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富士通第2回情報戦略フォーラム  

大学・研究機関における“情報”の利活用戦略 -改革の推進者は誰か- 

「国立大学と私立大学の比較から、大学の学生受け入れと広報戦略を考える」 

                                和歌山大学観光学部 小畑力人 

 

Ⅰ．大学教育の質保証のための情報公開が提起されています・・・。 

  希望する大学に合格！ ⇒ さて、その成功確率は?   

大学への競争は「ゆるくなった」と言うものの・・。親と本人の“夢と期待”は変わらない！ 

   ４年間卒業率と大学退学率→就職率→そして、就職したが、ミスマッチと退職率は? 

   ⇒エンロールマネジメント（ひとり一人の学生に届く支援）、学士力・社会人基礎力・就業力

の育成とキャリア・サポートの必要、「今どきの大学」に課せられた責務！ 

 

Ⅱ．予備校から私立大学そして国立大学、渡り歩きの第一印象から・・。 

☆改革（改善）のスピード（必要日数）→予備校（塾）は３日か３ｹ月、大学は３年 

・予備校（関西文理学院）の授業改善や教育システムの改革・改善 

  ⇒３日後、遅くとも３ヶ月後（次の学期）には“真似”される 

・大学は、３年かかった・・・。さて、今は・・・？ 

 １年目は様子見→２年目に検討が始まる→３年目に“やっと”実施する 

  ⇒先行実施したものは、すでに「創業者利得」を手にしている 

☆今、目の当たりにしている学生のために「何とかしてやろう、改善しよう」の意気込

みが必要ではないのか！ →「直ちに」やれることも結構ある。 

☆国立大学に来て先ず思ったこと・・・→「不思議の国」国立大学 

 ・前回会議の議事録「読み上げ」から始まる会議（委員会、教授会など） 

 ・職員数が多い、その配置の問題 

  総務・財務・会計・監査などの部門に手厚い配置、その一方で、学生支援部門など 

  「学生から、そして教員からも遠い処に、いっぱい職員がいる。 

 ・教員と職員の関係（職場文化）、「一に学生、２に教員、３・４が無くて、５に職員」 

 ＜そこで考えたこと＞ 

□ふりかえり⇒私立大学は何を以って国立大学に対抗してきたのか？ 

・学費格差 ⇒「学費の対価」と言う考え方 学生サービス→顧客満足度 

・教員一人当たりの学生数が多い⇒システムとしての学生の「学び」と「成長」支援 

副専攻、インスティテュート、エクステンション教育、学生支援システム等 

 □そして⇒法人化なった国立大学に必要な課題認識は？ 

○国立大学法人化のもと、学長を中心としたトップ・マネジメントが強調された。 

・教員数が多いことだけで、教育の“質保証”になるのか？ 

・国立大学のコアコンピタンス（強み）は何か? その活用とアピールの必要！ 
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○「学費が安い」「先生と学生の距離が近い」 

⇒これを“てらいなく”率直に“わかりやすく”アピールする。 

⇒そして、それを活かした、学生の「学び」と「成長」のシステムを創造する。 

○国立大学のアドミニストレーター問題⇒これは、“重い課題”であるが・・・。 

職員数と配置、教員と職員の役割分担と教職協働 

 

  Ⅲ．立命館「１０万名入試」の経験から 

⇒受験生の目線・学生の目線、顧客としての「捉え」と顧客満足 

  １９８５年度入試：４７，２９１名→１９９１年度入試：１０１，９６４名 

○大学の「送り手」から「受け手」に！  

⇒メッセージ「君の入学を待っています」  

不合格者への手紙  

入試アドバイザー 

☆受験生の目線・立場からの発想→顧客の視点 

     

○入試改革（入試方法の多様化）と全国縦断入試（地方試験会場の全国展開）

⇒多様な資質・能力を有する学生の受入れと大学の活性化 

受験生を待つ（来させる）のでなく、こちらから出向くと言う発想  

先行モデルをためらいなく採り入れる 

 

○大学広報と入試広報の展開  

⇒ＵＩ：Rits 「大学案内」の刷新 様々な広告の活用 

・知らせないと成果が活きない 広告・広報の「タネ」はどこにもある 

☆「業者」とは言わない、「パートナー」として一緒に、いいものを創る 

⇒プロに任せる 学生・生徒との「感性」のズレ  

＊「お土産」作戦 

 

○サプライズ作戦あれこれ！ 

⇒出題ミス（１９８９年）と危機対応 

「誤りを認める」→「迅速対応と公表」   ＊災い転じて 

⇒普賢岳噴火（１９９１年）→被災時の入試と学生受入れ 

⇒倉木麻衣の入学をめぐって 

⇒大リーガーの大家（おおか）選手の入学  

＊サプライズにもポリシーがある 

○「無理」「前例が無い」ではなく「やってみよう」 

→ブレークスルーの知恵絞る 
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Ⅳ．ＡＰＵ(アジア太平洋大学)の学生募集戦略と入試 

   立命館大学の「１０万名入試」＝量的確保による質の保障 

  ｖｓ 

ＡＰＵ、ローケーション（大分・別府）とコンセプト 

□「発想」の転換、「こだわり」を捨てると言うこと、 

－昨日の成功事例のこだわりは、明日の地獄を招くー 

↓ 

●ＣＲＭ(ｶｽﾀﾏｰ･ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)  顧客→個客  

ハウツー本「ＩＴがビジネスを変える」 

⇒会員化「ＡＰＵメイト」作戦とＨＰ展開、 

バーチャル・キャンパス訪問 過去問にチャレンジ 

＊受験生本人がＡＰＵを志望しても、親が止める・・・ 

 ⇒学生スタッフの活用 チャット 今なら、ツイッター 

最先端のＩＴも、「熱い想い」の通い合い！ 

  ⇒ＡＰＵセミナー→ＡＯ入試→入学前教育 

 

Ⅴ．改革のポリシーと手法 

○改革提案を如何に実現するのか？ 異論・「守旧」論との論戦 

・センター試験利用をめぐって   

・ＡＯ入試やスポーツ・文芸特別入試の実施をめぐって 

☆政策提起と徹底論議：「ねばり」と「がんばり」、あきらめない、 

⇒来年もあるさ！ 

＊複数課題の提起と並行検討  

 

○受験界の法則：隔年現象 立命館の志願者が連続的に増えた理由（わけ） 

大学改革と入試改革の総合戦略 

入口＝入試 中身＝教育 出口＝就職 「三位一体」の展開 

     

○出口「就職」対策 「日本一」との評価を得たポイント 

 学生の自主的な組織：スチューデント・ネットワークの形成 

 ３回生 ＰＬ（プレスメント・リーダー）   

４回生 ＪＡ（ジュニア・アドバイザー） 

 卒業生 ＣＡ（キャリア・アドバイザー） 
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□クオリティの問題とアピール（情報公開）の問題 

   ・“いいもの”を作れば、商品は売れるのか? 

         ⇒クオリティ（縦の軸）と集客（横の軸） 

 

□大学のマネジメントとコンセンサスの形成 

・ 大学→論議・理念・ビジョンが無ければおさまらない！   

・ 長期計画・中期計画の必要 ＊非営利組織のマネジメント  

・ 意思決定システム：理事会のリーダーシップとコンセンサスの形成 

       

☆ 学生が見えなくなったら大学を去れ！  

☆ 毎日毎日の窓口の学生対応だが・・→ 

⇒「学生にとっては、ただ一度の“接点”かも知れない。」 

 ・クレームは宝の山  ・学生の感性と提案 

    ・大学改革の糸口は、学生との接点にある。 

☆ 「教学創造こそ財政政策」⇒私学の「高い学費」とその対価 

☆ 教職協働とアドミニストレターの役割  教員と職員 事務局の役割 

☆ 今日の仕事と去年の「今日」のしごと ＊業務の改革・改善⇒高度化 

 

Ⅵ．危機認識と大学のブランド戦略 問⇒誰が改革の推進者か？ 

◇危機認識、危機の「かたち」   「存亡の危機」と「存在の危機」 

   ⇒大学危機の今日、「たちどまり」は、大学の存在感を「希薄」にする。 

→「存在の危機」 

・危機感の組織的共有の必要  

「危機感」を組織的に「共有」できた時に大学改革は始まる。 

⇒誰が、どのように共有化を「組織」するのか？  

・高等教育状況、競争的環境のなかで 

→我が大学のポジショニング、「強み」と「弱み」の確認から ⇒ブランド戦略へ 

◇「ブランド」をめぐって、様々な定義や捉え方があるなかで・・・ 

  ブランド とは“約束”である ＊何を誰に対して「約束」するのか？ 

◇ＰＤＣＡサイクルが強調されるなかで・・・ 

   Mission（使命）と Strategy（戦略）のもとに 

     PLAN    →    DO  

   ↑       ↓ 

      ACTION   ←   CHECK 

 ＊トップだけでなく、それぞれの仕事の「現場」に PDCA サイクルがある！ 
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Ⅶ．法人化と競争的環境のなかで、和歌山大学のオンリーワン戦略 

 

何故、和歌山大学はオンリーワン戦略を選んだか？ 

このセミナーの副題である「改革の推進者は誰か」について言及すると・・・。

 

1）8６国立大学法人（当時は８９法人）に於ける競争と「大学序列」の構造的問題 

旧７帝大＋α（旧制１１官立大・旧６・新７など？） 

      VS 

地方総合大学、複合大学、小規模・地方大学（3 学部～単科大学） 

“物” ”人” “金”の圧倒的な資源の差 

⇒ナンバーワン競争とオンリーワン競争  

 

２）和歌山大学の「オンリーワン」戦略            

□持てる資源の重点化   

 ・研究の高度化とともに学生の教育を重視する   

学生（顧客）にとって「大学はサービス機関」 ⇒そのサービスとは、学生支援である。 

・学生満足度の向上 ＣＳ（ｶｽﾀﾏｰ･ｻﾃｨｽﾌｧｸｼｮﾝ）⇒ＳＳ（ｽﾁｭｰﾃﾞﾝト･ｻﾃｨｽﾌｧｸｼｮﾝ） 

・大学の社会貢献機能の発揮 ＊地域に支えられてこそ地方大学の「生きる道」 

 □オンリーワン戦略の中軸としての観光学部設置 

→２００７年４月、経済学部観光学科設置→２００８年４月、観光学部設置 

・教員メッセの開催：２００６年６月、和歌山ビッグ・ホエール 

  ・紀南サテライト（和歌山県・田辺市 Ｂｉｇ-Ｕ）・岸和田サテライトの設置 

・ＵＩ展開：シンボルマークの作成 サイン計画 第２「学歌」の創作、 

・ＦＤの取り組み、学生参加→「あったらいいなこんな授業」 

・GP:クリエ（学生自主創造科学センター）、おもしろ科学まつり、 

・ひきこもりの若者支援「アミーゴの会」  

・キャリア・サポート室、教職支援室の設置 

 

３）国立大学とマーケット・セグメントする私立大学との競争 

ある種の「棲み分け」から大競争へ！   

⇒規制緩和の文脈のなかで、積極策を展開する首都圏・大都市圏の有力私大 

・工場等制限の撤廃 ・定員管理の緩和 ・抑制分野の見直し 

→首都圏回帰、学部・学科の新増設と規模拡大、Ｍ＆Ａと系列化、小中高大一貫教育 

☆地方国立大学（中堅大学も含めて）と都市部有力私大との学生争奪戦の勝算は？ 
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 ○かつて関西の受験界には、次のような「受験標語」がありました 

                              ⇒「関関同立合格は国立大学入試の試金石」 

⇒その意味するところは・・・→「関関同立の何処かに合格していないと、目指す国立大学の

合格 はおぼつかない。」と言うことなのです。一期の国立大

に合格すれば勿論のこと、二期校合格者も同志社、立命の合

格キップを捨てて、国立大学に進学したのです・・。 

 

⇒それが、今は・・・。 

同志社、立命に合格すれば、和歌山大等の受験を放棄するケースが多い。 

・学費の「安さ」に頼ってきた「優秀な」学生確保  →公立大学にも共通した問題点がある   

     ＊その“質保証”された学生に「守られてきた」？ 国立大学の「秩序」や「文化」 

＊如何に学費が安かろうとも「安かろう悪かろう」で、公立高校が見捨てられ、私立高校に流

れていった現実。 →大学では「同じ現象」は起こらないのか？ 

□地方国立大学の入口（入試・学生受け入れ）問題の最も“深刻な現実”は何か？ 

 ★「第一希望」の入学者が少ない！その低い比率にある。 

 ⇒センター試験の自己採点から２次試験の受験大学指導の現場では？ 

「志望大学」から「受験大学」への“すざまじい”志望変更！ 

☆対策はあるのか？ 

① 大学広報・学生募集活動の強化、国立大学の強みの強調。 

（教員一人当たり学生数と教育・学生支援、安い学費）

②推薦入学（センター入試を課さない）、ＡＯ入試（工夫された、望ましい）の実施。

③初年次教育での「自校教育」の実施など、アイデンティティの確立・・。 

 

□ブービー・ショック 

   中期目標・中期計画達成評価ランキング：和歌山大学は、８６国立大学法人中８５位！ 

    ⇒志願者への影響は？ 積極的な入試広報と学生確保の取組 
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Ⅷ．学生確保から始まる大学教育 

◆ユニバーサル･アクセス時代の大学入学→「３極化モデル」                                    

競争選抜型 

<入試存続> 

 許可入学型 

<選考・ﾁｪｯｸ> 

  開放入学型  

<入試不成立> 

・１９８６年～１９９２年 第２次ベビーブーマーの大学受験 

    ゴールデンセブンの時代 大学は殿様商売でも受験生が殺到→大学は「天国」 

                未曾有の激戦入試→受験生は「入試地獄」 

・１９９０年代中期→１８歳人口の急減期「大学冬の時代」「大学氷河期」の到来 

         ⇒それから既に１５年の月日が流れた・・・ 

◆学生受入れの「パラダイム・シフト」が問われている・・・ 

   →我が大学のポジショニング 「幻想」を捨てた「確認」の必要 

   →学生募集戦略・学生受け入れ方法「これまで、やってきたことは正しいのか？」 

    ☆受験生の量的確保による入学者の質的確保は可能か？ 

    ★半数以上の私立大学は⇒折角の入学希望者を「試して」よいのか？ 

    ★国立大学は、現在、「競争選抜型」を概ね維持しているかも知れないが、・・・・ 

     ⇒「許可入学型」への接近、移行への「危機」が迫ってはいないか? 

 

＜まとめです＞ 大学改革の運動論と組織論 

１）顧客の「捉え」⇒「君の入学を待っています」の行動原理 

２）先進モデルの積極的創造と検証 

⇒「成功モデル」を創りあげた時から「陳腐化」が始まる！ ＊AO 入試の事例 

３）戦略的「転換」の必要 

「量的確保によって質の保証を図る」と言う入試戦略 

          vs 

「顧客から個客つながり」による学生受け入れ（学生確保）戦略⇒CRM 

□立命館「１０万名入試」とＡＰＵの「学生確保」戦略 

４）改革の「出発点」は?  「発想の転換」か?「意識改革」か？ 

→改革の推進とその改革の「成果」が認識されるなかで、意識「改革」が進む 

⇒そして、その「改革」と「意識」をステップに次へ 

★昨日の「成功体験」へのこだわりは、明日の「地獄」を招く！ 

５）大学改革の推進のなかで、「組織改革」から「組織文化」の創造へ 

☆ 改革の推進と体制の再編 

☆ 「教職協働」の大学文化の創造  

☆ 教職協働は限られた人数の教職員組織の最適化  
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６）CS と ES 

 ☆トップは「孤独」なのか？   ＊「権力は腐敗する」と言うテーゼの捉え 

               ＊「裸の王様」と言う言葉 

 ☆ＣＳ（顧客満足）とＥＳ（従業員満足）  ＊ホスピタリティ 

 ⇒ＥＳ(教職員満足)を失った大学は「改革力」を失う！ 

★学長が理事長を兼ねる国立大学法人の制度設計は正しかったのか？ 

 

７）私立大学と国立大学、国私の別を超えて“共通”する課題 

 １）学生目線の大学改革の推進 

学生が見えなくなったら立命を去れ（立命館大学川本前理事長） 

学生の「人生」を支援する（和歌山大学山本学長） 

 ２）危機認識とそれを組織的に共有すると言うこと 

   ☆危機認識の組織的共有が大学改革の出発点 

 ３）大学ユニバーサル時代の「学士課程教育の構築」と言う課題 

・初年次教育 「生徒」から「学生」への移行 

   ・リメディアル教育 学習支援 

   ・学生の「学士力」「社会人基礎力」「就業力」の育成 

６）国立大学と私立大学のＦＤとＳＤ 

☆ＦＤに関しては比較すると国立大学が進んでいる。 

★ＳＤは私立大学が高い到達点、国立大学ＳＤの「重い」課題 

 ＦＤ・ＳＤをＯＤ(Organizational Development)の視点で推進する。 

 

大学の広報 外と内への発信 

① 社会への発信、顧客とステークホルダーのひとり一人に届く広報

② 継続と繰り返しの必要、そして、進化（情報化）への対応の必要

③ コンセンサス形成と広報の役割 

  ＊「危機」や「事件」と広報 

 

何時も学生目線で大学のこと教育のことワイワイガヤガヤ、それが受験生に「選ばれる

大学」「生き残る大学」です。そして、ＣＳ（顧客満足）ＳＳ（学生満足）の実現にとって、

それを推進するためのＥＳ（従業員満足・教職員満足）が大切と思うのです・・・。 

  

  

 

 

 


