ノウハウだ

けを示す場合もあれば、調査・分析を頼まれる場合もあれば、いろいろだと思います。この

ハンドブックに書かれている米国の IR 像は、どこかが改善のために動こうと思っているのを

データやノウハウなどの知識や分析、改善提案で助けるのが IR の仕事である、ということで

した。また、その調査に入試業者さんなどのデータを積極的に使うことも奨励されていまし

た。課題の解決のために合理的で有効なら何でも使いなさい、ということです。 

 

 

Q2-7：１．茨城大学では、学生募集の分析に評価室が関わっているのか？評価室（IR 担当）と入

試広報が協働して「募集したい学生のデータ分析、入学後の追跡」は行っているのか？ 

２．スライドの８枚目のカリキュラム分析を見る限り、教育プログラムに優先順位をつけてい

るように思われるが、学内でその優先順位（重要度）は共有されているか？「入門科目」「進

級を決めるキーとなる科目」はデータに基づいた FD を実施しているか？ 

嶌田：まず１ですが、基本的に縦割りですので、あまり関与はしておりません。ただ、全学生の

センター試験点数などの年次変化などは分析したことはあります。入学後の成績の推移は現

在、分析中ですが、入試データのとの関連性までは、まだ手は出さないと思います。２です

が、この辺は、まだ本学ではぜんぜん手をつけておりません。ここをご覧になっている方で

（評価セクションでも高等教育センターの方でも）カリキュラム分析を行い、実際の大学側

の思惑、設定と学生の実際の履修状況の齟齬などを分析し、改善されている事例などがあれ

ば、ご一報ください。 

 

 

Q2-8：EM のデータを各部署が担当しているものとを統合するために必要な課題を具体的に！ 

嶌田：おそらくエンロールメントマネジメントをうまくやるためにはどうしたらいいのか、とい

う先ほどからの共通した話になるのですが、エンロールメントマネジメントや IR のオフィス

を作りたい、作らない、という話ではなくて、「いったい、どういう大学にしたいのですか？」

ということが先になくてはならないと思います。その理想的な状況に対して、現在どうなっ

ているのか、ということを調べることが評価なわけです。どういう入学生が確保したいのか、

ということがあって、そのために何をすべきなのか、を考えよう、ということが先になけれ

ば、いくらデータがあっても活きてこない、と思われます。ですので、部局さんがお持ちの

データと、エンロールメントマネジメントをやられるセクションというのが仮にあった場合、
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そのデータの統合を図るための課題ですが、何のために、どうしたくて EM をおやりになり

たいのか、具体的に考えてください、ということとなります。また、16 日に実施した分科会

での成果もご質問に近い話だと思いますので、ぜひご覧ください。（リンク） 

 

 

Q2-9：スライド「EM の支援１」について「テレンジーニ３つ」とは何か？もう少し詳しく説明

していただきたい。 

小湊：テレンジーニは IR の概念構成として、組織的インテリジェンスというものを提唱しており、

それを 3 つの階層に分けて議論しています。通常の IR の定義はその機能に焦点が当てられ

たものとなっていますが、時代の変化とともに IR の役割や機能は拡大し多様性を帯びてくる

ため、経験的な定義はすぐに役立たなくなります。そこで IR を実施する上でその担当者にど

ういった知識やスキルが求められるのか、それらを広く包む定義をしなければならなかった

ということが背景にあります。ただここでのインテリジェンスとは単なる知識やスキルとい

う意味ではなく、現場である大学の課題に適応し応用できる能力も含んだ言葉となっている

ことに注意が必要です。組織的インテリジェンスを構成する一つめのが、技術的・分析的イ

ンテリジェンスです。これは IR を実施する上で一番基本的なインテリジェンスとされていま

す。具体的には、大学で使われる用語（例えば学生、教員等）の定義を理解し、その用語を

活用できる能力。そしてそれらを使ったデータ収集と統計処理が出来る能力を指しています。

次に課題のインテリジェンスです。これは、大学の管理運営に携わる中間層以上の人々が直

面する主要な課題を理解し、それに対し大学がどのように機能し意思決定しているのかを理

解する能力です。 後に文脈のインテリジェンスです。これは自大学の組織文化や高等教育

の文脈を理解できる能力のことを指しています。このように定義することで、活動領域が拡

大し続ける IR という活動を広くとらえ定義しようとテレンジーニは考えたわけです。IR の

人材育成を考える際に、この概念構成・定義は非常に役立つと受け止めています。 

 

 

Q2-10：エンロールメントマネジメントにおける IR は、入試部門での IR を行うべきか、全学的

な IR 部署がデータを提供すべきか、どちらが効率的でしょうか？ 

嶌田：これは大学さんの考え方による、と思います。中央集権的に IR がすべてのデータを持って

いた方がいいのか、分散的に各部署でデータを持っていた方がいいのか、という議論は、日

本でもアメリカでもあります。本学でも、例えば、評価室がすべてのデータを集めておいて、

部局さんから問い合わせと言いますか、これ埋めてください、という Excel シートをもらっ

たらそれを埋めて返すと合理的ではないか、という話もありました。現場の方と話をしてい

ると、確かに、何か知りたいことがあったり、調査ものが外から来たら、とにかく評価室に

回せばデータが埋まって返ってくるなら、それはそれで便利なのだけど、現場の人間が、デ

ータをあまり見なくなってしまうのは、それはそれで問題だよね、という話もありました。

データを集めたりするときに、実際、いろいろ見たり、いろいろ考えたりしているわけで、
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それが、各現場で現状がどうなっているのかを，感覚的に知る上で重要な作業ではある、と

いう話も出てきました。そういう意味では、分散的にデータを持っていた方が、いいのです

が、似たような調査を何回も部局さんに振って答えてもらう、というのもどうなのか、とい

うことはありますので、合理化という意味では、中央集権的に回答してしまった方がよいと

いうこともあります。従いまして、その現場の現状把握によるさらなる改善への基礎づくり

と合理化、どのあたりにバランスするか、ということが重要なのではないでしょうか。もう

一つ考え方としては、データ収集だけでなく、そのあとのことを含めてですが、IR がそうい

うことを全部やればいいのか、いろんなところで IR 的なことをやればいいのか、ということ

があります。ある私立大学の方と話していたときのことなのですが、その方は、以前、IR と

いいますか評価セクションにいらっしゃって、現在は就職支援のところにいらっしゃいます。

その方が言うのには、以前、評価セクションでデータを見て大学の状況を考えたり、全体的、

俯瞰的に大学を見る、という経験が、現在の部署に行ってもとても役立っている、という、

お話を伺いました。ですので、難波さんが言っていた IR マインドと言いますか、そういうデ

ータを見て客観的に考える力などを IR セクションで養った方がどんどん学内で増えていけ

ば、みんなが IR 的なマインドで業務を進行できるようになると、かなり戦力アップになるの

ではないか、ということが考えられます。 

 

 

Q2-11：入試、学業 etc、個々の課題に取り組む時にこれまでもデータは使ってきたはず。 

→ データを扱うプロセスを IR として集約させなくても、データを使えるようにデータベースを

作ればそれでよいのではないか？ 

嶌田：IR が入っていると、一定程度、集約はされるのかもしれませんけど、先ほども申しました

ように、現場の方がデータをあまり見なくなる、というのは、それはそれで弊害でしょうか

ら、その辺のバランス感覚の問題なのかもしれません。 

 

 

Q2-12：IR は PDCA の CHECK の部分を担い、ACTION は執行部が行うべきであるというのは、

データの全能主義（？）に陥らないために必要ということでしょうか。様々な要因により IR

機能を持つ部署と執行部が同じとなった場合、もしくは近い存在の場合、注意すべき点は、

例えば、どのようなことなのでしょうか。 

嶌田：IR と執行部でチェックアンドバランスの関係を持った方がよいかどうか、ということに関

しては、そうではない、と言いますか、むしろですね、現場の方がどのように状況を把握し

て、どう改善するのか、ということは現場の方が考えなくてはならないことだと思います。

ですので、現場の方が状況をより把握しやすいデータを提供したり、他大学のうまいやり方

などがあれば、それを伝えて、現場の方が点検や改善を行いやすく支援する、ということで

はないかと思います。つまり、IR が何かを主体的にやる、というよりも支援的に動くわけで

すね。ですので、点検評価をやる、というときにも、評価を行うのは、あくまでも学部の方
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や事務局の方など現場の方ですよね。その方が、さらに効率よく、効果的に評価を行うため

に、縁の下の力持ち的に手伝っていくのが評価セクションや IR なのではないか、と思います。

ですので、チェックアンドバランスを IR がやるかどうか、というところでは、チェックアン

ドバランスがうまく回るように考えるのが IR の方がやることではないのでしょうか、という

ことをこのハンドブックを読んでいて感じました。後半部分の IR の長が例えば大学執行部の

メンバーだったりする場合ですが、IR は監査セクションではありませんので、執行部の方が

なっても気持ちさえしっかりお持ちなら全く問題ないかと思います。 

 

 

Q2-13：IR が支援・サポートの役割となるが、ある程度、執行部がある方向に誘導していくレポ

ートの提示の仕方が時には必要かと思いますが、いかがですか？ 

（枠外に「何を調査？執行部との力関係」と書いてあった。） 

嶌田：ここは非常に難しい問題です。倫理的にも。IR の人はほぼすべてのデータを持ってますか

ら、自分の中で「こういう大学にしたい」というのがあれば、捏造というわけではないので

すが、うまいデータの見せ方をやって執行部を誘導することは、もしかしたら可能なのかも

しれません。IR の人が、学生のためになる、と思っていることがあって、でも執行部はあま

りそう考えていないような感じであったときに、執行部の思惑を無視しても学生のためにな

るようなことを提案、もしくはうまくだまくらかして、その方向に持っていくべきなのか、

ですよね。その辺は、アメリカでもそういう問題があるので、倫理綱領みたいなものを作っ

て、いろいろやっているみたいです。ここはイデオロギー的なところもでてくるでしょうし。

でも、IR の人も大学に雇われているわけで、執行部をだまくらかしたとしても、 終的にそ

の大学がサクセスする方向のだったら、もしかしたら許されるのかもしれませんし、そのへ

んはその大学のノリみたいなものに依存するのだと思います。 

 

 

Q2-14：日本のように、入学した学生がほぼ全員卒業するようなところでは、別の意味での EM

が必要なのでは？ 

嶌田：はいそうだと思います。アメリカの場合、悪い言い方すれば、適当に学生を受け入れてし

まって、成績悪ければ GPA などで、さよならしてもらったり、一方で、優秀な学生が、ほか

のいい大学に移られてしまうのを防がないと、大学の経営が立ち行かない、というのがあり

ますから、そういう金目のところでエンロールメントマネジメントが発達してきた、という

のは分かる気がします。日本の場合、一応、４年で卒業できることを見越して合格させるわ

けですから、あまりぼろぼろと学生が減っていく、という状況はあまりなかったと思います。

ただですね、このエンロールメントマネジメントをみていると、お金のことに関心があると

はいえ、アメリカ人は、なんだかんだ言って学生のことをちゃんと見ているんですよね。退

学するなら、その要因は何か、とか。その要因が大学側にあるのだったら何とかしなくちゃ

いけない、って考えていて、そこは見習うべきなんだな、と思いました。日本の場合、教え
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てやる、というか、特に国立の場合、親方日の丸体質、と言いますか、在籍させてやってる、

みたいなところがあったわけですが、学生をみて経営する、というところは見習うべきなん

だろうと思いました。 

 

 

Q2-15：IR の仕事は非常に広く感じる。多様性。 

嶌田：そうだと思います。小湊の話にもあったように、大学の目的や目標や、リソース、何を期

待されているのか、組織構造、スタッフなど様々な要因によって、IR は変わってきます。で

すので、小さいところでは、調査ものばかりやっていたり、大きなところでは提案まで積極

的にやっていたりするわけで、こういうのが典型的、というがあるようでないような感じで

す。機能や必要な知識やスキルで分類や整理は、行われていますが、必要なのは、その大学

がどこに進みたいのか、ということと、IR はあくまでも意思決定でも業務でも支援者ですか

ら、IR を使って何をしたいのか、ということを明確にしなければ、ただ単に看板を掛けただ

けになってしまいまし、IR オフィスを作って、そこに課題を振っておけば、何でも解決でき

るような魔法のツールではないわけですので、今後、このような場で、IR の日本への適応可

能性や、IR マインドでどう大学の経営力を向上させるか、などを考えていきたい、と思いま

す。 

 

 

  




