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まえがき 

昨年の「勉強会：Is This IR？」では、米国 IR 協会（AIR）の実務担当者向けハンドブック（『IR

実践ハンドブック―大学の意思決定支援』玉川大学出版部2012年、原著：Richard D. Howard (ed.), 

Institutional Research: Decision Support in Higher Education）に紹介された実例、米国大学の

訪問調査結果、米国の大学で IR 担当者として勤務する２人の日本人の講演内容の紹介、それらを

踏まえ、米国における IR の実際と日本への導入可能性について議論しました。その際、米国 IR

の主要な支援業務の一つである、エンロールメント・マネジメント（EM）へ多くの方の関心が集

まりました。 

EM は幅広い活動領域を有していますが、大きくは、１）適切な学生獲得、２）入学後の学生

の動向把握から学生の学習の充実を目指す活動から成り立っています。米国の場合、それは在籍

継続率を高く維持することが、大学の収入に大きく影響するため、まさに大学経営の命運を決め

ることとなります。一方、我が国では、一般に在籍継続率も高いことから、多くの大学では EM

で行われている、継続的に学生を知ることの重要性を感じつつも、なかなか実際の学内政策とし

て行われることはありませんでした。しかし、着実な教育改革・教育改善を進めている大学では、

たとえ EM と銘打たなくとも、学生の学習の充実を図るために、学生を知り学習を高めるための

有効な方策を検討し実施していたわけです。 

そこで今年度は、我が国の大学での取組事例（創価大学、山形大学）から、評価、IR の視点を

交えつつ EM について考えていくことを企画しました。この事例紹介では、理論的側面よりも実

践的側面を重視し、講演者の所属大学において、学生の入学から卒業までの様々な諸状況を具体

的にどのように把握（評価）し、学生の学びを促進するためにどのような施策が行われているの

か、ということをはっきりとお話しいただきました。さらに、その運営について、上手くいって

いる点だけでなく、失敗した点や苦労した点などの率直なお話までもご紹介いただきました。そ

の結果、質疑応答（総合討論）では、かなり具体的な内容が議論され、いろいろな手掛かりを見

つけた方もいたのではないかと思われます。 

この勉強会では、講演者に対し参加者全員が質問票を作成し、時間内にすべて回答していただ

く、ということを基本にしておりましたので、参加人数を制限させていただきました。その結果、

受付開始後約２週間で満員となってしまい、多くのみなさまのご参加をお断りすることとなって

しまいました。この勉強会では、気軽に素朴な質問をしていただき、それをすぐに回答して、参

加者で共有するというやり方を採る以上、やむを得ないところがありますが、興味を持っていた

だいた多くの方のご期待に応えられていないことは確かです。そこで、勉強会の内容を共有する

ことを目的に、詳細な報告書を作成いたしましたので、ご参照ください。 

末筆となってしまいましたが、創価大学の神立孝一先生、澤登秀雄課長、山形大学の福島真司

教授には、公私共にお忙しい中、「完全なボランティア」で勉強会の講師を快諾していただきまし

て、まことにありがとうございました。厚く御礼申し上げます。 

平成 24 年 11 月 15 日         

大学評価コンソーシアム 代表幹事   

（九州大学 基幹教育院 准教授）    

小 湊  卓 夫   
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「エンロールメント・マネジメントに関する勉強会」実施概要 

 

１．日時・会場 

平成 24 年 9 月 7 日（金）１３：００－１６：００ 

神戸大学百年記念館 3F 講義室 A 

 

 

２．タイムテーブル 

１２：００ 受付・開場 

１３：００～１３：０５ 挨拶・講演者紹介（浅野） 

１３：０５～１４：１５ 講演の部 

・米国におけるエンロールメント・マネジメントについて［趣旨説明・去年のおさらい］（嶌田敏

行 茨城大学評価室） 

・創価大学データ集積と活用の取り組み（澤登 秀雄 創価大学入試事務室） 

・「世界基準の授業」を目指して －創価大学経済学部ＩＰの取り組み－（神立 孝一  創価大学 経

済学部） 

・山形大学型 EM コンセプトと EMIR への挑戦（福島 真司 山形大学エンロールメント・マネジ

メント部） 

１４：１５～１４：３０ 休憩・質問票回収 

１４：３０～１６：００ 質疑応答の部 

・質問票による質疑応答を中心に、エンロールメント・マネジメントについて理解を深めました。 

 

 

３．参加者について 

 勉強会には、37 名の教職員等が参加した。参加者の属性分析には、申し込み時に参加者からご

提供頂いた所属や職種等の情報を基に作業を行った。なお、「参加者」とは、国公私立大学、短期

大学及び関係機関の「通常会員」及び「運営協力者」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［↓ 次頁に続く］ 
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 職種別の参加者比率では、職員が 68％及び教員が 32％であった。また、職員の職層を「課長

等」及び「係長・係員等」、教員の職層を「教授等」、「准教授」及び「講師」に分けて示した。職

員の係長・係員クラスが 43％と最も多く、次が職員系の課長等が 24％であった。次いで多いの

は、教員の教授クラスで 22％であった。管理職である職員系の課長等や教員の教授クラスの参加

が多いのは、エンロールメント・マネジメントに関する組織的な取組に関心が高く、運営上の問

題点や解決すべき課題等の情報が得られることと関連しており、参加者のニーズに合ったテーマ

だったと考えられる。 

 

 

 

 性別では、男性が 89％及び女性が 11％であった。また、職別とあわせて確認すると、男性職員

が 57％と最も多く、次は男性教員が 32％であった。 
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 所属区分別では、国立大学が 51％を占めており、私立大学が 35％の参加があった。また、地

区ブロック別では、本集会の開催が神戸大学であったことから、近畿地区の参加者が 38％と最も

多く、他の地区ブロックからもほぼ満遍なく参加していた。また、地域ブロック・所属区分別と

職別をあわせて確認すると、近畿地区の私立大学職員が 24％及び国立大学職員が 12％、東北地

区の国立大学職員が 12％、中国・四国地区の国立大学職員が 12％と多かった。また、教員につ

いては、東北地区の国立大学、関東地区の私立大学、中国・四国地区の国立大学が多く参加して

いた。 

 

 

 

 

 

（嶌田［茨城大］・大野［鳥取大］） 
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米国におけるエンロールメント・マネジメントについて（去年のおさらい） 

 

茨城大学 評価室      

助教 嶌田 敏行  

 

 

去年のおさらいを兼ねまして、ア

メリカのエンロールメント・マネ

ジメントについて振り返りを行

いながら、簡単に今回の勉強会の

主旨みたいなものを説明させて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の勉強会のおさらいとして

は、「Is This IR ?」ということ

でアメリカの事例をみんなで考

えてみました。そのなかで、私

の方で「米国のエンロールメン

トマネジメントと IR について」

ということで報告させていただ

きました。 
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アメリカには AIR（米国 IR 協会）

というのがありまして、そこが

IR担当者向けハンドブックを出

しています。それを翻訳したの

ですが、エンロールメント・マ

ネジメントは第一章に入ってい

ました。そのご紹介をさせてい

ただいた、というのが去年の話

です。 

 

 

 

 

 

 

 

現在のアメリカの IR の関心がど

こにあるのか、ということなので

すが、さきほどの本自体、アメリ

カでは 10 年前に出版された本で

す。それを今年の３月に翻訳して

出版したのですが、そのときにハ

ンドブックの編者であるハワー

ド先生に現在のアメリカの状況

を含め、序文を書いていただきま

した。現在、アメリカでは、デー

タの分析などは重要なのだけど

も、「学生の学習」や「大学教育

の有効性」みたいなものを測定す

る、というようなことが IR の活動の中心になりつつある、とのことでした。それはどういうこと

なのか、と言いますと「学生の学業への営み、それら教育コースの学生の満足度、大学の環境、

教職員の満足度などを測定する」。このあたりが 10 年前と比べると強くなっている、というよう

なお話でした。 
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組織の効果性というのは参考に

入れさせていただきました。

Institutional Effectiveness とい

うのが向こうでは流行りつつあ

るのですけど、来年とか再来年に

こういう勉強会で扱っていくよ

うな話なのかな、と思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

去年ですね、アメリカにいる本田

さんと浅野さんと私で、いくつか

の大学の IR オフィスに調査に行

ってきました。「定例業務として

何をやっているんですか？」とお

伺いすると、結構、学生周りのこ

と、教育関係が多くて、外部評価

などは臨時的（アドホック）にや

ることで、今日扱うようなエンロ

ールメント・マネジメント関係の

ところをルーチン的に、メインに

やっている、という話が伺えまし

た。 
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「エンロールメント・マネジメン

トとは何か」というのは非常に難

しいところです。我々、翻訳チー

ムも Enrollment Management

をどう訳すのか、というところは

何度も議論を重ねたのですが、日

本にぱっと置き換えられる概念

がないので、当面の間はカタカナ

で行かざるを得ないだろうな、と

いう結論に至ったので、ちょっと

長いのですが、我々の本の中では

「エンロールメント・マネジメン

ト」ということで訳語を統一して

おります。今後、概念整理をしなくてはならないのか、とは思っています。エンロールメント・

マネジメントですが、本文中ではどのように説明されているのか、といいますと「学生が大学に

入学し、在学し、卒業するまでのフローを検査・調査し、管理しようとする IR 活動と企画機能」

と説明しています。何を言っているのかイマイチぴんとこないところはあるのですが、IR の立場

としては、「学生獲得」と「学生フロー」のあたりを基本的には支援していくところです。また、

エンロールメント・マネジメントとしては、学生が入学してから卒業するまでのフローをきちん

とマネジメントしていくこと、のようです。 

 

 

去年も報告していますのでこの

辺はかなりざっとしか見ません

が、まず学生獲得。ここでは、「１）

どのくらいの学生が入学可能者

として存在して、２）どのくらい

が入学してくれるのか、をデータ

をもとに明らかにしたい。」とい

うのが基本的な欲求です。ぜんぜ

ん自分の大学に来てくれなそう

な人に働きかけていても仕方な

いわけで、来てくれそうな人に入

試広報なんかをガンガンかける

など、コストパフォーマンスを考

えて学生獲得活動をしたいわけですね。また自分の大学に比べて実力がなさ過ぎる学生さんが来

れば、くじけて辞めちゃうでしょうし、レベルが高すぎる子がくると、つまならくて辞めちゃう、

みたいなことがありますので、きちんとその大学にフィットした子を探して来るために何をやる

のか、ということでもあります。教育パイプライン、つまり、入学可能者がどのくらいいるのか、
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ということです。 

 

 

それで、いわゆる歩留まり、で

すね。合格通知を出しても逃げ

ちゃう学生さん。その辺のとこ

ろをどうするのか。そういう風

に逃げないように、例えば、ど

のように大学がその学生と接触

いていて、その結果、来てくれ

るのか、来ないのか分析してみ

たりです。次に、経済的支援で、

授業料のディスカウントもそう

ですが、独自の奨学金制度など

を持っていますから、どういう

奨学金を充実させると、いい学

生さんが残ってくれるのか、み

たいなところを分析します。 

 

 

 

学生の流動ですが、リテンション

率というのは、みなさん結構耳に

する言葉だと思いますが、簡単に

言えば、次の年度に学生がどのく

らい残っているかどうか、という

ことですが、それよりは、学生の

流動、Student Flow で見ていき

ましょうよ、という話です。退学

行動を研究して、みんなで勉強し

たりもします。 
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学習準備状況。適切な準備状況に

ある学生が大学に来ているのか

どうか。それらの学生をどのよう

なクラスに配置するのか。そして、

カリキュラム分析。ちょっと IR

の視点から見てみますと、大学が

こう受けて欲しいという科目、こ

ういう順番に受けて欲しい、とい

う科目が実際どうなっているの

かを、現場の担当者といろいろ分

析していく、という話です。つま

り、そういうことをエンロールメ

ント・マネジメントの方は IR と

組んだりして分析しているわけですね。 

 

 

キャンパスの雰囲気ですが、人

種差別とかしていないか、そう

いうところも結構重要視する、

というようなお話でした。 
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エンロールメント・マネジメント

をどう支援するか、というような

話は、どちらかというと IR の話

なので、今回はとばしてしまいま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去年の報告書なんかもご覧くだ

さい。 
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アメリカでエンロールメント・マ

ネジメントが重要な理由は何か、

ということをいくつか考えてみ

ますと、まずアメリカの場合、学

生の受入れ数をその大学で決め

られるわけですので、教室の数と

か先生の数とか、そういう学習環

境を低下させない範囲で学生を

受け入れることができます。です

ので、施設、カリキュラム、クラ

ス配置、教員配置といった教学上

のマネジメントは、その大学にと

って最適な学生数にするために

どうしたらよいのか、ということになるわけですね。学生を採りすぎて、教室からあふれてしま

うようなことになれば、嫌で辞める学生も多くなるでしょうし、ガラガラでも経営的に苦しくな

る。ここが財政上、重要なわけです。単位互換制度も充実していますので、コース間、大学間の

学生移動が頻繁に起こりますので、そういう中で、教育プログラムの質を維持し、説明責任を果

たしていかなくてはならないわけです。つまり、経営的に成り立たせるだけでなく、州政府など

の学生の学習や大学教育の有効性に関する関心が高まっているわけですから、エンロールメン

ト・マネジメントというものが重要視されるのかな、と思います。ただ、日本に於いては、入学

定員もあり、退学して他所の大学に行く学生はまだ少数派です。ですので、学生の流動性の高い

アメリカのエンロールメント・マネジメントと日本のエンロールメント・マネジメントは相当程

度違った中で考えていかなくてはならないのだと思います。また、アメリカではエンロールメン

ト・マネジメントが必ず上手くいっているのか、というと IR の例を見るにも必ずしもそうではな

いと考えられます。 
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日本でも、認証評価の基準などか

ら学生の学習や大学教育の有効

性に関する関心は非常に高まっ

ているわけです。学習成果アセス

メ ン ト （ Learning Outcomes 

Assessment）、この辺の学習成果

の把握、内部質保証も重要なので

すが、その大学の目的や目的に照

らして、学生の動向について大学

の入口から出口まで、特に在学中

ですね。この辺を適切に評価と言

いますか、現状把握していくこと

が重要ではないか、と我々は考え

ています。今回は、日本でのエンロールメント・マネジメントに関して「こういうのはどうか」

というような非常に良質な実践例を紹介いただき、我々が「評価」や「IR」というキーワードを

通して、今後、どのように自分たちの大学で、エンロールメント・マネジメントということを利

用して改善、改革を考えていけばよいのか、ということのヒントをお持ち帰りいただければ、と

考えています。 
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創価大学データ集積と活用の取り組み 

 

創価大学 入試事務室    

課長  澤登秀雄 

 

創価大学の入試事務室課長の澤

登と申します。先ほどは浅野先

生から過分なご紹介をいただき

ましたが、あそこまではできて

おりません。ただ、私のここ 10

数年の異動についてちょっとお

知らせしますと、十数年前企画

課におりまして、理事会の運営

や設置申請に関する業務をメイ

ンとしておりました。その途中

から2004年度に大学基準協会に

出向いたしまして、認証評価元

年を迎え、大学に戻って３年間

大学評価に携わりました。その

あと教務課に異動となりまして、教務課長として約４年間やりましてから去年の９月に今の入試

課長となっております。この間、いろいろな部署異動がありましたが、共通して関係してきたこ

とについてご紹介したいと思います。 

 

 

まずここの（１）なのですが、

創価大学に在籍する／在籍した

学生のさまざまな実態を、感覚

で「こういう感じだったよな」

というとらえ方が多かったわけ

ですが、極力データによってし

っかりと掴みたい、というのを

第一の目的といたしまして、

2003 年頃に委員会を立ち上げま

して、入学から在学、就職そし

て卒業までの一貫データを 2007

年から継続して集積して参りま

した。この【集積項目】にある
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ようなデータをそれぞれ集積して参りました。これらを用いまして、例えば、入試種別と GPA と

か、留学経験と就職先、クラブ活動と通算 GPA などの相関関係など、さらに、低い GPA の中で、

どの入試区分で入学した学生が多いのかなど、どちらかというと大括りで分析して、その都度、

首脳に報告してきました。一方、この一貫データは卒業し、進路・就職先が埋まって初めて完成

しますので、４年前の学生の実態がその年の春に完成する、というようなこともありました。そ

こで、よりリアルタイムで学生の追跡、状況を把握できるように、１年次ではこういう項目が必

要ではないか、２年次になるとこういう項目も入ってくるのではないか、ということを割り出し

まして、現在システムを改修しております。これらをまとめたような形で情報システム部では、

数年後に総合データベースの構築に向けて検討が始まっております。 

 

 

続きまして、２番目としては、

創価大学全体として（２）のよ

うに GPA数値を卒業要件として

設定しております。つまり文系

でいえば 124 単位取ったとして

も基準の通算 GPA（2.0）を超え

なければ卒業ができない、とい

うようにしており、創価大学と

しての社会に対する最低限の質

保証を明示しています。また

CAP 制度もセメスター制も導入

しておりますので、短期間に

GPA 数値の平均を上げることは

できませんので、４年間継続的

に学習に取り組んでいただきたい、という願いも込めてこのような制度を設定しております。セ

メスターGPA で基準の GPA に達しない学生がいれば、アドバイザー教員が面接をしたり、さら

に２期連続となると、学部長が面談をしたり、場合によっては保護者が同席したりするなど、ア

ドバイスをしながら進めております。そのアドバイザーの報告書を提出していただいて、状況や

様々な原因の把握に努めております。また、それと関連して、「再履修制度」と言って、同一科目

を再履修した場合、成績評価が上書きされる制度も設けています。たとえば、C（GP=2.0）で合

格した授業について、その授業を再履修し B 評価で合格すれば GP が 3.0 がとなり、その学生に

とっては卒業要件である GPA 基準=2.0 を上げる要因となるわけです。勿論当初 C だった成績が

D になる場合もあり、そうなると GPA は 1 として上書きされてしまいます。授業の出欠も IC 学

生証で把握、アドバイスの際にも活用しております。 

また、先ほど一貫データを補足する意味で本学も学生調査を全学で実施しております。３年ご

とに実施しておりまして、１年次生が４年次生になったときの変化を見るようにしております。

一昨年も入試、キャリア、教務、学生という区分で私たち職員が分析し、大学教育研究評議会－

学部長会議みたいなものなのですが－や職員の部課長会で報告したことがありました。 
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４点目に学習成果、ラーニング・アウトカムズの把握に取り組んでいます。まず共通科目で試

行的に実施し、学士課程教育機構で、共通科目における８つの学修成果を策定いたしました。一

昨年、２泊３日の合宿を組みまして、集中的に議論し、「○○ができるようになること」という視

点を中心として８つ決めました。８つそれぞれに細目を決めておりますが、そのラーニング・ア

ウトカムズの８項目は今年の４月からはシラバスにも掲載されております。その科目はどのラー

ニング・アウトカムズに該当するのかをシラバスにチェックでき、それを達成するためには、ど

のような授業方法を採るのか、そしてどのようなアセスメントをするのかということまでも盛り

込んで、いつくかの共通科目で試行を行いました。この春に、それらの科目の報告書をホームペ

ージでも公開いたしました。 

その中で特に重要だと判断したのがアセスメント方法です。レポートなどを課す授業も結構多

くありますので、ルーブリック評価を大学としてしっかりと採り入れようということで、教員に

もルーブリック評価の研修を行いまして、レポートを課す共通科目については、基本的にそのレ

ポートはルーブリック評価で行っていただけるよう、推進しております。50 人履修者がいれば、

そのうち例えば、A 評価が５名だったとしましたら、その５名というのはルーブリックから判断

すると、このような力を身につけたのが A 評価であり、５名います、ということで、より学習成

果を授業でわかりやすくする、と。当然その評価指標は学生にも公開しておりますので、教員も

学生もそれを認識した上で授業も臨む、というようなことを試行的に取り組んでおりまして、各

学部でもこれに沿って、ラーニング・アウトカムズの策定まで進んでおります。特に後ほど発表

する経済学部は、それからさらにカリキュラムマップも作りまして、この力を付けたい場合には

この科目、というようなところまで落とし込んで、現在、取り組んでおります。 

 

 

これはもう少し具体的なプログ

ラムですが、2010 年に創価大学

独自のオナーズプログラムとし

て、「グローバル・シティズンシ

ップ・プログラム（GCP）」とい

う全学で 30 名を選抜して特別な

授業を行うプログラムを設置し

ました。海外の大学院や国際機関

などを目指す学生のためのプロ

グラムで、通常の学部の授業以外

に授業時間を設定して、かなりの

宿題も課しながら双方向の授業

も採り入れております。そのプロ

グラムの中で学習時間調査を定

期的に行い、英語のスコア（TOEIC 等の伸長状況）は常時把握しております。また、GCP 独自

の学生調査なども行っておりまして、それを、GCP の中に「チュートリアル」という個別指導の

授業がありますので、それらをもとに個別指導を行うような取り組みもしておりまして、この
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GCP の取り組みのエッセンスをゆくゆくは全学に展開したいと考えております。「経済学部イン

ターナショナル・プログラム」の取り組みは後ほど、神立学部長から発表していただきます。今、

お伝えしました様々な取り組みは、ある意味、個別に進んでいる部分もありますので、創価大学

として、これらをさらに統括して、システマティックまたマネジメント的な視点でこういった IR

活動を進めなくてはいけないのではないか、という意識もありましたので、昨年、IR に関するワ

ーキンググループを、副学長を委員長に教職員で構成して作りました。現在、このワーキンググ

ループで学内に点在しているデータ集積の取り組みや、いろいろなものを一度統合して、創価大

学としての IR を改めてどう組み上げるか、そんな検討をしております。 

 

 

私自身も 2006 年にアメリカの、

ある大学の IR オフィスへの視察

に行きました。その大学の事情を

お伝えしますと、その大学の IR

オフィスでは、どちらかというと、

アクレディテーションへの対応

がほとんど唯一の場だとおっし

ゃっておりまして、つまりいろい

ろな基礎データの提示だとか集

積とかそういったものを中心に

している、というようなコメント

がありました。私の前提は、デー

タを集積して、分析した後、そこ

からさらに政策形成とか政策提

言にどう持って行っているか、またそういう事例が学内であるかどうかという意識でしたので、

その点を確認しましたら、それほどやっていない、との回答でした。機能が完全に分化している

ので、私たちはデータの集積が中心だというようなコメントもありました。IR の機能は大学の規

模や選抜性が高いかどうかなどにも影響を受けるように思います。そういう意味で、まだまだ私

の中でも、また日本の大学界にあっても、IR と言いますとデータを集積して分析して政策形成ま

で持って行く、といった動きや機能がアメリカの大学ではかなり進んでいる、というイメージが

ありましたけれども、そういう視点から見ますと、それほど上手くいっていない、と言いますか、

機能分化が進んでいるというのが実感です。従いまして、その大学にとって IR をどう位置付ける

のかということが重要だと、改めて確認いたしました。 

この件は、さきほどのニューヨーク州立大学の本田さんともメールでいろいろ意見交換をして

合意した点でもありました。その上で、データでものは言い切れない面も確かにある、と実感し

ております。例えば、さきほどの学生調査などで、いろいろ分かってきた項目の卑近な例として、

本学の学生の中で自宅から八王子にある創価大学に通ってきている学生が全体の３割少々いる、

ということが実態として把握できました。鉄道のどの路線を使っているのか、というところまで

把握できておりまして、また、その学生の声として、駅から大学までのバス運賃が高い、という
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声がたくさん上がりました。片道 300 円かかっておりますので、往復１日 600 円。１ヶ月 20 日

来るとしても、12,000 円ほどバス代が単純にかかっているわけです。なかには八王子駅に自転車

を置いて、そこから大学まで自転車で通っている学生もいる、という実態も分かってきまして、

その改善に動きました。データをもとに様々検討しまして、この 10 月から JR 新宿駅西口から大

学のキャンパス内まで高速シャトルバスを運行します。片道 400 円、電車とバスで来るよりはは

るかに安い料金設定で、この秋から試行して来年から本稼働したいというところまでたどり着き

ました。 

仮に学生のデータや声を拾ったとしても、それをどう活用して政策形成にまでつなげていくか、

ということは、ある意味別の能力が必要なことを実感しております。データから一歩踏み込んで、

新しい政策を作る発想や視点だとか、それに伴う部署間の調整能力、実施しようとする政策のプ

レゼンテーションなどある意味いろいろな能力が要求され、ハードルがいくつもあります。そう

いったものを乗り越えていくだけの情熱を含め、それらのものが別の能力として必要だというこ

とを感じております。その意味で、データだけでものは言い切れないと思っています。 

とは言いながらも、まだ、事務局でいえば各部署で、いろいろな仕事をデータでしっかりと把

握することはまだまだ必要で、そこから何か政策形成をする、という意味での活用の余地はまだ

まだあると思っております。 

 

 

最後に、私の考えとしては、創

価大学の IRの方向性といたしま

して、できれば各部局において

IR 的な発想での業務遂行と、そ

れに基づいた政策形成・提言を

するような方向に持って行けれ

ばと思っています。 

さきほどのワーキンググルー

プでさらに検討していきたいと

考えている次第です。 

ありがとうございました。 

 

 

 

於：平成 24 年 9 月 7 日 神戸大学六甲台キャンパス 百年記念館会議室 A 

 

澤登秀雄  創価大学入試事務室（課長） 

平成 16 年度に大学基準協会に１年間出向し、実際に多くの大学評価（認証評価）に携わった。大学に戻り、自大

学の認証評価受審の責任者として３年間評価作業を担当、その後、教務課長を経て、現在は入試事務室課長。平

成 18 年度にはアメリカの大学に IR に関する調査に行った。創価大学内でも IR に関するワーキンググループを立

ち上げ、その運営にも携わっている。 
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「世界基準の授業」を目指して 

－創価大学経済学部ＩＰの取り組み－ 

 

創価大学 経済学部      

学部長  神立 孝一  

 

 

どうも、こんにちは。海外に行

きますと、報告者はまずジョー

クから始まると言われています

が、日本人の報告者は言い訳か

ら入る、という話で、私も言い

訳から入らせていただこうかな、

と思っています。日本人のアイ

デンティティを確認したいな、

と、こう思っている次第ですが、

まあ、こういう研究会のお話を

引き受けるときには、本当に気

軽に引き受けるのですね。それ

で、来てみて本当に後悔するわ

けですね。これでいいのか、と、

自分で反省しながらここに立っているわけですが。エンロールメント・マネジメントという非常

に難しい名前が付いていて、私たちが取り組んだのが、IP という名前が付いている取り組みで、

始まったのが 1999 年で、いわゆる前世紀です。その段階では、エンロールメント・マネジメン

トなどという言葉はございませんでした。 

 

 

結果論として、そうなった、というところな

のですが、今回、浅野先生、嶌田先生からは、

苦労話をせよ、そうすれば、みんな喜んで聴

くぞ、という話だったので、苦労話を持って

きたわけですが、どっちかというと愚痴にな

りそうなので、それも怖いな、と思いつつ簡

単にご説明させていただけたらな、と思って

おります。 
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澤登の方からいろいろな説明が

あったので、飛ばしながら行きま

すが、本学は 1971 年に開学しま

して、まだわずか 40 年の大学で

す。全学で 6 学部ございます。東

京の八王子という、どちらかとい

うと郊外で、よく言うと自然に恵

まれたところ、悪く言うと大学以

外に学生が行くところがない、こ

ういうところでございます。ごら

んになっていただければ、分かる

と思いますが、緑がいっぱいある

大学です。地方から来た学生が、

東京だっていうから来てみたら、自分の故郷と変わらないと、こういうことを言っている学生も

います。 

 

 

建学の精神が、こちら３つで、全

学でこれを目指してやっていこ

う、としています。「人間教育の

最高学府たれ」「新しき大文化建

設の揺籃たれ」「人類の平和を守

るフォートレス（要塞）たれ」こ

れが私立大学として本学の目指

すべき目標となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

今日の具体的な話であります IP ですが、これは International Program の略称で、何を目指して

始めたのか、といいますと、まず「１」経済学と実践的上級語学力の統合教育システム」です。

言うと非常にかっこいいのですが、要は経済学という学問は基本的にアメリカで勉強しても、ヨ

ーロッパで勉強しても、中国で勉強しても中身は変わらないのですね。だったら英語を一緒に、

英語で教えてもぜんぜん中身は変わらないわけだから英語の語学力を付けると共に経済学も勉強

しよう、そういう意味での統合教育システムを考えてみた、というわけです。 
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その中で、もう一つそのポイン

トになるのは、前提となる「２」

知識・スキルの習得と国際経験

を積む」ことです。これが具体

的にないと、おそらく英語を勉

強する目標もないわけでして、

さらに、実際にはそれをツール

としてどう使うのか、というこ

とが大事、ということで二つ目

の目標を掲げました。最終的に

は３つ目で「３）実践的英語力

の目標達成方法の明確化」です。

これはこれから説明します。 

 

 

 

カ リ キ ュ ラ ム で す が 、

International Program、IP 生の

各学期の履修科目というのは、

本学では履修の上限が 20単位と

なっていますが、１年生の前期

は 10 単位が All English の授業

です。これはいろいろなスキル

教育も含めてです。例えば、ノ

ートをとるとか、リスニングす

る、それからプレゼンテーショ

ンをどういう風にするのか、そ

れを全部含めてカリキュラムの

中に取り込んでありますので、

授業全体としては日本語で行う

必修科目と IP、1 年生前期の場合はこれだけで一杯になってしまいます。20 単位しかとれないわ

けです。1 年生後期になっても同じように全体の半分、およそ履修単位の半分がすべて英語で授

業をやる、と。そういう形態で現在やっております。ただ英語としてもレベルがありますので、

英語の習熟度によって２レベルに分ける、と書いてありますが、これはいわゆるプレイスメント

テストというのを入学式が終わったらすぐにやりまして、そのプレイスメントテストにもとづい

てレベルをきちっと分けよう、と。一人ひとりのレベルに合った英語ですね、これを教える、と。

ですから１年生で入ってきて、非常にレベルの高い学生は２年生と一緒のクラスで授業を受ける、

ということになります。それぞれ担当教員がレベルごとに必ず集まって議論した上で、それをや

る、適切な授業内容を行う。それが鉄則になっています。 
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これが授業風景なんですが、最

近、いろいろな形で授業の取材

をしていただきまして、時事通

信社からこの「「世界基準の授業」

をつくれ」とこういう本を出し

ていただきました。見ていただ

くと分かるのですが、「奇跡を生

んだ創価大学経済学部 IP」とこ

うなっているわけですね。それ

で「奇跡を生んだ」というのは

やめてくれ、と、僕らは普通の

教員としてやるべきことをやっ

たまでで奇跡を生んだわけでは

ないんだと、言ったのですが、

担当者が「いや、「奇跡を生んだ」ってフレーズを使わないと売れないから付けさせてください」

というので「奇跡を生んだ」という形になりました。今、ここで授業をやっていますが、彼女が

ホンマ・マリコ・ジョーンズといいまして、いわゆるネイティブの先生です。ネイティブの先生

は２人おりまして、その２人が中心となって IP を運営しています。ですから日本の授業形態とは

全く違っていて、議論中心の、グループ討議をする形での授業の中身になっております。 

 

 

どうして IP を始めようかと思っ

たのか、という理由なのですが、

いくつかの危機感がありました。

90 年代の後半です。入口段階で

すが、本学は附属校を持ってい

まして、東京に創価高校、関西

に関西創価高校という２つの系

列校がありまして、これは推薦

入試なのですね。推薦入試なの

ですが、一応、面接試験を実施

しまう。第一希望、第二希望、

第三希望と学部を書かせて行う

のですが、経済学部は本当に人

気が無かったんです。僕が面接

をやった時ですが「どうして経済学部に来たの？」と訊くと「ええ、いやあ」みたいな感じに口

を濁すんですね。「本音でいってごらん」と、やさしく声をかけると「実は、他の学部に行きたか

ったんです...」「行くところがないから経済学部になっちゃったんです...」こういう学生がすごく

多くてですね、これはなんとかしなくてはならないな、と。非常に不人気で特に高校生の声を直
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接聞ける、というのは、附属校の生徒たちが、もっともダイレクトに来ますから、その話を聴い

て、ちょっといろいろ考えました。こう、危機感を感じました。もう一つは共通科目でですね、

いろんな学部が一緒になってやる授業があるのですが、私も経済学部、法学部、教育学部といろ

いろな学生を教えるわけです。そのときに経済学部の学生が、ぜんぜん議論ができないんですね。

何にもしゃべらないし、しゃべらせてもロクなことを言わない。これはちょっと中身も問題だぞ、

ということで、それはまた 1 つの危機感になっています。もう一つは、出口の段階で一部上場の

企業に進む就職率が非常に低い。こういうことが重なり合って、これはなんとかしなきゃいけな

いぞ、ということで、いろいろと若手の教員たちが、集まって、こういう 1 つの流れの中で IP を

導入しようじゃないか、ということに至ったわけなんです。 

 

 

特に「学部教育の低迷と教育改

革への志向と努力」と書いてあ

りますが、要は教授会が終わっ

て、愚痴りあって、なんとかせ

なあかんぞ、というわけでお互

いに議論したわけなんですね。

その中で出てきたのが生徒たち

が最も望んでいることは何か。

それは英語ではないか。そうで

あるならば、なんとか英語を使

って経済学の勉強ができないだ

ろうか、と。最終的にここに行

き当たって、これを中心にして、

プログラムを組んだらどうなる

だろうか。この点をそれぞれ若手の教員たちが話し合って、それでこれは我々日本人が教えるの

ではだめだ、とにかくネイティブの人に来てもらって、それできちっとしたプログラムの中に入

ってもらって、それでやろう、ということになって、それからネイティブの教員を探し始めて、

呼んでくる。これもまた、非常に山あり谷ありだったのですけど、1 人は先ほど紹介した女性の

ホンマ・マリコさん。お父さんがアメリカ人でお母さんが日本人のハーフです。なんと日本人の

旦那さんと結婚したので、日本に来たので、それを引っ張り込め、というので来てもらいました。

もう 1 人は、エドウィン・アロイアウという中国系のアメリカ人ですが、この人は英語がしゃべ

れない人に英語を教えるプロ、逆に言えば経済学のプロパーではないんですね。英語教育のプロ

パーだったわけです。その英語教育のプロパーを経済学部になんとか入れる、という人事が、こ

れがなかなか大変だったのです。本来であれば、教員の定員がありますから、その中に全く経済

学と関係ない人をどうやって入れようかというので、これはとにかく経済学部を復活させるため

にどうしても必要だ、と若手の教員が一致団結してお願いしました。その 2 人を中心にして、い

ろいろな形でグローバル化、といいますか、このように掲げたものに向かって進み始めた、とい

うことです。 
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他の先生方は、言ってみれば消極

的賛成でした。よくありますよね、

消極的賛成。「学生の実力がこん

なことで変わるのか？」「英語な

んかやって、本当に経済学の力な

んて付くのか？」という経済学の

プロパーの先生もいました。だん

だん、だんだん、それが変わって

きたのが導入して５年目くらい

です。「お、これは、英語でやっ

たけど、なかなか経済学を理解し

ているぞ」ということを他の先生

も理解していただき始めました

ので、最終段階くらいになりますと、「これはいいぞ」という話になって、もっとカリキュラムを

充実しよう、という形に変わっていきました。 

 

 

学生に実際にどのように力が付

いていったのか、というのを見

るのが教員には一番なのですね。

当然、偏差値も徐々に上がって

いきました。それで、2007 年度

の特色 GP でこういうテーマで

採用していただきました。この

ときが種々のプランを推進する

絶好の機会になりました。特に

学部にラウンジを作ったんです。

学生たちが自由に出入りして、

そこで議論をしたり、勉強をし

合ったりする空間ですね。そう

した教室を１つ作ってもらいま

した。このラウンジがすごくよかったです。学生たちが自由に来て、先輩が後輩に教える、そう

いうことをワイワイやるようになって、これまでは勉強しにくいな、って言っていた学生でさえ

もがそこに集まるようになってきたわけですから。そこから一気に学部のカラーというか雰囲気

がガラッと変わっていった。そのきっかけの 1 つがこの GP だったと思います。 
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IP の履修者の推移ですが、99 年

から試験的に始まったわけです

が、見ていただきますと分かり

ますように、うなぎ上りに上っ

ていきました。どうしてこうい

う形が実現したのかというと、1

つは一番始めに危機感を抱かせ

てくれた附属校の生徒たちが入

ってきて、自分の実力が伸びた。

それを今度は後輩たちに「経済

学部、結構行けるよ」というこ

とで宣伝してくれたのですね。

逆にその学生たちが、ぐっと牽

引してくれまして、そのうちに

だんだんとそのプログラムが附属校だけじゃなくていろいろなところに伝わっていく形で、英文

科に流れていた人たちが、経済学部に流れてきました。英語学をやるのではなくて、英語をツー

ルとして使いた。それなら英文科ではない、経済学部だ。こうなってきてですね、一気に増えて

きまして、７割から８割の新入生が IP に参加をするという形になりました。 

 

 

実際の英語学習推定時間数をは

じき出しますと、本学の場合には

セメスター制を採っていますの

で第一セメスター、第二セメスタ

ーが１年。第三セメスター、第四

セメスターが２年、と二年間に渡

って授業外学習時間をはじき出

してみました。その合計が約

1500 時間くらいになるのですね。

なぜこの量の時間になるのかと

いうと、ものすごく過酷な課題が

出されます。例えば、３日か４日

で30ページから40ページの英文

を読んでまとめなさい、というような課題が出ます。それに対して学生たちは必死になって応え

ようとしていきます。なぜ応えようとしているかというと、とにかく 10 代後半から 20 代前半の

２年間、集中的に語学を学べば必ず身につく、というのがさきほどの 2 人の英語担当の先生の哲

学なのですね。だから、それを学生たちに植え込んで、とにかくついてこい、と。ついてきたら

実力伸ばしてやるぞ、という形でずっとそれをやってきたのです。学生たちが僕たちに愚痴るん

ですけど、「受験勉強のときよりも大学に入ってからのほうが苦しい」と。勉強が、つらい、たい
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へんだと。こう言っています。まさにホームワークのなせる技だと思います。 

 

 

これがちょうど2006年のときに

採ったデータです。１年生の始

めに 434.6 点だった ITP 、

TOFEL の模擬試験の点数が、１

年生の終了時に 477.4 とこうい

う形に上がっていきました。一

番大きいのはここなのですね。

ここの 500 点以上の人たちがぐ

っと増えた、というのが、これ

がものすごく影響がありました。

やはり TOFEL で 500 点以上を

取る、というのはなかなかたい

へんなのですが、それが１年間

勉強すれば、なんと行けそうだ、

という雰囲気になってきたわけですね。それがすごく良かったと思います。 

 

 

最近はどうなの火と申しますと、

これが 2011 年のデータなんで

すが、441 点が 501 点に上がっ

ている。こういうデータです。

ですから、IP に入った学生たち

の力は確実に伸びている、とい

うのが裏付けられています。 
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それで、今度はさきほどの 2007

年の GP を採用していただいて、

もう少し進化形を考えよう、と

いうことで JAS プログラム、と

いうのを始めました。これは、

Japan Asia Studies プログラム

と言うものです。現在本学には、

だいたい 300 人くらいの留学生

が来ているのですが、その中で

英語であれば聴いて分かる、と

いう留学生をなるべくいっしょ

の授業に誘い込んで海外の留学

生とこの IP を受けた上級クラス

の学生たちがともに学ぶ、とい

う 1 つのプログラムを考えてみました。すべて英語です。少人数クラスでインターアクティブな

授業をやっています。そのために講座数が足りなくなりまして経済学部の中堅から若手の教員、

一番上は 50 代をちょっと超えた人だったのですけれど、メンバーを選抜して４人、アメリカにホ

ームステイの研修に行ってもらいました。３週間、英語教育法というのをやりました。その人た

ちが中心となって通常の日本のことを英語で説明する、という講座を持ってもらっています。そ

れがこの JAS プログラムで、だいたい 17 カ国から 60 人くらいの学生がこれを履修しています。

単によく言われるアジア系の留学生だけではなくて、中国系、韓国系だけではなくて、ヨーロッ

パのフランスだとかイギリスだとか、あとアフリカ系がいます。東南アジアだとマレーシアとか

シンガポールとか、そのあたりの学生が来て一緒になって日本の勉強をしています。すべて英語

でやっています。 

 

それから、もう一つは海外イン

ターンシップというものを実施

いたしまして、今、３つのプロ

グラムが走っております。マン

チェスター、バンクーバー、本

年度からはメルボルンというこ

とで大体語学を３週間から４週

間程度勉強してもらって、あと

４週間のインターンシップ。こ

れはもちろん全部英語で働くわ

けですが、そういうプログラム

を組みました。マンチェスター

については、イギリスの国内の
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事情でインターンシップが４週間できなくなって、今年から２週間になっています。非常に難し

いみたいです、労働条件が。そうした変化はあるのですが、この３つのプログラムを走らせてい

ます。 

 

 

就職活動では、海外留学比率の

増加です。本学でも 137 大学の

47 の国や地域とさまざまな協定

を結んでおりまして、交換留学

をやっているのですが、交換留

学生のうち 60％が経済学部の学

生です。英語圏のみでは約 70％

が経済学部の学生という割合で

す。以前とは大きな違いです。

英語力で勝負しよう、と。特に

一部上場企業、外資系企業へ自

信を持ってチャレンジする学生

たちがぐっと増えてきています。 

 

 

最後に今後の課題なのですが、

最大の課題は 18歳人口の減少に

対して、どのように魅力あるプ

ログラムをやるのか。僕らが持

っている IPとJASをさらにどの

ように展開するのか。これが

我々の課題になっています。も

う一歩踏み込んだプログラムを

考えようと､議論を続けていま

す。それから、海外インターン

シップの充実ですね。これは今、

グローバル人材というのが叫ば

れていますけど、これをもう少

し具体的に、もうちょっと幅を

広げて、例えばアジアの市場ですね、そこで縦横無尽に働くことができるような、そういう学生

も作ってみたいなと、こう思って、現在、アジアのインターンシップ先を探しているところです。

それから、モチベーションの維持と向上のために何ができるのだろうか。要はこれがないと実際、

何をやっても無駄ですので、学生たちにどうやって、モチベーションを向上させるのか、ここを

経済学部のスタッフ同士で、今、議論をしているところです。体験的な話で申し訳ありません、
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雑駁な話でしたが、また、何かあれば細かい点は、あとでいろいろおたずねいただければ、と思

います。たいへんにありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

於：平成 24 年 9 月 7 日 神戸大学六甲台キャンパス 百年記念館会議室 A 

 

神立 孝一 創価大学 経済学部 学部長 

1955 年、東京都生まれ。現在、創価大学経済学部教授。経済学部学部長。2006 年 4 月、創価大学創価教育研究

所が開設されてから所長を兼務。創価大学経済学部卒業。同大学院経済学研究科単位取得退学。博士（経済学）。 

専門は、日本経済史。特に、近世（江戸時代）村落の経済情報システム、史料の保存管理学の研究を行っている。 

英国マンチェスター大学客員研究員、国文学研究資料館史料館客員教授などを歴任。 
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山形大学型 EM コンセプトと EMIR への挑戦 

 

山形大学 エンロールメント・マネジメント部    

教授  福島 真司  

 

 

山形大学の福島でございます。よろしくお願いします。東北ではちょっとややこしい名前でし

て、おそらくみなさまもお帰りになった後、私の話を少し憶えておいていただくと、「今日の講演

は、福島大の誰だったっけ」となることと思いますが、山形大学の福島でございます。それから、

山大というと、当地、神戸では山口大学を指すかと思いますので、さらにややこしいと思います

が、山形の福島です。 

 

こういったタイトルで、今日は

お話しさせていただきますけれ

ど、お手元の資料に無いスライ

ドがいくつか出てきますので、

こちら（スクリーン）の方をご

覧いただければ、と思います。

少し小さい字も多いですが。 

私自身の自己紹介なのですが、

こういったデータ分析やアメリ

カの EM という話になると、ど

うしても偏った議論になります。

マーケティングとか、いろんな

話が出てきますので。私は、こ

のように国公私立、規模の異な

る４つの大学を経験しています。その中でも、自分の大学がなくなるような、とか、紙切れ一枚

でボーナスが大きく減るとか、１／３の同僚教員が３年間でリストラに遭うとか、そのような経

験もしていますので、なんで自分が給料をもらって飯を食っているのかということ、目の前の学

生がいないと自分は飯が食えないんだということ、どんなに研究していても全く無意味で目の前

の学生がいないと我々は飯が食えないということ、そういうことを理解する経験をしました。そ

れで今、国立に来て、切った張ったがあまりないので、その辺もちょっと違いますけれど、まあ、

それぞれいいところ、悪いところがある、ということです。 

それから授業をやっています。こういう仕事ですので、教員職ですが、いつも大部屋にいまし

て、事務職員と一緒の仕事をしています。教職協働の仕事です。授業のノルマはないんですけど、

授業は好きなのでやってます。学生が分からないと、こういう仕事もできませんので。私の授業

では、まず最初、ひとコマ目にこういう約束をします。いろんな試算がありますけれど、ある教
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授の試算では、国立の授業は１コマ 6000 円、15 週で 9 万円。つまり、100 人いたら、そこに 900

万円集まっているわけですね。それは大変な価値ですので、「私の授業がつまらなかったら授業終

了後言ってくれば、一コマ 6000 円換算で全て返す」と約束しています。「その代わり、君たち、

たのむぞ、必死にやってくれ」と。「こっちも生活かかってやってるんだ」と。そういう話からス

タートします。そして、「１／２の学生が 1 コマでも返してくれと言ってきたら、私は辞表を書き、

二度と大学の教壇には立たない」と。まあ、教育の仕事しかできないので、仕事は続けますけど、

「教壇には立ちません」という約束をしてスタートします。でも、途中でですね、「やばいな」と

思ったら一杯おごるとかしまして、リスクヘッジをしています。結果的に、今のところセーフと

いう感じですが、研究というか、教育が好きな人間、教育という言い方もちょっとあれですけど、

こちらの方に足を置いている人間だというのをまず話しまして、で、EM ですね。この辺は、嶌

田先生の話もかぶってますので、トントンと行きますけど、ボストンカレッジにジョン・マグワ

イア博士、この人は理論物理学の方なんですけど、米国で有名な研究大学でテニュアトラックに

乗っていたのですが方なんですけど、母校から「帰ってきて、ちょっと手伝ってくれ」というこ

とで、アドミッションのディレクターとして帰ってきて、始めた、と。それで学生かき集めでは

上手くいかないということで、入った学生を満足させて、いい就職をさせて、一生大学といい関

係を続ける、そのサイクルが回って初めて、ご子息が入学してくれ、あるいは亡くなった後、遺

産を寄附してもらえるとか、そういうサイクルが回らないと大学は永続しないということです。

エンロールメント・マネジメントというと入学定員管理というのが、日本語では一番いい訳だと

思うのですが、入学者を恒常的にキープするためには、そういうサイクルを回さなきゃだめだと

いうことを理論化し、実践した方です。 

 

これは EM を表した概念図です

けれど、「一人の学生がある大学

に入学したら、充分彼が学費と、

期待に見合った学生生活を送れ

るかどうかという視点で、学生

を支援すること、つまり縦型に

組織されている事務組織を横断

的に管理するということが EM

の根本である。」学生支援の考え

方だとか、いろいろ言われるん

ですけど、一番大事なのは「充

分彼が学費と、期待に見合って

いるかどうか」というところだ

と思います。アメリカでは、大

学を出るときには、学生自身が授業料を払いますから、大変なローンを抱えています。なので、

ハーバードの場合はあり得ない、と聴きましたけど、中堅どころの大学だと、ワンランク、ツー

ランク大学のネームバリューを落としていくと、奨学金がもらえるということもあるわけです。

なので、フルに授業料払ってこの大学なのか、ちょっと名前は落ちるけれども、奨学金もらって
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こっちの大学で学ぼうか、ということを学生自身が考えて、どんどん転学をしていきますから、

これが極めて重要になります。学費と期待に見合っているのかどうか、というところですね。 

 

それから、横断的に管理する、

ところになります。今、いろい

ろと EM については言われてま

すので、いろんな大学のホーム

ページに出ていますけれど、学

生支援のあり方とか、教育の方

法だとか、いろいろ出てますけ

ど、まあ、そうではなくて、科

学的マーケティング手法によっ

て大学マネジメントサイクルを

回していくことだ、ということ

です。なので、ちょっとこれは

いろんな人の定義をごちゃ混ぜ

にして、私の考えも入れていま

すが、だいたいこの辺ではないかと。「EM は、大学調査などによって支えられ、戦略的なプラン

ニングによって組織され、学生の大学選択、大学入学、在学中の教育サービス、休学・退学の阻

止、（卒業後も含めた）学生の将来などに関わる支援諸活動を総合的にマネジメントすること。」

定義はこのあたりで考えております。この「大学調査」が IR ですが、ここで言う「大学調査」は、

第三者評価のような公開を前提とするものではない、と考えています。必ずしも公表を前提とし

ないものも含まれる、ということです。 

また、マーケティングの世界の定義なんかを持ってくると、マーケティングって「売らんかな」

という売る技法のことだと、大学の場合、学生を獲得するテクニックだと感じのものですが、こ

ういったマーケティングの定義は、かなり古いもので、今、例えば、アメリカのマーケティング

協会だとかさまざまなものを持ってくると、マーケティングというのは、組織一体となったダイ

ナミックな活動であること、これが定義の要素の 1 つです。もう 1 つが顧客価値の創造とその最

大化です。だから学生の価値を創造して、それを最大化するための組織一体となった取り組みが、

大学マーケティングの定義となります。 
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現在のマーケティングの定義を

含めて、大学に当て嵌めるとこ

ういった形になります。だから、

アドミッションがマーケティン

グなんだ、とか、あるいは同窓

会担当がマーケティングなんだ、

とか、そういうことではなくて、

一体となった活動だということ

になります。だから、この辺は

ぱぱっと書いていますけれど、

よくマーケティングスタッフは、

アドミッションだ、学生サービ

スがマーケティングのフロント

ラインと思われますが、バック

ヤードと書きましたが、既にマーケティングで言うとバックヤードではない。人事も、総務も、

財務も、会計も、契約もすべての事務スタッフは一体となって、学生の価値創造を。この人事で

学生の価値が上がるのか、ということですね。この会計の処理の仕方が学生にとって有益なのか、

ということを常に考える。これが一体となれば、学生の価値の創造につながりやすくなる、とい

うことです。よく会議の結論なんかを、「しょうがないか」という感じで組織の理論で決めますけ

れど、そうではなく、やはり学生、保護者がこの会議に参加していたら、今の結論になったのか、

ということを考え抜かなければならないということだと思います。 

 

この辺は言葉の遊びですが、「学

生のためだ」と自分の一回きりの

学生生活を考えて、「お前のため

を思って言っているんだ」と言う

姿勢ではなくて、自分の経験や知

識などのナレッジがあって、その

上で、今、二十歳の学生だったら、

どんな選択をするのか、そそうい

ったことを考えながら、こういう

姿勢を貫いて、学生と対峙する、

と。対峙というより、今は、同じ

方向を向かなくてはならないわ

けですけど、分析的に考えましょ

う、と。だからデータが要ると。会議で学生のニーズを決めない。「今の学生はこう思っているよ

ね」なんて誰が決めたんだ、って話なんですけど、こういうのを決めがちな会議は多いです。そ

れで学生分かったつもりで議論する。それから知ることをあきらめる。「今の世代って携帯だよね。

わかんないよね。」これを大学の教職員として言った瞬間にあきらめたバンザイ状態なんです。だ
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から、学生の価値を生めないので、私を含めてそういう考えになった者はこの業界から退場しな

いといけないと思います。個人的な考えや憶測をベースに議論するのではなくてデータファクト

をベースに議論する、そういったものが必要だと考えます。ただし、一方で教育に対する思い入

れは重要です。これがないとしょうがないので、思い入れを持った上で、自分はこういう学生を

育てたいとか、いろんな思い入れを持った上で、その通りになっているかどうかということはデ

ータやファクトを中心に考えましょう、だからデータベースが要りますということです。 

 

データベースの中身なんですけ

れど、やはり競合分析も必要で

すし、あまり SWOT みたいなも

のを時間かけてやるのはどうか

というのはありますけど、自分

ところだけをやってもいけない、

というところもあります。ここ

をちょっと青の点線にしていま

すけれど、例えば韓国の大学は

IMF ショックといいますか

1997 年に国家破綻をしかかり

ました。その当時、極端に言う

と韓国は日本よりも受験勉強が

厳しいって言われてますけれど、

韓国の東大を出ても就職無いという時代があったんですね。最高峰の大学を出ても就職がないん

だと、そういう時代を大学が迎えたときにどうなるんだということです。韓国のトップの大学は、

それから授業を英語でやっています。これはいろんなところから調査データが出ていますが、そ

の後韓国では英語の負担のため、精神的不安定者が増えたとか、いろいろ分析していますけども、

しょうがないですよね。飯が食えないわけですから。飯を食うためにはどうするか、ということ

でいろいろあるわけですから。こういう大学のモデルチェンジに我々がついていけるか、という

ことですね。AGB というアメリカの経営者の集まりがあるわけですが、何回か参加させてもらっ

て、その議論の中で、Diversity、多様性がテーマになっていてですね、「お前のところどうなん

だ、日本は。」と聞かれて、留学生 30 万人計画とか、山形大学も今はちょっと旗を降ろしました

けれど、「2000 人、全学生の 20％を留学生にしたいという計画があります」と言いました。そう

したら、「お前のところの学長は外国人か？」「日本人です。」「それなら経営者の何％が外国人な

んだ？」「いや、オール日本人です。」とか言って「それじゃ、教員の何％が外国人なんだ？」「あ

ー、ほとんど外国人いません。」なんて言うと、「それは無理だ」と。「アメリカでも失敗したのだ

けれど、国際化を学生だけに求めるのなんてあり得ない」と。「例えば、15 年後にそうなるので

あれば、10 年後には 60％、70％の教職員が外国人あるいはバイリンガルになっていないと不可

能だぞ」と言われて、「あわわわ…」と思いましたけれど、とにかく徹底的にやらないと、学生と

いうのは、さきほどの創価大学さんの事例ではないのですけど、徹底してやらないといけない。
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でも徹底してやりさえすれば、大学はまだまだ教育力持っているわけです。まあ、自分の大学だ

けのデータではなくて、そういうグローバルのトレンドを見ないといけない。こういうデータも

集積しなくてはならないわけです。 

 

それからマーケティングですが、

これには様々な調査が必要です。

その上でセグメンテーションし

て、ターゲットを決めて、その

中で自分の大学をどのポジショ

ンにおくかということをしっか

りと考えなくてならないという

ことです。すべての学生のすべ

ての満足を高くすることは不可

能です。学生満足度調査の多く

は、出てきたデータを業務ごと

に切り分けて関係部署に配布し

ます。「去年より数字あげろ。」

と。不可能です。永久にコスト

が拡大し続けます。自分たちは、どのグループの学生が一番大事なのか、ということはやっぱり

議論しなくてならないといけないと思います。でも、そのときにもデータがないとお話にならな

いわけです。 

 

本学の EM は７年目を迎えます

が、お恥ずかしい限りではあり

ますけれど、まだヨチヨチ歩き

の段階です。「学生を知り抜こう」

ということで、さまざまな調査

をやっています。そういうもの

を役員会等々のしかるべき会議

に報告しています。最初は、デ

ータ分析の話などは、あまり聴

いてもらえないのですが、まあ

良質な調査結果を出せると、だ

んだん、もっと持ってこい、と

いう話になりますので、それを

今やっているというところです。 
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これはお手元の資料にあります

ので飛ばしますが、いろいろな調

査をやっています。本家本元のア

メリカのボストンカレッジで最

初に EM をやったジョン・マグ

ワイアさんという人は、今、ボス

トンカレッジをスピンオフして

マグワイア・アソシエイツという

会社を作っています。大学マーケ

ティングのコンサルタントです。

彼らは、こういう EM チェック

リストというものを作っていま

す。海外の大学のバイスプレジデ

ント（副学長）クラスにインタビ

ューに行かれると分かりますが、資料を持ってしゃべる人はほとんどいないんです。「今、どんな

問題ありますか」と聞くと「学生募集で言うと、アジア系が何％で、ヒスパニック系が何％で」

って空で言って、「そのうち奨学金を希望しているのが何％、実現したのが何％、そのうち満足度

が何％でリテンションがどうこう」と、全て空で言うわけですよね。「おい、事務官、データはど

うなっている？」なんて言う人はいないんです。向こうの副学長クラスというのは。いつも数字

をつついているなと思うのですが、数字が頭に全部入っているわけですね。なので、全部、それ

を空で言えて、テーマとして「ここをどうする」「ここを何％に変えるんだ」というのが、すらす

らと出てくる。 

我々もこういうのを自分たち版じゃないと意味が無いんですが、こういったチェックリストを

作って、いつもトラック（追跡）していくことが重要だと思います。 

嶌田先生がおっしゃっていたことと全くかぶっていますが、アメリカと日本では環境が違いす

ぎますので、真似をしてもあまり意味が無い部分があります。向こうの収支構造は非常に複雑な

んですね。レベニュー・マネジメントを行っていますし、奨学金も多様な段階がありますから、

人によって奨学金の額も異なっています。その上で、利益最大化をめざす。実質的な授業料をい

くらにすると一番学生が集まってきて、一番不満が少ないかとか、そういう数字を常に追ってい

ます。また、単位互換すると互換先に授業料を払いますから、教室に一杯人がいても、授業料を

他の大学に払ってばかりとか、奨学生ばかりということがあるわけで、下手すると週報レベルで

収支を監視していかないと、入学者が多いといってもあっという間にクラッシュするわけです。

だから向こうの事務職員というのは、MBA とか数学の博士とかがうじゃうじゃいて、そういう計

算をいつもやっています。日本の場合そういう収支構造にないので、MBA ホルダーがいてもあま

り意味が無いかもしれませんね。じゃあどういう人がいればいいのか、というのは各大学の考え

方次第なんですが、ただ大学ごとのあり方は追求しなくてはいけないですね。そういう意味でも、

日本型、自分の大学型の EM チェックリストを作らなくてはならない。 
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私たちの EM 組織は、アドミッシ

ョンの問題が理由で、組織されま

した。2001 年 5 月に分かったこ

とですけど、過去 5 年間に 428

名の学生について、センター試験

の現国の点数を 2 倍するのをシ

ステム上間違えていまして、合格

するはずだった学生を落として

いました。5 年後に発覚し、大変

な事態でした。お詫び行脚に教員

が全国を回りました。当時は国立

大学でしたので国家補償が受け

られましたけれど、引っ越しの特

別な要求などは、政府から負担されなかった。そこで教職員が人によっては 10 万円、20 万円と、

お金を出し合って、大変な金額を集めて、お詫び行脚に回った、という経験がありました。その

あたりの危機感があり、山大は分散キャンパスだし、それぞれ分解されて、他の大学に吸収され

て無くなるぞ、というのを 3、40 代が、もう大体 10 年で定年だから、という人たちじゃなくて、

まだ 20 年、30 年あるぞ、っていう連中が中心になって一生懸命に解決を図ったということを、

私はまだ赴任していなかった時代のことですが、そう聞いています。 

 

いろんなドラマがあって、とに

かくがんばろうじゃないか、と

いう雰囲気の中、一方で、どん

どんどんどん志願者数が、国立

にもかかわらず下がって行きま

した。隔年現象ではなく、右肩

下がりで、どんどんどんどん下

がっていく事態です。そこで、

EM を作り、本格的に「何とか

やろうじゃないか」ということ

でスタートしたということです。

最初は、事務組織で始めたんで

すが、丸一年経って、私は、呼

んでいただいて、そこからいろ

いろあってですね、3 人でスタートしたのが現在 17 人くらいになっていますけど、EM 室から

EM 部になりまして、現在も大きくなっています。ただちょっといろんな他の業務も入っていま

すので、まあ純粋 EM というわけではないですが、一応、EM 部、という部になり、人も増えて

いるという形になってます。 
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課題ですが、アメリカの EM の

ようなファイナンスの部分につ

いては、特に国立はいじれませ

ん。奨学金の設計なんてものは、

外部資金を得ない限りできず、

国が授業料のディスカウントレ

ートを決めています。震災があ

ったらちょっと増えたり、国の

方針で決まります。外部資金で

作る奨学金以外は、勝手に作れ

ませんのでなかなかファイナン

スと共に EM をやると形ではあ

りませんので、アメリカ型では

全くありません。ただ一応、入

学前、在学中、卒業後と、学生募集、マーケット調査を含めて、在学生は教育機関ではないので

調査分析となりますけど EMIR という造語を作っていますが、学生の入学前から卒業後のデータ

をくっつけよう、と。それから卒業生のコミットメント醸成をしていって、寄附募集もまだまだ

弱いですけどもやるようなプランニングもする、と。当初、アドミッションに偏ったのが、だん

だん今は５：３：２くらいですね。それで近いうちには、３：４：３くらいにもっていかないと

いけない、ということを考えています。 

 

 

IR でいうと、文部科学省の概算

要求事業に、こういう総合的な

学生情報を集めるデータ分析シ

ステムを作りましょう、という

ことを申請して採択を受け、今

年三年度目で最終年度になって

いますけれど、法律に従って

粛々とやる、いわゆる財務会計

的 IR ではなくて、管理会計的な

システムですね。財務会計は、 

バランスシートとかそういった

ものですね。貸借対照表とか、

そういうのを出さなくてはなら

ない。上場企業は当然すべて公
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開していますが、公開を前提とするものです。管理会計は、そうじゃなくて、各大学が個別に実

施するもので、必ずしも公開を前提としない。企業の管理会計的指標には、顧客満足度とかエン

プロイ満足度など数値化出来ないものも含まれます。単年度で見ると業績はすごくいいんだけど、

顧客満足度が下がってますよ、とか。「このままじゃ、顧客が離れ、３年後にクラッシュするよ」、

とか、あるいは「非常に上手くいっているけれど離職率が高い」というようなものです。こうい

う指標をトラックすることで、うちの企業もまずいんじゃないか、とか、いろんなデータを持っ

ていて、お金に換算できないデータですね。そうやって将来を考えていくわけです。山大では、

評価分析室が財務会計的なデータを扱い、EM は管理会計的なデータを扱う。これは重なる部分

もありますし、きれいに分かれませんけど、そういう感じで今の山大の IR は動いてます。 

 

 

データが学内に点在しておりま

すので、それをくっつけていく

ということです。データを集め

るのは、これはこれで大変なん

ですが、個人情報保護上の問題

など、そういったものをクリア

しつつ１コずつ集めていく、と

いう作業をしまして、これを統

合して分析する。 

 

 

 

 

 

やはり個人情報云々というのが

あったので、システムを作ると

きに全部もう暗号化をしようと

いうことで不可逆暗号化を行い、

データストアに入るときには属

性情報があるのだけど、個人情

報じゃない状態にしてくっつけ

て分析するとか、様々な仕組み

を工夫しました。それから、デ

ータは技術的には、自動で収集

できるんですが、勝手に教務シ

ステムからデータを持っていか

れたら気持ち悪いな、という議
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論になり、原課サイドで、手動で暗号化して送信することにし、この仕組みにも結構なコストが

かかりました。ただ、一旦動き始めると、データ転送に手間が掛かりますので、「おい、自動で持

って行ってくれよ」って話になるわけですね。やっぱりめんどくさいから、と。また、システム

チェンジになれば、大変なお金が発生するのですが、これは必要なプロセスだと思っています。

まあ税金使っていますので、それについてはごめんさない、としか言いようがないのですが、学

内議論を１コずつクリアしていくようなものが必要です。データの吐き出しについても、当初は

個人名は絶対にダメ。ですが、議論が進むと、「これを指導に使えなければ、意味が無いじゃない

か」ということで個人情報をくっつけて欲しいという要望が出る。まだ学部によっては疑心暗鬼

のところもありますし、学部によってはイケイケのところもありますので、なかなか統一して云々

というのは難しいのですが、そういう議論を日々続けているところ、ということになります。こ

れはお手元にありますので、まあ、くっつけて分かること、というのはいろいろあります。 

 

 

学生満足度であれば、今までは無

記名式の全体のグロスのパーセ

ンテージしか出ませんでしたか

ら、先ほど言いました、GPA が

高い学生はどうなのか、とか出席

がいい学生はどうか、とかセグメ

ントができていないわけですね。

こういうデータって非常に危険

なので、セグメントに分けてデー

タを見ていく習慣が大切ですね。

そのうち我々はどのグループの

学生を大事にすべきだったのか、

ということをやっぱり議論して、

そこに選択と集中をしていかな

いと、大学経営としては上手くいかない、と思います。 
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休退学についても、これは進ん

でいる大学は、すでに IC カード

で管理しているかと思いますが、

遅ればせながらようやく山大で

もこれをスタートして、中央で

状況は管理しよう、と。ちょっ

と不幸な事件も起こりました。

救急車を呼んでも、救急車が来

ずに学生が亡くなる、という、

今、市と学生の保護者の間で裁

判になってますが、大学としま

しても１週間以上、そのことが

分からなかったんですね。学生

が１週間来ないといっても「そ

んなもんかな」というのが大学ですから。やっぱり出席情報を把握して、全授業を１週間休んで

いれば、実は、今、３日でやろうとしていますけど、３日でももしかしたら手遅れということも

あるかもしれませんが、とにかくそういった学生とコンタクトをとるような仕組みを作ろうと。

山大も１万人近く学生がいますので、個々の教員が全てを管理という世界ではなかなか難しいで

すから、中央で情報だけは管理するしかない。休退学というのはセメスターの切れ目で書類が出

ますから、休退学月を追ってもあまり意味がありませんので、いつ相談が始まって、いつ欠席が

始まって休退学になったのか、とか、そういったものを分析しないと有効な対策に結びつかない

と思います。 

 

 

卒業生からの評価をどう考える

か。今までは卒業生アンケート

も、全体のグロスのパーセンテ

ージだけで見ていました。卒業

後５年から１０年経って、振り

返ってみて、大学教育には満足

しているのか。「非常に大学教育

は良かった」と回答する卒業生

が、学生時代どういう学生だっ

たか、プロファイルが追えます

ので、そういうものを追ってい

くことで山大の強みが分かって

くる。そうすると３ポリシーで

すね。大学の強い思い入れで作

ったポリシーに対して、こういうデータも加えていって、山大は過去１０年、こういう学生を成
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功させてきた、ということがわかれば、高校に対しても「誰でも来い」じゃなくて「こういう学

生いませんか？」というパターンができてくると思っています。 

 

 

就職活動も同じです。パーセン

テージと企業規模だけで評価し

ないということです。今、帝国

データバンクから、企業情報を

買っていますけど、ちょっと新

しい見方をしたいと思っていま

す。一人あたり収益率とか、特

許本数とか、どういう企業が

我々の学生にとっていいのか、

ということを過去の卒業生をし

っかり分析することで考えよう

と思っています。こういうこと

も、データをくっつけないとで

きないことです。 

 

 

ここまでの、プロセスなんで

すが、こういうハード面はお

金を払えばできますので、ソ

フト面が大切ですが、２年前

に各学部長と会議をしてです

ね、大変でした。サンドバッ

グ状態というか。ですが、こ

れは、理由が分かるんですね。

考えてみたらいきなりですね、

伝統ある学部でずっと教えて

きた先生方に対して、「分析す

るからデータくれ」なんて言

って、「何のためだ？」って話

になり、そのうちに「君たち

は、私の学部の教育に問題があるからこういうことをしたいと思っているんだと思うけど、であ

ればどこに問題があるのか述べてみろ」って話ですね。大変です。でも、これは、当たり前のこ

とだったと思います。当時は「ひどいこと言うなあ」とか、「いいことやろうとしているのになん

でこんなこと言われるかなあ」って気持ちもありましたけど、でも、これは当たり前だと思うん
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ですね。現場の一生懸命日々やられている先生方にとって「何をみたいんだ？」ってことですね。

その辺もこっちも認識が甘かったと思います。紆余曲折があって、結局ワーキンググループを作

りまして、「学部の先生方を入れて、監視下においた上で、分析を議論しましょう」と。そうする

と、最初は、「学部査定システムとか教員査定システムを作るつもりだ」と、そういうことを言わ

れましたので、「そうではなく、各学部教育に資するものを作りたいので、学部の監視下におきま

しょう」ということでワーキンググループを作って議論しました。そうする内に、だんだんデー

タが出て来ます。試行分析として、一学部のデータを丸ごといただいて、分析結果を見せて、そ

れで初めてワーキンググループの中でも、「もっとこうすべきだ」とか、「３年とか５年じゃなく

て大学がある限り続けるべきだ」とか、いろんなデータを出してもらえるようになるわけです。、

ただし、全教職員がこのシステムを知っているわけではありませんから、まだまだ改良する部分

は大きいです。とはいえ、２年経って各学部を回ったときには、反応は随分変わりまして、具体

的なデータ分析結果もありますので、随分変わりました。必要なステップを踏まずに、いきなり

「いいことやるから、協力しろ」なんて言ってもだめだったんだなあ、と思います。これは教職

協働などでも、「お互いが理解できない」「壁がある」なんて愚痴みたいなものはよく聴きますけ

ど、結局どこまで議論したのか、何度も通ったのか、それから一緒に酒を飲んだのかとか、そう

いうことを何度も何度も繰り返しているうちに、そのうちにだんだん分かって、お互いわかり合

って、我々も何であんなに怒られたのかも理解ができるようになるということもありますので、

おそらくコミュニケーションの量を増やすことで、これはほとんど解決できるものだと思います。

最初から傷をなめあうよう会議が多すぎるので、みんなあきらめて「教員はよくわからない人た

ちだ」とか、「事務職員は無駄が多い」だとか、やっているようなバリアが高すぎるんだと思いま

す。とにかく細かな議論を顔を合わせてやっていけば、だいぶ違っていくんだと思っています。

また、学内だけで考えていてもだめだということで、ちょっと宣伝で恐縮なんですが、お手元に

資料がありまして［第 2 回 EMIR 勉強会の資料］です。９月末に東京で勉強会を実施させていた

だきますので、ぜひご興味のある方は、参加資格もなくて、無料でやっていますので、ぜひお越

しいただければ、と思います。大学経営者層、私大の方もパラパラ来られて、実務家、大学団体

から ICT 企業ですね、企業側のこういう技術があるぞ、という報告もいただきますので、コンサ

ルとか R＆I のような格付け機関みたいなところからもコメントをもらったりします。それと高校

の先生も１回目はお呼びしました。これは大事なことだったと思うのですが、高校の先生から、

こういうシステムだとかデータベースの議論をお聞きいただいて、最後に一言いただいたときに、

「高校の教員というのは、担任の生徒の親の仕事はみんな知っていて、仕事を知っているという

ことは年収も全部分かるので、その上で、どの大学だということを考え抜いて指導する。ずっと

毎日つきあって、人間性も分かった上で、どの大学で伸びるのか、浪人できる経済的な余裕はあ

るのか等を一生懸命考え抜いて決めて、その子が将来どうなっているのかをいつまでも気にして

ているのが高校の教員で、中学の先生も同じです。大学に入ったら、いきなりアンケート採って、

GPA のデータを見て、データベースで学生をわかるなどは、ちょっと違和感がありすぎる」と、

ということを言っていただきました。実際そうだと思うんです。こういったデータだけで学生を

理解するなんてあり得ないわけで、そのあたりの気合いというか、どれだけ学生の価値を本当に

自分たちが高めたいのかという思い入れですね。これがとにかく重要なんだと思います。 
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最後は、いろいろと問題があ理

ながらも、今後どう進展するか、

ということです。現在は、学生

の情報を集めました。次に、研

究情報とか、社会貢献に関する

情報、それとやはり大事なのは

財務の情報です。これを統合し

て、まだ何ができるか分からな

いですけども、いくつか分析モ

デルを考えています。たぶん、

こういうものをくっつける中

で、しっかりとした内部評価が

できてくると思います。 

 

 

お金が切り口にないと、施策の

プライオリティ決められません。

いいのは分かっていても莫大な

コストがかかるものと、やっち

ゃえばいいじゃないか、という

ものと、こういうプライオリテ

ィを決められませんので、教育、

研究、地域貢献に加えて、財務

の情報を加えて分析することを、

提案しているところです。 
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最後に、最も大事なことは、RMIR については、学生を知り抜くことですね。それと周辺の社会

の期待を知り抜くことです。マーケティング手法に、フレームワークはありますけども、統一手

法はありません。だから全国統一調査にいくら乗っかっても、ベンチマークとしてはいいんです

けど、個別大学のソリューションには機能しませんので、ここは重要です。いくら隣と比較して

も、満足度は、違う大学の違う授業を違う学生に聞いているわけですから、それをお互いに比較

しても無意味です。お互いに学生を交換すればいいんですけど、現実的ではないです。じゃあ調

査は意味が無いか、というとやはり意味はあって、ベンチマークとしては意味がありますけど、

問題発見、解決に資する調査は、やはり自分たちの事情で、自分たちの大学でやらないと。 

 

 

各大学に即した手法を、トライ

＆エラーで、見つけていくしか

ないですね。早く始めて、早く

議論すれば、早く成果に近づけ

るのではないかと思います。EM

は、マーケティング手法ですか

ら各大学それぞれの考え方で実

施すべきものです。機関調査（IR）

は、全国統一規格で行っても意

味は無い。特に、学生調査は、

「学生を知り抜くため」に行う

もので、論文を書くため、科研

を取るため、広報に利用するた

め、認証評価のために行うもの

ではありません。それが中心になると、問題の本質に、絶対にたどり着けません。「～のために考
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える」のではなく、「～の立場になって考える」。一番下ですが、学生の価値創造と最大化を組織

一体となって行っていこうと。これが恐らく、大学の価値ですよね。我々教職員が、学生の価値

を高め、卒業生の価値が高める。そういう彼らが、社会で活躍して、社会をいい方向に変えてい

ってくれる。こういうことが我々のような仕事の醍醐味だと思います。教員、職員関係なく、こ

んなにやりがいのある仕事に、自分たちがご縁があって参加しているわけですから。100 年後、

1000 年後の世界を変える仕事を、私たちは、今やっているわけです。なのであきらめられるわけ

がない、というかどんなに困難があっても、まあ、一歩ずつでもやっていって、後輩も育てれば、

定年後もその後輩たちががんばってくれますので、必ずこういういい方向に、いつか達成される

と思いますので、あきらめないこと。そのためにこういった勉強会をしながら、みなさんも切磋

琢磨してやっていこうじゃありませんか。私の報告を終わります。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

於：平成 24 年 9 月 7 日 神戸大学六甲台キャンパス 百年記念館会議室 A 

 

福島 真司 山形大学エンロールメント・マネジメント部・教授 

1967 年香川県生まれ。広島大学大学院学校教育研究科言語教育学専修修了、桜美林大学国際学研究科大学アドミ

ニストレーション専攻修了、ビジネス・ブレイクスルー大学大学院経営学研究科経営管理専攻修了。修士（教育

学）、修士（大学アドミニストレーション）、MBA。山陽女子短期大学日本語日本文学科助教授、宮崎国際大学比

較文化学部助教授、鳥取大学アドミッションセンター准教授を経て、2007 年より現職。 
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全体に関する質問 
 

小湊：これから質疑・討論を含め４時まで、進行させていただきます、よろしくお願いします。

みなさまから結構多くの質問をいただきました。類似する質問はなるべくまとめて、今日

ご講演いただいた方に投げかけようと思ったのですが、あまりまとまらない状況ですので、

個別ばらばらに質問させていただくことになるかもしれません。その辺のところ、ご講演

者のみなさまにはご迷惑をおかけするかもしれませんが、よろしくお願いします。 

今日はお三方の報告をうかがったわけですが、嶌田さんの話は、前回のおさらいから始

まって、概念的に IR やエンロールメント・マネジメントをどのように捕らえるのか、とい

う話だったわけです。残りのお三方ですけど、創価大学さんのほうから、まず澤登さんか

らは全学的な取り組みを、神立先生のほうからは経済学部の取り組みを、ということでご

報告いただきました。福島先生のほうからは、実際にエンロールメント・マネジメント部

の活動、何を狙った活動だったのか、具体的な事例をお話いただいた、と考えております。 

 

Ｑ：エンロールメント・マネジメント（EM）について、今回は IR の一部として説明されていた

と理解しています。しかし、EM については、大学マーケティングの一部として説明する考

え方もあると承知しています（例.本日の福島先生）。EM と IR、マーケティングの関係につ

いて、どのように理解すればよいのかご教示ください。 
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小湊：まずそこで、全体にかかわる質問が１つ出ておりますので、ここから入っていきたいと思

います。エンロールメント・マネジメントという言葉はあまり聞き慣れない言葉でありま

すけれども、インスティテュートナル・リサーチ（IR）とよく組み合わせて使われる、そ

ういう文脈がございます。その点に関して今回 IR の一部としてエンロールメント・マネジ

メントを説明していたと理解しているのですが、EM については大学マーケティングの一部

として説明する考え方もあると承知しています。EM と IR、マーケティングの関係につい

て、どのように理解すればよいのかおたずねしたい、という内容で、嶌田さんに振れば、

と思ったのですが、私に最初、口火を切れ、という話になりました。少なくとも私たちが

２年間にわたって、ＩＲのハンドブックを訳したときに、先ほども紹介がありましたけれ

ど、第 1 章がエンロールメント・マネジメント、第二章がアセスメントの領域なんですね。

特に第 1 章のところでＥＭという広い概念についてＩＲがどう支援していくのか、という

話があります。そこで語られていたことは、全学の学生に対するさまざまなデータの収集

やまとめや分析というものは主にＩＲの担当部署が担う。特に在学生の管理という観点か

ら見ていくと、そういうエンロールメント・マネジメントは、多くの部署が関わるわけで

すね。例えば入試関係なら入試の部署、在学生に関わる部分なら学務系の部署が関わるわ

けですね。それで、午前中もちょっとお話したと思うんですけど、学生支援、特に奨学金

の効果等々については、学生支援の部署が関わる。そういったところに対して、適宜、デ

ータを提示しながら自大学でどういった学生を受け入れて、どういう教育をし、どういう

成果を生み出すような教育プログラムを展開していくのか。そして、その根拠はどういう

ものなのか、といったものをきちんと検証していく。これをＩＲ部門が中心になっていく、

というよりも、ＩＲの部署と他の部署が連携をとりながら支援していく。特にＩＲという

立場からそれを支援していく。その全体の活動のことをエンロールメント・マネジメント

と言っている、と私どもは理解していますが、福島先生のお話の中ではマーケティングと

いうお話も出てきました。その観点からもう一度、福島先生のほうにもちょっとお尋ねし

たい、と思いますがいかがでしょうか。 

福島：マーケティングの解釈によって、とらえ方はだいぶん違うのかと思いますが、私の考えて

いるマーケティングはさきほども申し上げたように、大きな概念で、顧客価値創造とその

最大化のための組織一体となった活動です。企業の活動から概念として発達したものです

けど、企業活動全体がマーケティングというようなところもありますので、こういうと、

さらに曖昧模糊としたものになりますけど、とにかく昔流の売らんかなという、モノを売

る技術がマーケティングだと考えるようなところはうまくいかない、という風になってい

るんですね。企業も例えば、同じ商品であれば、ゼロエミッション工場など環境に配慮し

た企業がよいとか、企業がどういう姿勢なのか、ということが売り上げにも影響する時代

となっています。テレビ CM を流せば、ブームを作れば売れるよ、ということではなくて

企業活動や、企業の姿勢全体が、その企業の存続に関わるという時代になっていますので、

それに伴ってマーケティングの定義が変わってきています。大学に当てはめるのは難しい

というか曖昧としていますけど、大学全体が組織一体となって学生の価値を生み出し、そ

れを最大化しよう、という取り組みが大学マーケティングです。これはちょっと大きい定

義です。ＥＭとＩＲの違いは、小湊先生がおっしゃった、そのままだと思います。ただ、
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大学によって、ＥＭとかＩＲの組織は、アメリカでも全く違いますので、やり方はさまざ

まだと思うんです。私たちが訪問調査に行ったところでも、うまくいっている大きなとこ

ろほど、分化していますので、ＥＭは、奨学金のところ、リクルートのところと、退学や

転学を阻止しリテンション、つまり在籍率をキープするところ、奨学金を使って、どう入

学者をドライブするか、その調査を徹底してやっているように分化しているようなところ

が、結構大きなところです。なので、うちのＥＭは、リクルートとリテンションだけで、

それ以外はＩＲがやっているとか、そういうところもあります。小さいところになると、

ＥＭとＩＲが一緒になっているとか、ＥＭと呼んでいない、というようなところもありま

すね。私が最初にいた短大なんかは、100 校も 200 校も教員が高校回りをして人を集めて

くれば、学生が３回休んだら家庭訪問したり電話までしたりですね、迎えにまで行って大

学に来てもらって、なんとか就職して、卒業してもらって、企業回りもやって、その後、

結婚式も行けば、離婚の相談にものって、２回目の結婚式にも参加する。一生付き合って

ますから、まさに短大のほうがＥＭやっているんじゃないか、今更なんでＥＭって言う必

要があるんだ、となっているわけですね。だから、あえてＥＭと呼んでなくても組織の方

向性が、みんな戦う集団、というか。また、大学によって IR 部門もやり方が違いますけど、

IR のほうが調査としては大きいと思います。EM はその部分を使って、マネージするとい

う感じです。 

小湊：大学の規模によってずいぶんやっていることが違う、というのは触れた部分がありますが、

例えば、教養教育を主にやる大学、というのがアメリカには結構ありますけど、ああいう

ところではあえてそういうのを名乗らない、というのはあるみたいですね。というのも大

学自体が非常に小規模で教員数、学生数が少ない中で、非常に教員の間では同僚制的な性

質が残り続けて、学生への距離も近い、ということもあって、日頃の業務、という言い方

はちょっと変なのかもしれないんですけど、一般としてどういう風に学生を理解するか、

ということの文化が割と根付いている大学もあれば、これが大規模な私立大学になります

と官僚制的であったり、いろんな学部との利害調整などに非常に振り回される、という言

い方は変ですけど、そこに非常に注力する、っていうのがあって、そういうところに利か

せていく、ということが傾向としてあるような気もします。まあ正確ではありませんが、

私もそういう印象を持っております。 
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講演１：「創価大学事例」 
１－①「創価大学データ集積と活用の取り組み」（澤登 秀雄 創価大学入試事務室課長）の報告

に対する質問 

 

Q1-1：データの集積で苦労した点（例えば、学内合意形成）、工夫した点があれば教えていただ

きたい。 

Q1-2：こうしたデータ集積を進めるためには、どのような課題があり、それをどのように解決し

たのか。 

小湊：創価大学さんでは、データをいろいろ集積されてきた。長年にわたり、特に学生データで

すね。もう少し言えば、学生のトラッキング（追跡）データといいますか、学生の入り口

から出口までをきちっと追えるようなデータ収集のシステムを構築されてきた、というよ

うな話をされてきましたが、例えば、そのデータの集積で非常に苦労した点、例えば、学

内合意形成などいろいろあったんじゃないかと、ということが指摘されていますけど、ま

た、そのような苦労した中で、いろいろ工夫した点があれば教えていただきたい、という

ことです。 

澤登：私のスライドの（１）の部分かと思いますが、基本的に入学から卒業までの一貫データの

集積は、事務サイドを中心にやってきております。企画課にいた、2003 年頃に立ち上げて、

そういう集積を始めようということで許可を得たわけですが、当時はいろんなセクション

から結構集まっていて十数名くらいの委員会で始めたのですが、年を経るごとに、１人減

り、２人減りと少なくなりました（笑）。それぞれのセクションの仕事があるので、そうい

う委員会的な、ちょっと面倒そうなものは極力やりたがらない、というところも正直あり

ますので、最終的に残っているのは、１人の副学長と情報システムの課長、キャリアセン

ターの職員と私の４人で、まとめたりそれを分析したりしております。従いまして、例え

ば、ある部局において「このデータを出したくない」とかそういうことはほとんど無く、

事務サイドで、本学独自の事務システムの中にある教務と入試中心のシステムの中からデ

ータをとってきておりますので、それはそれほど高いハードルはありません。いろいろな

自分の仕事を抱えながら、こういうことをやること自体の我々の負担感といいますか忙し

さは、今でもあります。また、IR の古くて新しい議論で、データを集めて分析までするの

が IR なのか、それともそれをもとに政策形成、政策提言までやるのが IR なのか、という

ことが未だにあります。創価大学のなかでもそれがまだ明確に線引きがまだされていませ

んので、一生懸命集積して、多少の分析を試みても、その結果が何パーセントも使われな

いとか、先ほど全学生の学生調査の結果も、我々事務職員が何十時間もかけて、教務、入

試、キャリア、学生で分析して学部長会等で提示したのですが、それは各学部等が使うべ

きかそうでないのか、使うとしたらどこまで活用するのか、という具合に、どのように活

用すべきか決まっていない部分があります。うまく活用されていかない、というもどかし

さもありますので、そこをより活用できるような流れを作っていきたいな、と今は考えて

おります。 
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Q1-3：スライド２ データの収集システム、とはどのようなものか、具体的にお教えください。

web ファイルサーバのようなものにデータをアップ or 入力するようなものですか？ 

小湊：いまのデータ収集に関して、もう少し質問が出ています。スライド２で紹介されていたデ

ータの収集システムは具体的にはどういったものなのか、ということを教えていただきた

い。例えば、web システム、ファイルサーバ、文書管理システムのようなものなのか。ま

たデータについてもいろいろな関連部署がデータをアップするのか、それとも入力をして

いくのか、そういった具体的な話です。実際にどういう収集システムを構築されているの

か、ということについて質問が来ています。 

澤登：これはさきほどもお伝えしましたが、業務上の事務システムがありますので、教務、学生

それぞれのセクションで必要な業務を遂行する上でのデータが当然そこに蓄積されており

ますので、それをこちらが必要と思うところをピックアップして、最後は情報システムの

方でつなげるという方法で、独自のシステムというよりは、作業的な部分が大きいのです

が、学内の事務システムベースでやっております。 

小湊：データベースシステムを構築している、ということではないのですね。 

澤登：はい。ただ、それを今後数年かけてしっかりとしたものに作りたい、というのは情報シス

テム課の打ち合わせの中でのビジョンとして持っております。 

 

Q1-4：創価大学学生調査の内容、方法について詳しくご教示いただきたい。回答率も知りたい。

小湊：創価大学さんでは何年かおきに学生調査を実施している、とご報告のなかでもありました

が、内容、方法について少し詳細に教えていただけないか、ということですね。またどの

くらいの学生が答えているのか、回答率、回収率についてもお願いします。 

澤登：学生調査の内容自体は、例えば、一般的にアメリカの多くの大学が参画しているような

NSSE（the National Survey of Student Engagement）とか HERI（Higher Education 

Research Institute, UCLA）の調査などをかなりみんなで勉強し、その辺をベースにした、

多岐に渡る調査です。入学前の高校時代のその学生のいろんな行動などを問う質問から、

入学動機、履修動向等、また大学の満足度とか、就職先とか、就職した後、何を大事にす

るのかなど、アメリカ型調査と言っていいのか分かりませんが、かなり大学規模で多岐に

わたる質問を行っております。課題は回答率で、だいたい 30％弱くらいです。質問が多岐

にわたり、大量であることにも原因があると思っていますが、これをもう少し上げるため

に、ちょうど今年度も、年末から年始にかけて行いますので、いまそこの方法をいろいろ

検討しております。 

 

Q1-5：「一貫データ」の分析と活用にある GPA の分析についてですが、GPA と就職活動の結果の

分析結果があればご紹介いただけないでしょうか。 

Q1-6：教育内容と就職の関係の分析について、特に人文社会科学系においては、教育内容と職種

の対応、教育内容と採用方法の対応が曖昧（企業が面接の印象だけで採用）。出口と教育

内容の分析は語学以外に役立てるのか。 
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小湊：そうしますと、集められたデータをどのように分析するのか、ということについて２点ほ

ど質問が挙がっております。１つは、学生のデータの分析に、GPA の分析はなされている

のか、ということです。仮になされていたとしたら、その GPA と就職活動ですね、実際に

学内の成績が就職活動にどのくらい影響を与えているのか、という主旨にも読みとれます

が、そういうことを分析されているのか。さらに就職との関係については、もうお一方が、

特に人文社会科学系においては、教育内容と職種の対応、教育内容と企業の採用方法との

対応が非常に曖昧であると思われている。そうなると、そこの分析を、例えば、出口と教

育内容の分析と考えたときには語学以外で何か役立てるものがあるのだろうか、というよ

うなご質問です。 

澤登：GPA は、４年間の通算 GPA と就職先の相関などについて、最初に説明しました一貫デー

タの中で、ちょうど夏頃に、その春に卒業した卒業生の４年分の一貫データが完成します

ので、いつもそれを GPA と就職先とか GPA と奨学金をもらっていた人、GPA とクラブ活

動の相関などを見ています。例えば、世間的に設定されている優良企業上位 100 社などに

就職した学生の GPA などを以前にも分析しましたが、分析していても、たとえば実際に世

間的にいいと言われている企業に行っているからよい、というわけでもなく、仮に、無名

と言っては失礼ですが、そういう企業でも卒業生が満足して働いていれば、それは十分よ

い企業だという話にもなってきます。まさに卒業後の追跡までしないと、本当のことは言

えない面もあります。そういう意味で、学生時代の成績などと就職先との相関などは非常

に難しく思っています。 

小湊：ちなみに GPA の分析はどのようなことを目的に主にされているんですか。 

神立：現場の私の方がお答えしたほうがよいかもしれません。就職の問題については、成績の問

題は多少影響がある、というくらいだと思います。最も影響があるのは社会の状況です。

つまり景気が悪ければ、人は採ってくれないし、景気がよければ採ってくれるわけで、そ

れは実際に GPA とか大学の学内の成績にどれだけ影響があるのか、というとこれは微々た

るものだ、と考えていいと思います。ただし、GPA がいい学生は、やはり自分が希望して

いる企業に入りやすい、つまり、自分が目標としていることを完遂しやすい、というのは

絶対に言えることだと思います。それでは GPA を何に使っているのか、というと成績が良

い方の GPA に関しましては、ある一定の点数を超えた場合には早期卒業を認めるというこ

とや、あるいは、ある一定の GPA を超えれば学内推薦というのを出す。そういうご褒美の

面が 1 つあります。もう一つ重要なのは、最も重要なのはこっちだと思っているのですが、

GPA が低い学生をいつ、どの段階で見つけて、どう指導していくかという話なのですね。

それでこの９月も私は非常に憂鬱なのですけれど、成績不良者の面談、というのをやりま

す。それは卒業要件が 124 単位で GPA が 2.0 以上でないと卒業を認めない、ということに

なるので 2.0 に到達していない学生をなるべく早めに集めてですね、事情を全部訊かなくて

はならない。その事情はいろいろあって、例えばクラブ活動をやり過ぎて単位が取れなか

った、アルバイト活動をやり過ぎて単位が取れなかった、あるいはいろいろな心の病があ

って取れなかった、あるいは油断して取れなかった。様々な理由があるのですが、GPA の
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分析に関してはその成績の悪い学生たちがどのくらいいるのか、ということのほうが非常

に重要で、それをどの点でどの段階で見つけて指導するのかという、その分析に使ってい

ます。 

小湊：余談となりますが、私の居る（九州）大学も全く同じでして、GPA は大規模な国立大のな

かでは結構早めに導入した方だと思いますけども、よく訊かれるのは、何に使っているん

ですか、何か意味があるんですか、といったことです。本当は素点でもいいような気がし

ますが、やっぱり使い方としては学生の指導に使う、というのがまず名目としてあるわけ

ですね。低単位取得者と私たちは呼んでいますが、半期で 10 単位取っていない学生を GPA

の値と実際の履修の状況を見ながら判断して、連絡を取って修学相談を受けなさい、と指

導するところまではできています。ただ、難しいのは誰が実際に指導するのか、それをど

うやって組織的に指導していくか、実はその問題の方がよっぽど大きいような気が個人的

にはしています。あと GPA を一律にいろんな学部の学生を含めて並べる、ということは、

今までの私どもの経験から言うとあまり意味が無いかと。つまり学部・学科によってそも

そも受けている科目も違うし、科目内容と点数の付け方、GP の付け方が教員によってまち

まちだと思いますので、一概に比較できるベースがない、残念ながらですね。そうすると

例えば、同じ学部や学科の中で高い GPA を取っている学生と低い GPA の学生がいた場合

に、その差はいったいどこに起因するのか、ということをいろいろと別の手段を使って探

っていくということもあり得るかもしれませんが。頭の中ではそう思うのですけど、なか

なかその仕組みを作っていく、ということが大学でできていません。すみません、私しゃ

べりすぎました。でもせっかく GPA の話が出てきたので実際に山形大学ではどの辺までさ

れているのか、ということをお伺いしたいのですが。 

福島：システムの分析手法はまだ完成していなくて、試行学部のデータをもらってやっています。

途中もめた経緯もありましたので、先ほど申し上げましたけども、学部の教育に資するも

のをやろう、ということで試行してもらっている学部の要望に添って、かなりの範囲をや

ってます。結果はまだはっきりしていないんですが、マニアックなものも多いですね。例

えば、高校の偏差値帯と１年生のときの GPA を見て、その広がりを見ます。成績を４段階

くらいに分けて、１年生から上がっているのか、下がっているのかパターンがあって、下

がっていった場合にどういう要因なのか、というところを見ていくわけですけども、学科

ごとに分けていくと数が少ないので、クラスタ分析なんかやっても、うまく結果が出ない

んですね。もうちょっと何年かやっていかないと分からなくて、今は、受け取ったデータ

でちょこちょこやってまして、分析結果が出たら学部に持って言って、これはこの要因の

ためだとか、次は就職セミナーに出席した回数とこのデータをクロスしてくれとか、就職

データが出てきたら、それをクロスしてみましょうか、そんな感じでやっています。十分

納得がいくような結果が出たら、それをダッシュボードに組み入れて、毎年、そのデータ

はみんなで見るという形に持って行くという展開です。理系の先生は、結構細かいことを

知りたがりますから、マニアックになります。GPA について、今確実に分かっていること

は、当たり前の結果かも知れませんが、偏差値が高い高校からやってきた子は、１年生の

ときに GPA がよかったら、ほとんど４年間続けてそうなんですね。それは安定して出てく
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る傾向ですね。あとはまだちょっとよく分からないことが多いです。 

小湊：いま言葉の中でちょっと説明が必要かな、と思ったのはダッシュボードというのが、スラ

イドの中にも出てきたのですが、アメリカでは一般的なんですけど、ご存じない方もいら

っしゃると思いますので、若干の補足をお願いします。 

福島：車のダッシュボードがありますよね、ぱっとみれば、いちいち今何キロか、とか何回転か、

とか細かく見なくても、ドライバーに必要な情報が直感的にわかるという感じで。アメリ

カの場合、A4 の裏表１枚くらいなんですけど、例えば、入試担当者ならこれを１年間追え

ば、だいたい状況が分かる、というグラフが 10 コくらいあって、簡単な解説があって、み

んなそれを持って議論したりしていて、そういうものを出すようなシステム上の仕組みで

す。山大の作り方としては、お金の問題もあって、みんなこれは見たほうがいいよね、と

いうのはダッシュボードに載っけていて、次の段階のものは Excel のサービスをそのまま

みんなが共有できる、という仕組みを作っていて、マニアックな分析はそっちに置いてお

いて、みんなが見るべきものはダッシュボードに載せると。ダッシュボードは、システム

上、インテリジェンスに作っているので、学期を変えたりとか、いろいろな命令をプルダ

ウンとクリックで行うことで、グラフがどんどん変わっていくような感じのものを作り込

んでいます。マニアックな分析は、Excel のテンプレートを置いておいて、みんなが自分の

データを入れれば、見たいグラフも見られるという形で、二段階のシステムで作っていま

す。 

小湊：教育に関して、いわゆるキーとなる指標をあらかじめ決めておいて、データを逐次送って

もらって、特に執行部なり意思決定する方々が随時参照できるような仕組みというものが、

アメリカの大きな大学であれば、だいぶ導入されているようです。あと州立大学の場合に

は州がいろいろ権限を持っていますので、州の高等教育委員会なんかがダッシュボードシ

ステムを使って、各大学に割り当てた主要な指標のデータなどを監視する、という言い方

はちょっと強いと思いますが、モニタしている、というものあります。すみません、ちょ

っと話が逸れました。 

 

Q1-7：グローバル・シティズンシップ・プログラムに参加する学生は、どのように選抜するのか。

経済学部 IP に参加している学生と重なるのか。 

澤登：スライドの４番の（５）になるかと思います。このグローバル・シティズンシップ・プロ

グラム（GCP）と IP は、双方、学生への課題（宿題）などがかなりあり、ヘビーなプログ

ラムですので、どちらかに所属するということで棲み分けをしております。その上で GCP

は公募推薦、一般入試、センター試験利用入試、創価学園からの推薦入試のそれぞれの合

格者にプログラムの案内をお送りしています。プログラムへの出願後は、まずは入試得点

で上位層だけを第一次選抜で絞り込みまして、その後は入学直後に実施する３科目のプレ

イスメントテストの得点と、二次試験として、面接・エッセイ（小論文）を書いてもらっ

ていますので、入試の得点と本学独自の二次選抜、この二段階方式で学生を選んでおりま

す。 
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Q1-8：スクールバスの例は興味深く聴かせてもらえました。それ以外に学生の声や成績など各種

データを学生募集、入試改善、あるいはカリキュラム改善に結びつけた例があればご教示

ください。 

Q1-9：学生の通学においてバスの導入の検討が行われたという話ですが、そのほかの検討事例が

あればお教えいただきたい。 

澤登：今年の 11 月から公募推薦が始まりますけど、今年度行う様々な入試と来年度でかなりの入

試改革を創価大学でも予定しております。これにつきましては、いろんな併願率とか本学

を受験している学生の動向などについて、かなりデータをとってきまして、それをもとに

理事会に提案しまして、様々なことを実施していくことにもなっております。さきほどの

一貫データの中での、ある特定の入試方式について、特別奨学生という入試の上位の方に

差し上げる奨学生の得点のレベルが落ちている、ということありまして、改めて入試上位

者、得点上位者に付与する特別奨学生の制度をいま大きく検討しております。データを使

ったいくつかの改善を進めております。その上でシャトルバスの件も、実際はそういう学

生のデータと声があったときに、「じゃあ、すぐに新宿からバスを出せばいい」とはなりま

せん。まずはバス会社と大学～八王子駅間の路線バス運賃の値引きを交渉しに行きました

が、だめでした。では、自分たちの大学でバスを持って運行しようかと。そうするとバス

を３台か４台抱えることになり、年間数億の出費になります。また JR 八王子駅は一般の大

学とか企業の個別のバスが入り込めるスペースがなく、かなり駅から遠いところからバス

を発着させなければならないとか、さまざまなことが分かってきました。さらに、例えば、

運賃を片道100円だけ大学が援助しようと思いますと、それも数千万円の出費になります。

そのように、いくつもの提案と検証、また様々な交渉を経て、それでも多少の出費はあり

ますが、シャトルバスを出すのが一番安く、学生にとって利便性が高いだろうという判断

に至ったわけです。先ほどもお伝えしましたけど、そういう形でデータを集積して分析し

た以外のところでの政策形成、新しいものを作り上げていくことのたいへんさ、そしてや

りがいを深く実感しております。 

 

Q1-10：［口頭］ごく基本的な質問なのですが、私どもの職場は学位を授与する、という仕事もし

ておりまして、究極のラーニングアウトカムは学位じゃないか、という議論に始まり、124

単位の意味は何なんだ、という話にもなるんです。ところが、その卒業資格に 124 単位だ

けではなくて GPA を入れていらっしゃるとなるとですね、124 単位の意味、位置づけを

どのように捉えていらっしゃるのか、ということを教えていただきたいのですが。 

（大学評価・学位授与機構 田中弥生） 

神立：非常に基本的な考え方なのですが、124 というのが最低限の我々が保証すべき質の保証の

レベルとだという風に思っています。いろいろな問題がそれにはあって、例えば４年生の

段階であと２単位だけあれば卒業ができるとか、あと１単位だけあれば卒業ができる、と

いうことに現場ではなっていく。そうなると数あわせですね。学生と教員の間の感情のも

つれとかですね、極端な話、家まで押しかけてきましてですね、夜中まで、というような
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こともたくさんはないのですが、そういう事例も出てくる。いわゆる 124 の中身、という

ものをきちっと学生にも理解してもらって、我々もそれにもとづいてやろうという形で、

その 124 というのが単なる数あわせではなくて、実質的にそういうような意味を持って、

それが僕たちが学生たちに与えた力だと。ということを確定させるために GPA というもの

を最終的にこれ以上の段階でなければだめだ、という形での定め方をした、という風に考

えています。それで、ちょっと苦肉の策をとりましてですね、やはり数あわせだけでなん

とかしようとする学生も中にはいるわけで、そのメンバーには数あわせでいいよ、と。で

もそれは GP では 1.0。つまり ABCDE で、単位はあげるけれど、質的にはもう 1 回やった

ほうがいいよ、というメッセージを送るために GP で一番下のランクを考えたわけですね。

そうすると数では 124 単位は取れた。けれども実際には GPA のランクは規定に達していな

いので、質をもうちょっと上げるために、「もう少しあなた勉強した方がいいよ」というそ

ういうメッセージ。それを全部含めて GPA 制度で卒業要件にしたのです。 

田中：教員にもっと成績の付け方を厳しくしなさい、というだけではなくもっときめが細かくな

る、ということですか。 

神立：成績の付け方も、きちんと統一事項というのを決めまして、バラバラだと GPA の意味が無

いので、トップ、我々は S と呼んでいるのですけど、A+ですね。A+と A とこの２つの評

価については、おおよその目安として 25％から 30％の間に入れましょう。相対評価になっ

てしまうのですが。ただし、各学年で優秀な学生がそろっていれば、それはしかたがない、

と。ただし、付けた場合には、それなりの説明を教授会できちっとしてくださいね、とい

うところまで一応みんなで議論をして、それでみなさんが付けた GPA、つまり教員のほう

の GPA も教授会で各科目全部見せる。そうすると厳しすぎる先生がいて、甘すぎる先生が

いて、これがだんだん数年かけて、フラットになってきて、それで今は一応それが機能し

ています。学生たちもそれに対して納得をして、という形まで持って行きました。そうい

う意味では 124 というのは実質的な意味での 124、それを実質化するための GPA という形

で私たちは考えています。 

田中：わかりました、ありがとうございました。 
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１－②「「世界基準の授業」を目指して―創価大学経済学部 IP の取り組み―」（神立孝一 創価大

学経済学部学部長）の報告に対する質問 

 

Q2-1：他の学部でもやってみよう、という話にならないのか。それはなぜか。 

Q2-2：経済学部以外の他学部への IP の広がりについてお教えください。 

神立：あんまり言いたくないことですけれど、こういう場ですので、今、本学の場合、６学部あ

って文系が５学部です。とくに親和性が高いのが、我々が経済学部で、隣に経営学部とい

うのがあるのですね。この経営学部は私たちの IP に影響を受けて、GP というのをやり出

したのです。Global Program というのですね。それは英語の教育に力を入れて、それで２

年生のときに世界各地の公的機関を訪問するというような形のプログラムを経営学部は差

別性をもってやり始めています。それから法学部もやり出しました。平和と人権を英語で

学ぶというものです。文学部は今度、ダブルディグリーという２年間日本で、残り２年間

は海外で、というコースを考え出した。経済学部がやろうとしてきた、あるいはやってき

たことに、みなさんは影響を受けて、多少同じ方向に向かうというところはあるのですね。

根本的に違うのは、授業の中身で、すべて英語できちっとやるとか、カリキュラムの中に

全部英語でという科目が設定されていない、ということだと思います。設定しても、なか

なか大変なのですね、英語での授業というのは。ネイティブの専任の教員が２人いて、そ

の 2 人がコーディネーターになって、すごく優秀なネイティブの人たちを毎年いろんなと

ころからリクルートしてきて、その人たちに非常勤でやってもらっているのですが。さき

ほど授業外学習時間がこれだけありますよ、という話をさせていただきましたが、あれは

同時に私たちの就業時間外の作業になるのですよ。要は帰ってきたレポートを全部見て、

直す。書いてきたエッセイを全部英文で直す。そういうことを献身的にやってくれる教員

がいない限りは続かないプログラムなのです。そういうわけで、ちょっと声高に言ってし

まいますと、だから他の学部がやっていることは単なるまねごとだと。経済学部と本質的

に違うぞ、と私は思っているのですけど。 

小湊：ちなみにその辺の効果検証というは大学としてされないんですか。 

神立：経済学部に関しては、IP 委員会というのがあって、毎回すごい激論があって、いろいろな

データを出しながら教員同士で議論していますけれど、これからだと思いますね。まだダ

ブルディグリーも始まって３年目ですし、まだこれからだと思います。 

 

Q2-3：英語の授業、学習方法について 

１，２年で英語の授業を集中して学習カリキュラムに組まれていますが、２点質問です。 

１）経済の専門の授業はどの程度圧縮されてますか？ 

２）具体的にどのような授業内容でそんなに英語力がのびているのですか？ 

神立：授業の中身なのですけれど、先ほどレベル１とレベル２と分けてご説明をしましたが、レ

ベル１については、基礎英語力の勉強を重視する、ということで週６時間から９時間の間

でアカデミックライティングと TOFEL、学術会話、それから経済学の基本理念、基本概念
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というものを英語で教えています。日本語でも同じように基幹科目としてマクロ経済学、

ミクロ経済学とおいているわけですが、これは日本語で行っています。そこですごくいい

のは、日本語でやって、日本語で理解できた部分で英語を読むと英語も理解できる。英語

を読んで理解できた部分を今度は日本語で直すとこうだ、ということで、相互の補完作用

があるということです。特に経済学っていうのは、ちょっと変わった学問で、例えば「効

用」という言葉を使うのですけど「効用」というのは満足度なのですよね。だからものを

食べておいしいなあ、というのは分かるのですが、「効用」が高いなあ、とは普通使わない

わけですね。でも英語にすれば needs になるわけですね。そのほうがわかりやすい。それ

が結構相乗作用になって、日本語でやっている必修科目の方も、割と学生たちはすっきり

と入っていけるという、プラスの側面があります。レベル２になりますと、経済学の基礎

を習得していることを前提にしながらレポートやプレゼンテーションの実施。それから企

業に何人かでリサーチに行かせて、リサーチの結果をすべて英語でレポートにまとめて出

す、とかですね。そういうようなことまでやっています。そのなかで、やはり学生たちに

もよく言うのですけれど、英語と言うのは頭がいいからできるとか、頭が悪いからできな

い、というような話ではなくて、使っていればできるのだ、と。どれだけ英語に浸ってい

るのか、と。だから英語を使う時間をなるべく長くするという、そういうことを目的にし

てやりますと伸びますね。本学は、学部ごとのフロアというのがあるのですが、私たちの

経済学部のフロアは割と、学生たちと先生たちの間で英語での会話が飛び交っています。

それは、やはり彼らが日常的に英語で話しかける、英語で議論をする、そういうことをや

っているので、授業だけで伸びているわけではなくて、授業以外のそういう雰囲気だとか

そういうものでかなり英語力はついている、と。学生たち自身も、英語力が付いてきた、

という実感を持っているようです。具体的に言えば、TOEFL 何点上がった、TOEIC 何点

上がったということになりますので。ですから TOEIC は４年生の段階で 800 点以上取る事

を目標にする。結構良い点数をとる学生が増えてきています。学生たちの実力が上がって

いるので、ここまで続けられた、ということだと思います。 

 

Q2-4a：ネイティブの教員２人だけでどのように教科をまわしていくのか？ 

神立：その中心的な先生たちは、科目名で言うと Academic Foundation、Introduction to 

Economic Reasoning というような名前を付けた基礎的な概念、英語の基礎力を付けるとい

うもので、さきほど言ったエドウィン アロイアウは、テンプル大学でいわゆる英語ができ

ない人たちに対する語学教育が専門の教員ですから、この人にすべての基本的なスキル教

育を徹底的にやってもらっています。プレゼンテーション、アカデミックライティングと

いうような科目ですね。一方、ホンマ・マリコ・ジョーンズ先生には、例えば、Economics 

Lecture と言ってマクロエコノミクスだとかミクロエコノミクスなどの専門的な科目を教

えてもらう。そういう形の科目を作っています。ただ基礎力をつける、というところは 2

人だけじゃできませんので、さきほど触れました非常に献身的な非常勤講師のメンバーが

いて、学生を少人数のクラスに分けて、１クラス 20 人はいかない、そういうクラスを作っ

ています。したがって、非常勤が６人から８人、毎回来てもらって、それでやっています。
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その６人から８人というのは、８割がネイティブです。２割くらいは日本人で海外経験が

あって、語学教育ができる人です。ですから１年生のときに接触する先生というのは割に

ネイティブの人が多い。こういうような組み立てにしています。 

 

Q2-5：IP について、以下の点についてご教示ください。 

・経済学部の１学年のうち、何％が IP に参加しているのか。 

・参加に当たって基礎的な英語の能力を求めているのか。 

・参加者の選抜方法（筆記試験？面接？） 

・当初の参加者のうち何％がドロップアウトするのか。 

・ドロップアウトした学生はどのような取扱いになるのか（通常の日本語だけのコースに戻

るのか）。 

Q2-6：IP を途中で辞める学生などはいないのか。またその対策などあれば知りたいです。 

神立：まず選抜方法ですが、２通りありまして、１つは高校までに英検 2 級を取ってくるとか、

それから TOFFL の点がある一定以上を超えているとか、という形でやっていますけど、そ

れはごくわずかです。大半の人たちは入学式前後にやっている全学でやるプレイスメント

テストの ITP ですね、TOFEL の模擬試験を受けて 380 点以上であればプレ IP と言って前

段階のものに入れるよ、480 点以上であればレベル２だよ、という形で選抜しています。で

すから希望している人たちで若干名入れない人が出てくる。じゃあどのくらいの学生たち

が希望するのか、というと１年生の段階ですとだいたい７割。80％はいかないですね、75％

くらいですかね。これが希望して、実際に入って授業を受けています。問題は、鋭いご指

摘で、どのくらいドロップアウトするのか、ということですが、70％の学生がこのプログ

ラムを受けて、そのうち 70％が残ります。そのうちまた 70％がのこるわけですから、どん

どんドロップアウトするわけですね。最終的に３年生でさきほど言った JAS というプログ

ラムに残れるのが、大体 70 名から 80 名です、１学年で。1 学年の定員が 250 名ですから

良いときで１／３いかないのかな、１／４くらいですかね。このようなパターンです。辞

めていく理由はいろいろあるのですけれど、1 つはこの ITP のスコアが上がらないと残っ

ていけません。それが１つ。もう一つはこの IP の授業だけを優秀な成績をとっても意味が

無いので、そこに GPA のハードルを設けています。GPA は 3.0 以上ないと受講資格があり

ません。そういうことで成績も一応、篩いになっています。ですから希望していても、そ

もそも成績が到達しない学生は受けられない。その代わり敗者復活はありです。その次の

段階のレベルを前のセメスターで受けられなかったとしても、次のセメスターでそのハー

ドルを越えていれば受けられる、という敗者復活は OK です。こういうような仕組みにし

てあります。 

小湊：その敗者復活なんですけど、何かそのドロップアウトした学生を支援するような対策等々

はあるんですか。 

神立：これは学部としてはとくにやっていないのですが、全学的な機関としてワールドランゲー

ジセンターというのがあって、これがいろいろな形で支援していますね。あとはその

TOEFL の点を上げるための講座とか、TOEIC の講座とかありますので、それを積極的に
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受けるように学生に勧めます。敗者復活したい人にはですね。そういう形でのアフターケ

アですね。 

 

Q2-7：IP の海外インターンシップを経験した学生さんの就職先や就職における強さ、というのは

ありますでしょうか。 

神立：これはですね、割にこのインターンシップに参加した人たちは就職先が、まあ、いい悪い、

っていういい方がすごく難しいのですが、かなり希望したところに行っています。外資系

を希望した人は外資系。国内のメーカーを希望している人は、そのメーカーに。とくにそ

のインターンシップを経験した人たちの半数以上の人が、交換留学にも行っています。交

換留学にいけるだけの力があるので。交換留学にも行っていて、実際に経済学部で就職に

強い学生たち、というのは１年間留学に行って５年計画で卒業していった人たち。この学

生たちは、とても優秀です。今年も JP モルガンとかですね、そういうところに入ったりし

ています。P&G 等にもお世話になっています。それがいい企業なのか、というと僕も判断

はつかないのですが、とりあえず世間的にはまあまあいい、というところに行っています。

あとアクセンチュアとかですね。うちの学生には、結構、涙ぐましい子もいましてね、例

えば日立とニコンが両方受かった。そうしたら日立を蹴るんですね。「なんでニコン行った

の？」って訊くと、「まだうちの卒業生が入ってないから後輩たちのために道を開くために、

私はニコンに行きます」というような、涙がでるほどうれしいようなことを言ってくれる

学生もいましてですね、まあ、そういう学生もいるので全面的に応援したいな、と思って

います。とくに IP のトップクラスの学生たちはどこに出しても恥ずかしくない、英語力も

例えば、TOEIC で 990 点満点中 980 点とか、そういう学生もいますので。これはかなり力

が付いていると思います。あとインターンシップですね。このインターンシップに行った

学生たちもいい経験をしているようです。 

 

Q2-4b：宿題は課すだけでは学生はやらない気がしますが、どのようにちゃんとやるよう工夫さ

れていますか？ 

神立：一番簡単な方法は、成績に反映する、ということですね。もう一つは丁寧なレスポンスで

す。やったら必ず見て、ここがいい、ここが悪い、というのを必ず先生がレスポンスする。

その 2 つだと思います。 

 

Q2-4c：ラウンジは作るだけでは人は集まらない気がしますが、どのような工夫をされましたか？

Q2-8：学生が積極的になったのはなぜか。ラウンジや英語教育の他にも要因はあったのか。 

神立：おっしゃるとおり、始めラウンジを作ると言ったときに、そこは学生の遊び場になるので

はないかと、集まって、ただどんちゃん騒ぎしているだけの空間になるのではないかと心

配される方々が多かったのですね。ですから、ここは勉強する場所だ、ということで、と

にかく先輩が後輩に何かを教える、分からなかったら質問する。ある一定の時間帯を決め

て、例えば昼休みだったら何時から何時まで、放課後だったらだったら何時から何時まで、



大学評価担当者集会 2012・エンロールメント・マネジメントに関する勉強会 
 

 

67 
 

この時間帯は先輩がいるから自由に聞きに来ていいよ、というようなところから始まって

いったのです。そのうち段々だんだん、先輩が後輩にものを教える、ということに対して、

先輩たちがものすごい快感を覚えたらしいですね。その学生たちがだんだんラウンジにず

うっといるようになって、後輩たちもそこに参加をする。そこでここまで勉強したのだっ

たら力試しがしてみたい、と彼らが言い出しまして、経済学理論同好会という同好会を彼

らが作り出しまして、それがラウンジを拠点にして活動を始めて、この人たちが力試しで

始めたのが、経済学能力検定試験、というのが全国にあるのですね。その中に大学対抗戦、

というのがありまして、各大学で経済学の試験を受けて９人のチームでトップ４人の成績

でランク付けする、というのが年 2 回あるのですけれど、これを受験して、一番に始めた

先輩たちが全国制覇をしちゃったのですね。早稲田が４連覇していたのですけれど、その

うち連覇が続きまして、早稲田の４連覇を抜きまして、さらに後輩たちが燃えまして、つ

いこの間、この連覇が 10 連覇まで行きまして、この連中はいつも一緒にいて、わいわい勉

強しているのですね。そういう風にラウンジがなってくると、勉強したくない子たちは、

そこに来ないのですね。いつもそういう雰囲気で張り詰めていますから。その中で勉強す

るような人たちが出てきて、それがまたいろいろな教科の中でいろいろなことを教えなが

ら引っ張っていく、という形になって。まあラウンジが拠点になってうまく回り始めた、

という。これはいま５年目くらいなのですけど、非常に今のところ順調にいっております。

おかげさまで。 

 

Q2-9：［口頭］交換留学、IP とやられて、交換留学をすると留年して５年になってしまう、とい

うところで、交換留学というときにどの大学でも問題になるのですけど、いかに留年しな

いで行けるか、というところが課題だと思うのですが、この点に関して、今後、何かご検

討されているとか努力されている、というのがあれば、教えてください。 

（大分大学・国際交流課 小林） 

神立：おっしゃるとおりです。おっしゃるとおりのことが、我々のなかでも問題になっていて、

向こうの大学に交換留学で行って、大学で授業を受けて、その受けた中身でうちのカリキ

ュラムに合致するものについては、積極的に単位を認める、ということで、とにかくどん

どん申請しろ、と。自分で受けてきた科目で、これをこれだけの時間受けた、ということ

をどんどん申請しなさい、と。こちらでも全部検討してなるべくカリキュラムに合った、

取ってない科目を見つけてその単位を認定する、というような形の努力はずっと続けてい

ますし、休学していても単位を認定できる、というような話が文科省からも出ているので、

非常に私たちにとっては追い風で、休学でもいいぞ、単位認めるぞ、というような形で、

今、学生たちに勧めています。 
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Q2-10：［口頭］IP を卒業した学生とそれを受けていない学生が同じ経済学部を卒業されると思う

のですけど、どのようにインセンティブを与えていらっしゃるのですか。IP プログラムを

修了したという証明書を卒業証書につけるとかですか。 

（山口大学・大学評価室 松元隆博） 

神立：特に IP の修了証書というものは出していません。ですから同じ形になってしまいます。た

だし、その IP を続けた人たちというのは、クラスの規模が小さいものですから同学年の中

でも非常につながりが深いメンバーになるので、それが卒業してからも活きているみたい

です。人間関係でつらかったときに会って話をするとかですね、その程度の差だとは思い

ます。特に IP を卒業したから特別な何かを与えるとか、ということは今はしていません。

していないのですけれど、彼らは自分たちで力をつけたい、と思って授業に出ているので、

IP を続けた人は「続けられた」ということを誇りに思っているでしょうし、挫折した人間

は、挫折したけど、まあよかった、というような言い訳をしながらやっているのですけれ

ども。とくにその差はつけていません。 
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講演２：「山形大学事例」 
「山形大学型 EM コンセプトと EMIR への挑戦」（福島真司 山形大学エンロールメント・マネジ

メント部教授）の報告に対する質問 

 

Q3-1：EM 部の人数 ３名→17 名となったとのことですが、教員、事務の内訳と教員定員はどの

ように措置されたのか。任期があるのかをお教えください。 

福島：外部資金をとっていますので、その関係もあって一時的に増えている、という形でもあり

ますので、さきほどのデータ分析システムのプロジェクトは、３年時限の３年目ですので、

来年何か資金が取れないと何人か減る、という形になります。やっている業務がいろいろ

広いので、減ると厳しいな、というのはあります。最初の EM 室の段階では、EM 担当業

務のみだったのですけど、その後、うちでは入試課を廃止しまして、ある時期、入試課が

なくなったんですね。分散キャンパスですので、各キャンパス独立でやらせようというこ

とになったのですけど、これがうまく行かなくて。センター試験なんかの対応もあります

ので、結局必要ということになって、あっち行ったり、こっち行ったりしました。最初は、

色々くっついて EM 室を EM 部にするときに、入試教育企画 EM 部みたいな、全部くっつ

けた名前になるような話があって、これは最終的に学長の鶴の一声で、「EM のほうが大き

な概念だから、EM にまとめるべき」ということで EM 部になったので、いろんな業務が

入っています。就業力 GP 対応もあり、教育企画室と、入試課を統合したので、そこがちょ

っと純粋 EM ではない、というところもあります。現在、教員が４人です。みんな任期付

きです。私は最初「どうする？」って聞かれて任期をつけてもらったんですけど、任期付

きじゃないと、ちょっとかっこわるいじゃないですか。「終身雇用の権利をもらえたので来

ました」なんて言うと。だから「任期つけてくれ」って言いましたけど、任期があるほう

がここぞというときに押しが強いと言いますか、「こっちは任期付きでやってんだ」と、そ

ういう覚悟でやってますので。あと、たまたまなんですけど、EM 部には、就業力とかポー

トフォリオの GP も両方取り込んだので、結果としては良かったと思っています。全てつな

がっていますので。就業力のデータ分析する人たちとポートフォリオ分析をする人たちが

くっついてますから、仲良しなので同じ事務所で、突き抜けて分析ができる。私はもとも

とアドミッションの分析が得意な人間なので、そういう形で他にもいろいろいてくれると、

いいかな、と。どうやって雇用を維持するか、というところはありますけど、おそらく、

ちょっと今の質問からは外れるかと思いますが、「IR の専門家をどう確保するんだ」とかい

う議論の中で、それぞれの分野が先鋭化していますよね。アドミッションはアドミッショ

ンでものすごい分析始めていますし、ポートフォリオ分析もあるし、そういう形でやって

いると、「統合したデータ分析なんてできるのか？」って話もあるわけですね。「そんなの

全部の専門家じゃなければできない」だとか、そういう声もあるんですけど、私はそうじ

ゃなくって、統合して分析することも繰り返しやっていくうちに専門家になっていくと思

いますので、そういう統合して分析する人をずっと確保しないといけないのですけども、

とはいえ入試の分析を分からない人間が入試をやってもしょうがないので、いろいろな分

野の専門家が集まってきてやっていれば、誰かが欠けたときにそこを補充すればいい、っ
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て感じでいくんじゃないかな、って思ってます。今はそういう形で教員が４で、それぞれ

専門が違っているので、分析としては面白いと思っています。あとは事務職員なんですけ

ど、校友会担当が定年退職後の継続雇用の方が２人います。これは一定の年齢があった方

がいい仕事ですので、そういう形にしていますが、そこも本当は事務スタッフがいないの

でちょっと困ってはいます。加えて、外部資金の対応で２名。それであとパートさんも含

めて１７名、という形です。ちょっと不安定なところですね。GP 対応は、外部資金なんで

すけど、山大以外もやっていると思うのですが、山大はマネージングプロフェッサー制度

というのを作っていて、普通は教授会とか運営委員会とかで公募で人事をやらなければな

らない、となっていますが、役員会人事で措置できる、というポストを作っているんです。

なので、一本釣りができるんです。「この人欲しい」と役員が決めれば採れる人事制度を作

っています。マネージングプロフェッサーですが、最初作ったときは、当時の事務局長と

学長ががっちり手を握ったので、課長代理級のポストを潰して、それを教員ポストに振り

分けたんです。だから学部から定員を取っていないので、勝手にしろ、って話になったの

ですね。教員と課長補佐では人件費の差がちょっとあるので、そこは学長裁量経費を充て

ていると。ということなので、退職金の積み立てが少ないんじゃないかと思うんですね。

その分だけ。定年までいるかどうかは想定せずに作ったポストなんだと思いますけど。EM

だけじゃなくって、山下先生（企画部准教授［評価担当］）もマネージングプロフェッサー

ですよね？ 

山下：そうはっきり言われたことは無いんですけど。 

福島：８人か１０人くらい居ますよね？ 

山下：外部資金で採っている方もいますよね。 

小湊：学長直轄で人事が決められて、それでポストが配置されるわけですね。それは学長室みた

いな形で括られているわけではなく、それぞれのプロジェクトごとに任命して、バラバラ

っと置いているわけですね。 

福島：そうです。 

 

Q3-2：昨今、高等教育において教育の質の向上、保証のための内部質保証が議論され、その際 

・教育マネジメント ・学生満足度 

・教学マネジメント ・学習時間の確保 

・戦略的教育施策 ・IR 

などのキーワードがありましたが、EM はこれらを統合するような概念ですか？（乱暴な考

え方ですが...。） 

福島：乱暴に答えると、大学の考え方次第だと思います。EM って使わなくても EM を実現して

いる大学さんはいくつもあると思いますので、そう呼ぶかどうかだけの問題だと思います。

国立の方であれば、こういうキーワードで、私立の方も同じかも知れませんが、外部資金

も、そういうコントロールの形ですよね。国が施策を決めて、そこに予算をつけて、その

施策に合うプランを持ってきたところにはお金を配分する、という仕組みだから、ここは

逃れられないんだと思うんですね。我々も、それは感じています。国立で「EM？はぁ？」
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という感じで、私は、私立の経験が国立と半々の人間なので、私立にいたら、恐らく「国

立で EM？あまり吹かすなよ（笑）」という感じなのですけど。それで、何とかまあ、乱暴

な回答なんですけど、目の前に居る学生の価値が高まるのであれば、いろんな用語使って

も何しても、ある程度、教育にはお金がかかりますので、それを外部から持ってきて、問

題は無駄に使わないかどうか、ということです。持ってきておしまい、ってことにするの

ではなくて、未来につながる仕事にこういうお金を１円も無駄にせずに使っていって、学

生に使う、ということですけど、それをやればいいんだと思います。まあこういう用語を

使って、本質的な部分もあるし、本質的ではない、お金取るために使う用法もあると思う

のですけど、各大学がやはり真剣に自分たちの学生に向き合って必要なお金をもらうため

とか、いろんなことのために使えばいいと思いますので、問題はこういうキーワードにあ

まり振り回されずに、自分たちの大学にとって価値が高いことをやっていくことだと思い

ます。 

 

Q3-3：日本型 EM の特徴について、もう少し知りたい。 

小湊：アメリカで発達してきたエンロールメント・マネジメントですけれども日本の高等教育を

考えたときに文脈がかなり違う。そもそも高等教育が抱えている背景が違う。制度的な条

件も違う中で「日本型 EM」という言葉をお使いになられていたかと思うのですが、もし「日

本型 EM」というのをイメージするときにどういうものなのか。その特徴、とくにアメリカ

との違いなのかもしれないんですけど、どのように捉えればよいのか、というところをも

う少し知りたい。 

福島：マーケティングということでいうと、各大学でやり方が違うわけです。ロケーションも違

えば、学生の抱えている問題も、アドミッションの問題も違うので、やっぱり各大学の個々

の問題だと思います。それがマーケティングの本質というか、日本型というか山形大学型

という言い方をしていると思うのですが、山形大学ではこうですよ、というところです。

それはちょっとさきほどの質問とからめれば、山形大学が初めて専任教職員で EM 組織を

作ったとか、ということがありますので、それを前面に押し出すと言うと、いやらしい言

い方ですが、外部資金も採りやすくなるわけですね。そういう方便のところにも使ってい

ますよね。こういうことは。だから、さっきと同じになりますけど、各大学の価値を上げ

るために、いろんな調査をしたりしながらその問題を解決し、永続するような組織を作り

上げていくということがEMですので、アメリカと日本しか大学がないということはなく、

他の国にもたくさんありますし、各大学自身が自分たちの問題の本質に迫って、それを解

決し続けて大学の価値を上げて、卒業生の価値を高めて、大学が永続するために行う活動

です。ですので、あまり国とか関係ないかな、と思っています。最初、大学マーケティン

グの、エンロールメント・マネジメントという概念がアメリカで始まった、というのを持

ってきているので使っていますけど、特にこの言葉を使う必要も無いんじゃないか、とい

う気はします。言葉の概念議論も重要ですけども、そんなに追求する必要もないのではな

いか、と思うところです。 
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Q3-4：学生募集に関する分析を行う際には、当該大学を選ばなかった受験生の意見を聞くことが

重要と言われていますが、具体的な方法が課題となっています。何か良い方法があればご

教示ください。 

福島：これは国立大学だとやりやすいんですけど、国立大学の場合、国立大学を受験したい層、

というのが一定程度いるわけですね。そういうのは進研アドさんとか、いろいろな会社が

名簿を持っていて、名簿は買えないのですが、お金を払って一緒に調査させてもらう、と

いうことで名簿にアプローチする。放っておくと、アドさんはアドさんの感覚で調査をや

っちゃいますので、何回も何回もアンケートを「こういうことを訊きたいんじゃないです」

という感じでやりとりして調査をやりましたが、欲しいのは彼らの名簿です。調査自体の

設計は自分たちでできますし、彼らが持っているナレッジもちょっとはもらいますけど、

個々の大学の望みとずれていることも多いので、彼らが持っている名簿に対して調査をか

けられるかどうか。自分たちへ接触した学生については、自分たちが調査を独自にやって

いますけど、それ以外では、卒業生調査をやるときにベンチマークを取りたかったので、

うちは日経リサーチさんと一緒にやりましたし、企業調査のときには能率協会さんと一緒

にやってますから、一定のお金は払ってますけど、そういうわけで、自分たちがアクセス

できない名簿に関しては、持っているところと組むしかないので、どの企業さんがいいの

か、というところを何度も何度も話し合って決めて、そこにお願いしていっしょにやる、

ということですね。ただ、丸投げは絶対しませんので、とにかく質問の一つ一つから文言

から、朱を入れて何度も何度もやりとりして質問を決めてからやる、と。 

小湊：自大学にどのような学生に来てもらいたいのか、というのは学生募集に直結する話だと思

うのですが、どこに焦点を当てていけばいいのか、ということですよね。そういった意味

では、嶌田さんの方から概念的には説明があったと思います。教育パイプラインという言

葉が出てきたかと思いますが、何か嶌田さんの方からありますか。 

嶌田：翻訳していたときにいろいろ感じたのは、アメリカの大学はもっとドライなのかな、要す

るに「来る者拒まず、去る者追わず」というイメージで翻訳をしていたのですが、いろい

ろわからない語をどうなのかな、と考えていくうちに、アメリカの大学は、意外に学生を

しっかり見ている、ということが感じられました。それは当然、お金が必要ですから、真

剣に見ている。放っておくといなくなってしまう、という現実があるわけですから。ただ、

部署が入試の人だろうと、学務の人だろうと、就職関係の人だろうと、みんなが学生を真

剣に見ている。それで横のつながりをある程度持ったりしながら、連携して学生をしっか

り見ているという、そういう姿勢というのは、日本でも考えていかなくてはならないじゃ

ないのかな、と思います。入試の人は入試のことしかやらない、学務の人は学務の範囲の

ことしかやらない、就職の人は就職、学生生活の人は厚生補導しかやらないみたいなこと

ではなくて、いかに大学として連携して見ていかなくてはならないのか、そういうエンロ

ールメント・マネジメント的な概念というのは積極的に導入してもいいのではないかとい

うことが、翻訳を行いながら、翻訳チームのみんなと議論したことの 1 つです。 
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Q3-5：卒業生の調査はどのような方法でされていますか。 

福島：これは今後ブラッシュアップするんですけど、ベンチマークも採りたかったので日経リサ

ーチさんがやっている調査があって、１万人くらいの日本の大学の卒業生で、卒業後５年

～10 年という人たちに web 調査をした大きな調査があるんですね。そのうち、中規模国立

のグループを切り取って比較してくれたりするので、共通項目がほとんどで、そこに山大

独自のものを加えて調査するものです。卒業生が社会人になって振り返って、大学教育が

どれくらい有用だったと感じるのか、というものです。細かなところは、英語はどうだっ

たのか、コンピュータ教育はどうだったのか、ということもいろいろ聞いてます。振り返

ってどうか、ということです。選択式も多いのですけど、問題があったら、何が問題なの

かとか、そういう調査です。あと自由記述で問題の先生や問題の授業を挙げさせることは

できませんので、良い影響が与えられた活動ですね、クラブ活動でも何でもいいから書い

てくれっていうと「この先生のこの授業が良かった」とか「サッカー部だったけどすごく

良かった」とか「ゼミが良かった」とかいろいろ書いてきてくれます。やり方は web アン

ケートなんですけども、５年～10 年経った卒業生にレターを送り、そこに URL、大学のト

ップページなんですけど、そこにバナーを貼っておいて、そこから、ID とパスワードを伝

えて、入っていただいて答えていただく、という形になります。web アンケートは一般的

に紙のアンケートに比べて回答率が低いということが言われていますが、実際にそうです。

ただ、良いことは自由記述に膨大なことを書いてくるんですね。これは結構建設的な意見

が多いです。回収率は 13％くらいで、日経リサーチさん自体が言うのに、他の大学でやっ

ても同じくらいだっていう率なんですけど。学問的には、13％では統計的に意味があるの

か等々、いやらしいことがありますけど、これは思いつきのレベルでしかないんですけど、

結局、どの学生の言うことを我々は聴くべきか、ということですが、100％の卒業生の言う

ことを聴くことはない、と私は思っています。やっぱり満足度調査をやっても、本当に一

生懸命書いてくれる学生はいて、結構、そういう層はいますね。卒業生アンケートなんか

は、卒業式に同じようにレターを出してやってくれとやると、すごく回収率は低いですけ

ども書いてきてくれる人間はものすごく書いてきてくれて、卒業後のインタビューに今後

答えてくれますかと聞くと、ほとんどの人がアクセス先を書いてくれるんですね。いつで

も協力します、ということで。その辺は大学のポリシーということになるのでしょうけど、

どの学生のアイデアを採り入れるか、というのは考えなきゃいけませんので、ちょっとそ

ういうのが絞り込めればな、という設計もしていて、答えた人はどういう層はなのか、と

いうことが分かるようにして分析すると、回収率が低くてもそれなりのものが得られるか

なと思っています。ということで、郵送で送って URL をクリックしてもらって ID、パス

ワードで入ってもらって答えていただいています。 
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Q3-6：学部との衝突以外に苦労した点があれば教えていただきたい。 

小湊：これは EM の活動を推進していく中で、ということだと思いますが、学部との衝突のお話

があったかと思いますが、それ以外でいろいろご苦労されているのではないかと思います

が、もしよろしければ、その点のお話を教えていただきたい、ということです。 

福島：結局、途中でも言いましたけどクリアされてみれば、こちらの説明不足だったとか、ある

いは「突然、中途で採用された人間が、山大のことどんだけ分かってるんだ」というのは

熱心な先生ほどあるんだと思います。なので、衝突と考えない方がいいといつも思ってい

ます。まあストレス溜まったり、がっくり落ち込んだりはしますけど、議論が往復する中

で、ちょっとでも理解してもらえれば、全部否定する人はいないので、もっとこの辺の、

こういう調査をやったらどうなんだとなれば、じゃあそれやらせてください、ということ

で話が進んでいくものだと思っています。ただ、事務と教員との衝突ではなくて、あるセ

ンターとか、センター長はいいよって言ってくれていても、事務方がデータ出さない問題

もある。学長は普段、仕事上、いろんなバーターをかけて学部の先生方とやり取りしてい

るので、学長のトップダウンかければ、かけられなくはないわけですが、いろんなところ

でトップダウンかけてますから、データをくれというようなレベルでトップダウンはかけ

てもらいたくないわけですね。なので、結局は、事務の担当の方が出したくないでは済ま

ないんですよね。なので、やっぱりコミュニケーションが大事です。どうしても、ってい

うときにはその担当者が代わるまで待つしか無い、というのもありますけど。たまにどう

してもスタックしてしまうと理事に頼んでひとこと言ってもらう、というのもありますけ

ど、あまりいい方法ではないと思っています。本当は何度も何度も話したように、現場の

話し合いで乗り越えていく、というのが一番のやり方だと思っています。ということを自

分にも言い聞かせてやっております。 

 

Q3-7：データベースを持っているような企業と連携して調査をする、というような話があったの

ですが、実際、いくらくらいかかるのか。 

（大阪大学 評価・情報分析室・齊藤 貴浩） 

福島：どの部分ですか。企業調査の部分ですか。 

齊藤：全部聞ければ聞きたいですが、もちろんお話しいただける範囲で結構です。 

福島：企業によって定価は決まっているんですね。学部数×いくらとか、ですね。そこでまけて

もらうわけですけど、企業調査は 1000 社とか 2000 社送ったレベルなんです。帰ってきた

のが 300、400 社ですので、それやってもらって 100 万円台の中盤ぐらいです。 

齊藤：これは、そのデータベースを持つリサーチ会社を使った、ということなのでしょうか。そ

れとも、既に調査をやる予定の会社に福島さんが乗り込んで行って、俺にもやらせろ、と

いう形でやっているのでしょうか。 

福島：例えば、能率協会さんなどは会員機構を持っているんですね。セミナーやったりしていて。

彼らは関係作っているわけです。そこに対してアプローチする、ということですので、山

大と共同調査という形です。山大のほうは山大のほうで、過去５年間の卒業生の企業リス
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トを用意しますので、企業さんも「ああ、山大さんから来ているよね」という形なので、

半々ですね。あと彼らも安くしてくれるときに、実はこういう調査を入れたいんだけど、

いいかというと、どんどんいいですよって感じで、そりゃ、彼らも何十問も入れられると

調査が変わってきますけれども、１、２問こんなの入れてくれっていうと、どうぞ入れて

くださいっていうことで Win-Win とっていくと、郵送料入れても 150、60 万、というとこ

ろですね。 

齊藤：みんなが押しかけたら、その額だとたいへんかもしれませんね。 
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○まとめに代えて（九州大学 基幹教育院 小湊卓夫） 

今回、大学評価コンソーシアムから去年のおさらいを兼ねて嶌田が報告し、創価大学のほうか

らお二方、山形大学からお人方にご報告をいただきました。全学的な取り組みと経済学部での具

体的な取り組みです。一見、話の内容は、特に経済学部の取り組みに関しては、教育プログラム

の話のようにも思えたかもしれませんが、そこにある視点というのは、学生の成長をいかに促し

ていくのか、そのための仕掛けをどう構築していくのか、そのためには当然、学生のことを知ら

なくてはできないわけですね。つまり当然、その視点はあったのではないか、と思います。 

同じく、山形大学でのエンロールメント・マネジメントの取り組みにしても、繰り返しおっし

ゃっていましたけど、学生をいかに知るのか、ということですね。その「学生を知る」というの

は学生の学びや成長をどのように捉えていくのかということにつながることなんだ、ということ

と思います。 

残念ながら日本の大学では、研究者も含めてその辺の取り組みが弱いと、常日頃から私も思っ

ていたところです。せっかくこういう場を設けさせていただいたということもありますので、今

後もみなさま方と協力して、底上げを図っていけるような取り組みやまた考え方の整理というこ

とが継続的にできれば、と思っているところです。 

乱暴なまとめかもしれませんが、今日は長い時間、ご参加いただき、どうもありがとうござい

ました。最後にご報告いただいた 4 名の方にお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

 



参加者アンケート（勉強会）

No. 来年のテーマ その他意見・要望等
属
性

1 4

・エンロールマネジメントの大枠についての理解が
深まりました。
・データを集め分析をしたその先が課題なのは大
学の規模は関係ありませんね。
・質問が細かいところにいってしまったのが残念で
す。
・事例研究が「つきつめてやる」ことの意味を考え
させるものでした。

IRで収集したデータ分析例につ
いて。

2 4

3 4

いずれのテーマも大変興味深いもので、参考にな
りました。講演のスピードがやや速かったのが残
念でした。もう少しじっくり聴きたいと思えるほど、
充実した内容でした。

4 4

ある程度の対象者のレベルを示していただいた方
が良かった。
部署の上位者や教員対象とするなど、簡単でい
のでよろしくお願いします。

5 5
具体的な事例と、それを実行する為の苦労を知る
事ができた。また、講師の本音も聞けて非常に有
意義でした。

6 5
7 5 EM、IRの関係、取組事例が非常に興味深かっ 国

8 5

エンロールメントマネージメントの意味、それとIR
の関係がよくわかりました。
また、実例を通して話されたのでわかりやすかっ
た。

国

9 5 EMの優良事例

10 5

11 5

横断的なDBの必要性、学生調査等の要件等、非
常に刺激になりました。同じ大学の人でも中々話
しをする機会がないので、本学EMの構想につい
ても改めて勉強しなおせたことも収穫でした。

国

12 5

企業の研究所の中で、大学教育改革・改善のお
手伝いをしていますが、少人数でオープンな各大
学のお話が聞けることは、活動の方向性への示唆
をいただけます。
また参加させていただきます。

関

13 5
基本の話だけでなく、裏話も聞けて面白かった。 質問事項を紙で出して答えてい

ただく形式は、挙手より尋ねやす
くて良かった。

14 5

日本で行われているEMのよい取り組みについて
学ぶことができた。
自分の大学の目標や目的に合わせて、EMに取り
組む重要性を理解できるよい機会を提供いただき
ました。ありがとうございました。

満足度と選択理由
（5:満足、4:やや満足、3:どちらともいえない、2:や

や不満、1:不満足）

20

4

満足

やや満足

単位：人

勉強会事後アンケートの結果

すべての回答者が、満足もしくはやや満足と回答してい

る。その理由としては、EMの大枠が理解できたこと、具

体的な取り組み事例の実態を学べたこと、等、その内容に

満足している回答者がほとんどであった。

また、質問紙を活用したことで質疑応答がスムーズに

いった点も挙げられている。課題としては、勉強会自体の

対象者のレベルを明確にしてほしいことや、やや発表・展

開のスピードが速かったこと、質問の内容が少し細かすぎ

たことが挙げられている。来年のテーマについては、IRやEMの詳細な事例を引き続き議論して

ほしいという要望がみられた。
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参加者アンケート（勉強会）

No. 来年のテーマ その他意見・要望等
属
性

満足度と選択理由
（5:満足、4:やや満足、3:どちらともいえない、2:や

や不満、1:不満足）

15 5
EMの意味、山形大学での取り組みについてとて
も勉強になった。

16 5
細やかな事例紹介で、大変良く理解することがで
きました。

17 5
先進事例を知ることができたから、大学に戻って
からさらに調べていきたい。

国

18 5

もやもやしているものが整理できそうになってきま
した。

このフォーラムは、やはり大学の
目標設定・計画にくいこんでいく
ものの集まりになった方がいいと
思います。（戦略的なアプローチ
の知恵袋）
私はもう遠慮せず一人改革を始
めていますが、学長も事務局長
もしっかりコミュニケーションとっ
て、各学部では「対話」重視でセ
ンター長とまわりはじめると、組織
が本当の意味で横断的に連携し
はじめました。
そのための知恵・知見になるもの
を今後得たいです。（アドボカ
シー的なもの）

私

19 5

発表された事例も興味深いものだったし、質疑応
答に十分時間を割いてもらったのも良かった。

むずかしいですが、大学評価、
IRの前提となるデータの集積に
ついて、教育、研究、経営分野
でどのような方向性があるのか。
個別大学だけではなく、国内、国
際的な定義の統一など。

性格が違ってしまうのかもしれま
せんが、文部科学省の"担当者"
も議論に参加できると良いと思い
ます。
また、私立大学の参加が少ない
のは、周知の問題なのか、制度
によるものなのかはわかりません
が、検討事項だと思います。

関

20 5
各大学の事例について学ぶことができ、非常に参
考になったため。

IRと学生支援

21 5

実際にIRかEMに取り組まれている大学の事例
は非常に役立つものと理解しました。学生を知ら
ずに会議で方針を進めることはいけないという点
も勉強となりました。

22 5
具体的な各大学の実例が大変参考になりました。
ありがとうございました。

私

23 5

今まで気づかなかった視点があり勉強になりまし
た。
今回を機に勉強し、大学、学生のための大学創り
に役立てていきたいです。

24 5
理論や形式よりも実践的、実務的内容だったこと
が良かったのではないかと思う。

私

※属性について 国：国立大学、公：公立大学、私：私立大学、関：関係機関

浅野（神戸大）、佐藤（福岡大）
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勉強会に関するアンケートのお願い 

 

本日は、ご参加していただき、ありがとうございました。来年度以降も継続的に大学評価担当者集会を

企画しております。また、勉強会についても、定期的に開催できればと考えております。つきまして、本

日の勉強会に対してご意見をいただければと思います。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

１．勉強会の満足度について、該当する番号に丸をつけてください。 

 

①満足 ②やや満足 ③どちらともいえない ④やや不満足 ⑤不満足 

 

２．１．で回答された理由をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．今後の勉強会について、以下の点に関するご意見等がありましたらお書きください。 

今後取り扱って欲しいテーマ・内容等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

＊以下は無記名でも結構です。 

ご所属（         ）  お名前（           ） 
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○講演者および企画運営担当者について 

 

淺野 昭人*  立命館大学 学生部 次長 

企画 

 

浅野 茂*  神戸大学 企画評価室 准教授 

司会、進行管理、企画 

 

大野 賢一*  鳥取大学 大学評価室 准教授 

受付、企画、記録 

 

神立 孝一  創価大学 経済学部 学部長 

講演、質疑応答 

 

小林 裕美*  大分大学 研究・社会連携部 国際交流課 課長 

受付、企画 

 

小湊 卓夫*  九州大学 基幹教育院 准教授 

質疑応答司会、企画 

 

佐藤 仁*  福岡大学 人文学部 准教授 

受付、進行補助 

 

澤登 秀雄  創価大学 入試事務室（課長） 

講演、質疑応答 

 

嶌田 敏行*  茨城大学 評価室 助教 

趣旨説明、企画 ［shimadat@mx.ibaraki.ac.jp］ 

 

関 隆宏*  新潟大学 企画戦略本部評価センター 准教授 

受付、進行補助 

 

難波 輝吉*  名城大学 薬学部・薬学研究科事務部 事務長 

企画 

 

福島 真司  山形大学 エンロールメント・マネジメント部 教授 

講演、質疑応答 

 

本田 寛輔  ニューヨーク州立大学 Empire State College 

企画 

 

*は大学評価コンソーシアム幹事 
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