こ

る み

大正大学総合政策部
広報課課長

小室 和 子
こ むろ かず こ

明治学院大学総合企
画室広報課課長

時代の変化に応じて、

大学の広報誌紙（以下、広報紙）に

広報紙の位置付けも変わりつつある。
山田

は、さまざまな種類があります。学内向け

や学外向け、想定読者も学生や教職員、卒

業生、一般と多岐にわたり、冊子形式やタ

ブロイド判、デジタル版があります。発行

していない大学は、あまり聞いたことがあ

りません。

かつて、大学の広報紙といえばタブロイ

ド判が主流であり、大学当局の考えを学生

に伝える重要な手段でした。時代は移り、

広報紙の位置付けも大きく変わりつつ受け

継がれています。半世紀以上続いている広

報紙がある一方、タイトルや紙面の編集、

企画方針などに独自の特徴がある広報紙も
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座談会

大学広報紙の課題と展望

長野 留三子
なが の

座談会

調 麻佐志

山田 健太

日本私立大学連盟会議室にて

花岡 正樹

多くなりました。デジタル全盛のいま、大

学は広報紙をどのように位置付けているの

でしょうか。

本日は、特徴ある広報紙を発行している

大学や、広報紙をレビューする学外の専門

家にお集まりいただき、広報紙の課題や展

望、今後担うべき役割などについてお話し

いただきます。

デザインのクオリティが上がり、

明治学院大学の広報課では、
「白金通

読んで楽しいものに。
小室

７月

・

月に発行しています。配付対象は

12

年ほど前ま

10

向けの校友会の会報を、学内の別の部署が

また、学生の保証人向けの冊子や卒業生

ておりました。

ではタブロイド判の新聞を月１回、発行し

で５００号を迎えましたが、

で２年単位の定期購読としています。前号

そのほか、希望者には１部あたり２００円

同居していない場合は実家にも届けます。

学生とその保証人であり、学生が保証人と

月

信」という冊子を年に４回、４月

・

2019年10月4日

10

出しています。
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株式会社 h o t o z e r o
代表取締役社長
司会

けん た

やま だ

東京工業大学リベラ
ルアーツ研究教育院
教授
はなおか まさ き

ま さ し
しらべ

専修大学文学部教授、
総合政策センター広
報 ・ 情報部門会議
（大学時報）委員

・

しています。
１万５０００部を発行し、大部分は学外
に配付しますが、２０１６年に大隅良典先
・

医学賞を受賞なさっ

たときの号は学内であっという間になくな

生がノーベル生理学

学内向けや学外向けの広報紙のご紹

り、急いで増刷したことがありました。
山田

介がありましたが、全体的にはどのような
長野

していますが、中身は多種多様です。対象

に発行しているという点では、すべて共通

花岡

も内容も雑誌っぽいものに、だいぶ切り替

が多いように思うのですが、それでも判型

グが難しく、長く同じ形態で発行する大学

に思います。広報紙は切り替えるタイミン

花岡

タブロイド判は減ってきているよう

い）」は、学生と保証人を対象としており、

が卒業生や学生、受験生であったり、扱う

大学の広報紙はページものを定期的

教職員や一部の高等学校にも配付していま

テーマも学内全般のことだけではなく、研

わってきています。

状況なのでしょうか。

す。以前は年に４回発行していましたが、

山田

大 正 大 学 の 広 報 紙「 鴨 台（ お う だ

現在は年２回です。

究に特化したり地域貢献を中心に取り上げ

大きな流れとしては、いまご紹介い
たり、ひとことでは言い表せません。

このほかに、学内の同窓会担当の部署が
広報紙を制作し、卒業生に送っています。

ただいたような雑誌スタイルが最近は主流

年に２回発行し、対象は本学の受験生であ

これはその中で最も雑誌らしい広報紙です。

学では広報紙をいくつか出していますが、

う広報紙を出しています。タブロイド判と

山田 専修大学では、
「ニュース専修」とい

わってきた印象があります。

ント性を意識して、読んで楽しいものに変

ジュアルが多いものに変わってきています。

聞というよりフリーペーパーのようなビ

花岡

中核的な位置付け。

広報紙は、広報の媒体の中でも

そうですね。タブロイド判でも、新

る高校生や浪人生、そして他大学の学生。

いう以前からある形であり、まだ多数派だ

なのでしょうか。

これは大学院受験生ですね。最近は学内に

と思っていたのですが。

調 私は東京工業大学の広報紙「
また、紙面のデザインのクオリティが非
TechTech
（てくてく）
」の編集長をしております。本
常に上がってきました。エンターテインメ

も置いてあるので、学生も読者として意識

18
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編集会議では学生ならではのアイデアや意

実際に活動しているのはその半数であり、

報委員には 名ほどが登録していますが、

と学生広報委員が制作の担当です。学生広

小室 本学では、広報課の２名のスタッフ

でしょうか。

山田 広報紙の発行態勢は、どのような形

ブのほうが絶対に早いので、そちらが気に

問があります。新しい情報はＳＮＳやウェ

が、学生がどう受け止めているかはやや疑

の中で中核的な位置付けにあるつもりです

小室

ら始めたいと考えているところです。

じて、内容や形態についての検討をこれか

大きく変化したＳＮＳやウェブサイトに応

るかを考えたいと思っています。

るので、やはり大事であって、今後どうす

ば本学のイメージをすぐにご理解いただけ

ることは難しく、広報紙などをお渡しすれ

サイトをご覧いただきながら学校紹介をす

しかし、本日のような対面の場でウェブ

制作するページも。

積極的に伝えて、調整しながら進行します。

事の多くの部分を取られてしまう。マンパ

要とするので、広報課の担当者はそれに仕

一方、広報紙の制作はかなりの労力を必

が私を含めて３名、職員が１名、それから

に携わっているのは、編集委員として教員

調

違うようですね。

本学としては、広報紙は広報の媒体

見を取り入れるようにしています。デザイ
なると思います。

学生が自主的にテーマを決め、

ンは外注しますが、こちらの希望をかなり
長野 本学の広報課にはスタッフが３名お

ワーを考えたとき、それでいいのかどうか、

」 は、 路 線 が
TechTech

りますが、広報紙はそのうちの１名が主担

ほかの仕事をしたほうがいいのではないか

調 先 生 の「

当、もう１名が補助という２名態勢を取っ

学生が現在は

山田

ており、制作会社とやりとりしながら制作

といったジレンマを感じることもあります。

名関わっています。実際に

ええ、かなり異なると思います。制作

しています。基本的に学生は関わらず、大
学が主体です。

せんが。

活動している学生はそれほど多くはありま

している伝統のあるものです。
「鴨台」は２

発刊され、内容を変えながら現在まで継続

長野 本学の広報紙は１９２７年に初めて

けにあるのでしょうか。

す。あとは、制作会社のライターがインタ

デアを出し合って企画内容を決めていきま

当の職員や制作会社、われわれ教員がアイ

生が担当します。それ以外のページは、担

コーナーが２ページあって、この部分を学

中をご覧いただくと、
「学生企画」という

０１６年春に１００号を発行した際、大幅

ビューをして原稿を制作したり、デザイナー

すが、その中で広報紙はどのような位置付

山田 広報の仕事は多岐にわたると思いま

22

にリニューアルしたのですが、ここ数年で

座談会
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60

小室 和子氏

長野 留三子氏

先ほどご紹介があった明治学院大学

ですか。
花岡

の半分くらいだと思いますが、関わった最

り入れられるところ、その両者のバランス

ところや、逆に制作会社の意見が大きく取

あとは、職員の意見が大きく反映される

大学の情報を提供する部分とのバランスが

の」というだけで進めていくと、こんどは
・

発行態勢といったものをご存じ

20
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も含まれると思いますが、学生が主体となっ

て制作するものもあります。
「白金通信」も

そうですが、いいアイデアがたくさん出て

面白い内容になっていることも多いのです

が、私が知っているケースでは、学生メン

バーの「やる気」に影響されるため、年に

よって内容がけっこう左右されてしまうと

初の頃の編集長も教員だったので、かなり

を取りつつ作っているところがあるという

いう難しさもあるようでした。

こちらでチェックします。たとえば、内容

早い時期から教員が関わっていたことは間

年前に創刊し、私が関わったのはそ

とは無関係に、たまたま偶然ですが非常に

違いありません。

調

フェミニンなページデザインの提案をいた

山田

私も広報紙の制作に携わっています

が、最後のところでは、やはり面白いもの

にしたいという意見がとても強くなります。
山田

し か し、 大 学 の 広 報 紙 の 場 合、「面 白 い も
が一般的な形のように思いますが、ユニー

情報を提示する方法が全く異なる。

バランスを取りつつ、最後はどうな

何にでも関与してしまう傾向があるように

るのでしょうか。

印象です。

学生企画については、基本的に学生が自

思います。国立大学の特徴の一つではない

花岡

私立大学と違って、国立大学では教員が

主的にテーマを決め、作っていくという形

でしょうか。

チョンが入ることもたまにありますが、あ
くまでも学生企画という基本線を崩さない
山田 教員が編集委員として制作にタッチ

広報紙の制作は職員が中心になるの

するという形は、創刊時から続けておられ

クな制作

悪くなったりするのです。

るのでしょうか。

程度に任せています。

ターゲットが違えば、

です。教員や担当職員から多少のサジェス

道修正したこともあります。

だいたことがありまして、検討の結果、軌

がデザインしたりといった具合で、それを
18

大学としてはこの情報を最初に伝えたい
ものの、それがあまりキャッチーなテーマ
ではない場合、その前に別の話題を持って

ルを作り上げていくという感じです。
面白さと、大学からの

調

そ う い う 意 味 で は、 私 ど も の「

Tech

」が一番、読んでもらわなければ、と
Tech
いう気持ちが強いかもしれません。これは

ができるという場合、高校生や在学生に伝

なってくる場合があります。例えば新学部

信するのであっても提示の方法が大きく異

また、ターゲットが違えば、同じ情報を発

でもらえるようにしたいという意図がある

は、やはり面白さを重視して、もっと読ん

雑誌スタイルに移行しつつあるということ

います。ただ、かつてのタブロイド判から

が出ましたが、なかなか難しい問題だと思

のバランスをどのように取るかというお話

山田

面に出してきました。現在では、でき上がっ

れど読んでもらえる記事」ということを前

私が編集に関わるかなり前から、
「長いけ

ないという気持ちが多分にあります。

い、そのためには読んでもらわないといけ

す。そういう意味で、まず知名度を上げた

望者以外の間では知名度が非常に低いので

関西あるいは九州では、高校生でも本学志

あまり知名度が高くないように感じます。

私見ですが、本学は首都圏や関東以外では

えるのなら教育内容に踏み込んだほうが読

のではないか。出せばいいというものでは

てきたゲラを読んで自分が面白く楽しけれ

情報提示とのバランスが重要。

者にとって魅力的になるでしょうし、保護

なく、読んでもらわなくては意味がないと

記事の面白さと大学広報という役割

者や一般社会に向けて発信するのなら、時

いうふうになってきたと感じます。こうし

きたほうがいいのではないかといった提案

代背景や社会の要請といった「新学部が生

をすることもあります。

まれた理由」に焦点を当てたほうがいい。

山田 健太氏

ば一番の幸せ、という感じで作っています。

花岡 正樹氏

た点を、どのようにお考えでしょうか。

調 麻佐志氏

こうした説明をしながら、企画のディテー

座談会
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調 ブランド力のアップまではなかなか難

意識なさっているということでしょうか。

山田 やはり、大学のブランド力アップを
ければいけないといった悩みはたまにあり

いと思っても、今回は別のテーマを載せな

このタイミングでこのテーマを取り上げた

保護者が熱心に読むので、

内容も保護者を意識せざるを得ない。

かないので、本学のいろいろな面を紹介す

一番面白いところだけを見せるわけにはい

になればと考えています。とはいっても、

なのか」と知っていただく、そのきっかけ

しいのですが、
「東工大ってこういうところ

面白みがないので、特集の１と２ではホッ

」
小室 本学の教育理念「 Do For Others
を伝えたいのですが、毎号そればかりでは

関係についてお話が出ましたが。

か。先ほど、面白さの追求と大学広報との

山田

ます。

いた、さあ読もう」という感じではないで

から得られるので、学生は「白金通信が届

うですね。いまはいろいろな情報がウェブ

むしろ保護者のほうが熱心に読んでいるよ

いていますが、基本的には学生の自宅に送

小室

ますか。

学生は、どのような感じで読んでい

るようには意識しています。

トな話題や学生が興味を持ちそうなテーマ

山田

山田 東京工業大学で面白い話というと、

を探して紹介しています。

付します。そうすると、学生も読みますが、

学内のあちこちのラックなどにも置

だいぶ専門的な話題になると思います。そ

明治学院大学では、いかがでしょう

うすると、数ある専門領域の中のごく一部

lection受け継がれるもの」という写真入
りの短いコラムがあり、本文の最後のペー

るので、広報紙の内容も保護者を意識せざ

者のほうが熱心に読む。それが分かってい

MG Col- しょう。
山田 私の大学も同様ですが、送れば保護
ジは「聖書のことば」となっています。こ

るを得なくなってしまう。それはあまりい

表紙を開いた最初のところに「

点は、どのように解決なさっていますか。

い循環とはいえないと思いますが、しかた

しか紹介できないというジレンマが常につ

調 記事で取り上げた教員や研究テーマ、

の二つは他大学とは異なるところであり、

がないかもしれません。また、
「本学は安心

いて回るのではないでしょうか。こうした

研究室、卒業生紹介などの表を担当職員が

本学のアイデンティティーを出したいと

だ、いい大学だ」という面だけが、より強

思って構成しています。

調されるかもしれない。学生向け、保護者向

作っているので、最近はここをあまり取り

それ以外は、本学のボランティア活動は

けという面は、どうなっているでしょうか。

上げていないので次号もしくはその次で紹

歴史があって盛んなので、それを紹介する

花岡

介しようかというように、偏らないよう意

ナーなど、本学の特色を伝える紙面作りを

「人が、人として、人のために」というコー

識しています。
各分野に教員は多くいますので、どこを

にした冊子は珍しいと思います。在学生が

現状では、保護者だけをターゲット

取り上げてもちゃんと面白い話が聞けます。

心掛けています。

そういう面ではあまり苦労しません。ただ、

22
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対象で、それにプラスして、保護者には説
ビューも掲載しました。

は地域創生を取り上げ、外部の方のインタ

ば１０４号は日本文化の特集、その次号で

進行中の研究改革を説明する「研究特集号」

が研究を語る対談を収録し、ついで学長が

ビューが巻頭に来て、そのあとは本学教員

決まっています。

となりました。しかし、通常は全体構成が

明責任があるから送るというように、保護

雑誌スタイルにすると、

者はプラスアルファとして考えているので
われわれは特集のテーマなどを拝見して、

はないでしょうか。

山田

全体を統一するテーマを設定するのではな

リアパスの話があって、最後は学生企画。

紹介、そして特別企画、博士修了生のキャ

現在は最初に対談があって、次に研究室

しょうか。

く、それぞれの企画ページのテーマを決め

特集やテーマが必要になる。

だというように判断しています。かつて主
小室

これはおそらく学生向けだとか卒業生向け
流だったタブロイド判の広報紙は大きく扱

に企画をさせたいので、あらかじめわれわ

ていくというやり方です。

テーマはけっこう意識するもので

う記事があったとしても、その号のテーマ

れがテーマを決めることは少ないのですが、
月はクリスマス特集を紙面のどこ

学生が関わるところはなるべく学生

というものを設定することは少なく、単純
例えば

学にもあります。従来は学内ニュースの発

長野 いまおっしゃったような課題は、本

なってきたのだと思います。

ということが紙面から見て取れるように

であったり、学生向け、高校生向けである

な情報提示の方法であるため、保護者向け

を行うつくりが主流になっています。そん

のある特集を立て、それに添って情報発信

という体裁にはなっていません。ごくまれ

調

」 の 場 合、
必 要 に な り ま す。
「 TechTech
テーマはどこで決めるのですか。

かフック（きっかけ）になるような工夫が

いでしょうか。読んでもらうためには、何

マがないとなかなかまとまらないのではな

山田

ているものはあります。

かで扱うというように、時期によって決まっ

のは、大学生や大学院生であっても、自分

しますが、あえて高校生向けの内容にする

にしています。専門用語を説明したり、高

調

本当のところは、専門分野の話題という

工夫をなさっていますか。

いと思いますが、そのためにはどのような

校生向けの内容を大学が作るのは相当難し

受験生であるというお話がありました。高

最初に、メインターゲットの一つは

に記事を並べていることが多かった印象が

信が中心であり、内容が統一されていない

に、例えば大隅良典先生がノーベル賞を受

山田

あります。それがいまでは、まずテーマ性

印象でした。そこで、１００号のリニュー

の専門分野以外は高校生と同じくらい分か

あるテーマの下に一つの号全部を作る

雑誌スタイルにすると、特集やテー

アルを機に方向性を変えて、テーマ性を持っ

賞なさった時の号では大隅先生のインタ

ということはありません。

校生には難しすぎると感じたら直したりは

基本的に、あまり易しくはしないよう

た企画を展開することになりました。例え

座談会
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12

わせによって面白い議論になることを狙っ

作っていきます。こうすればうまくいくと

んか、というように、提案しながら紙面を

く、もっと現場の声を取材して紹介しませ

いう公式はないので、毎回、地道に話し合

ていましたが、次第に同じような分野の人

いを重ねながら進めています。

同士の対談になって、深い話になる代わり
に、触発し合って意外な展開になることが

小室

われわれも、学生広報委員に対する

トライトを当てるようにはしています。

しまうので、三つくらいの方向からスポッ

対して一つの切り口だけだと大味になって

私が意識しているのは、一つのテーマに

少ない。本学にはタレント（才能のある人）
はそろっているので、あとはテーマの決定
が最も重要です。
一つのテーマに対して、
三つの方向から光を当てる。

マを検討するところから始まるケースもあ

でテーマを考えてご提案したり、一緒にテー

花岡

自分でやった方が早いと感じることもあ

イスしたり書き直させることがあります。

文章力についても、足りない部分をアドバ

りに対する学生の意識の問題や、企画力や

は決まっているのに対して、原稿の締め切

指導や調整の面で、いまのお話と同じよう

らないでしょう。しかし、それを楽しめる

りますが、多いのは、先ほどもお話がでて

ります。しかし、みんなで作っている広報

な苦労をしています。発行のスケジュール

ような高校生、きちんと理解できなくても、

いましたが、大学の事情により、次はこの

紙というスタンスであるため、やめるわけ

発行の苦労という点では、大学から

読んで何となくワクワクするような高校生

テーマを取り上げなくてはいけないという

山田

が本学を志願してくれるのだと思います。

場合です。

どのような相談が多いのでしょうか。

だから、専門用語の解説を除けば、あえて

相談内容はさまざまですね。こちら

易しくせずに作っている。私自身も楽しめ

ス。たとえば、このテーマで２ページとい

は、テーマの内容とページ数が合わないケー

小室

ますか。サークル活動のような感じですか。

山田

人気はあります。企画ごとに、自分

学生広報委員は、学内で人気があり

山田 逆に、編集作業で最も大変なのはど

われても、せいぜい１ページ分の情報しか

にはいかないという難しさがあります。

のようなところでしょうか。

の都合に合わせて参加できるという仕組み

テーマが既に決まっている場合に困るの

調 例えば巻頭の対談であれば、当初は本

ない。そのため、理念的な内容だけではな

るように作っている面があります。

学の研究者と、全く別世界の人との組み合
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です。
山田 それは面白い一方で、大変ですね。

アンケートの回答を参考にしつつ、

した。

タビューなども盛り込み、大正大学の学生

まないといわれているなか、著名人のイン

を、興味深く拝見しました。学生は本を読

０３号の特集「ＢＯＯＫＳ：本のハナシ」

花岡 「鴨台」がリニューアルしたあとの１

らえるようなテーマにするのに苦労します。

の要素と組み合わせるか。かつ、読んでも

なぜこのテーマ設定にするのか、学内のど

すが、一番難しいのはテーマの設定です。

長野 本学では職員が制作を担当していま

わせるといった調整はしています。

小室 慣れている上級生を下級生と組み合

るようなことはありますか。

は商業誌ではなく、大学が伝えたいことは

うのみにするわけではありません。広報紙

る読者が多いと思うので、回答内容を全て

答えるのは「白金通信」に好意を持ってい

の声を聞いています。ただ、アンケートに

小室

単純に部数や評判ではないと思いますが。

思いますが、どのようになさっていますか。

山田

くださいます。

口をそろえて「おしゃれですね」と言って

まり多くはないですね。ただ、読んだ方は

長野

広報紙に対する反響はいかがでしょうか。

山田

年に１回、アンケートを取って学生

いう確認をすることができます。

で、広報紙としての方向性は合っていると

しゃいますが、若い読者層も少なくないの

てくださる読者はいろいろな方がいらっ

が分かりました。また、アンケートに答え

アな読者は難問であるほど喜ぶということ

が、これがものすごく難しい。しかし、コ

例えば、最後のページにクイズがあります

必要に応じてフィードバックをしています。

十名くらいはすぐに答えが返ってくるので、

たのを見て、うれしく感じたことがありま

調

読者アンケートを毎号実施しており、数

」は、ある程度の評価は
山田 「 TechTech
得られやすいのではないかと思います。

だけではなく、広く「学生全体」に本の魅

外せないので、アンケートの回答を参考に

山田

紙面を考える。

力を気付かせる内容で面白かったです。

しつつ、紙面を考えています。

題で大学から相談があったときに、
「これは

取材のノウハウなどを、先輩が後輩に伝え

長野 ありがとうございます。そう言って

長野

ダメではないか」と思ったら、何とお伝え

広報紙に対する自己評価は難しいと

した。

広報紙に対する評価の指標を、

大学は作る必要がある。

になりますか。

花岡さん、広報紙に対する評価の問

から聞きにいかなくてはいけないと感じま

学生アンケートなどは、これまであ

ウェブのコラムで取り上げてくださっ

いただけるようなテーマに、学内要素をリ

まり実施していないので、お話をうかがっ

花岡さんからお話があったような、

ンクさせていくこと。そのバランスの難し

ていて、評価を待つだけではなく、こちら

毎号、感想を募集していますが、あ

さを毎回感じています。

座談会
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花岡 広報紙に関して、ＰＤＣＡや改善活
小室

しょうか。

いますが、広報紙は何を目指しているので

ろなところで使って、この言葉に触れても

じきどう）」という食堂があるなど、いろい

らう機会を増やしています。

動を上手に行っているところはあまりない

セス数をチェックできます。広報紙用に制

」の記事は大学のウェブサ
調 「 TechTech
イトで公開しているので、記事ごとのアク

必要があると思います。

か。大学は、そういった指標づくりをする

伝わることなのか、読者が増えることなの

花岡 大学として伝えたいことがきちんと

けませんか。

山田 その評価基準の一端を教えていただ

かりません。

を得ることがゴールなのかということも分

のになってしまいます。面白いという評価

アンケート自体、焦点が絞られていないも

もってよしとするかがはっきりしないと、

すが、広報紙はゴールがありません。何を

どで定性および定量調査がある程度可能で

ば入学者へのインタビューやアンケートな

を作詞した際に、大正大学を「鴨台（おう

長野

お使いですか。

山田 「鴨台」というタイトルは、以前から

います。

報をお届けするために作っていると思って

てもらって、興味を抱いてもらうような情

心を持ってもらえるか。もっと本学を知っ

長野

とにもつながっているのでしょうね。

や、表紙にきちんと校章を入れるというこ

共 感 し ま す。
「白 金 通 信」 と い う タ イ ト ル

山田

「白金通信」を作る上での目標です。

りに思う。そういう変化の一端を担うのが、

て、明治学院大学の卒業生であることを誇

生でも、卒業時には本学が好きになってい

入学時点ではそういう意識があまりない学

意識が少しでも向上してほしいと思います。

を作っています。

が出るように、少し意識して「

ます。本学ならではの「地味な格好よさ」

学を見て、憧れをもって来てほしいと思い

そういう意味で、受験生も少し違う目で本

製造業で本学の卒業生が活躍しています。

といわれていました。現在も、さまざまな

工場があるところには本学の卒業生がいる

た頃は「煙突の下に蔵前人あり」
、すなわち

ちがあります。

思ってもらえるようになりたいという気持

い 目 で 見 て、
「そ の 地 味 さ が 格 好 い い」 と

かどうかは、よく分かりません。

調

ゲットは極めて明確であるように思います。

愛校心というか、大学に対する帰属

ように思います。受験生向けの企画であれ

作したコンテンツを有効利用できるという

だい）
」と呼び、そこから長く使われている

」は受
東京工業大学の「 TechTech
験生を増やすという目的があるので、ター

メリットもありますが、ご指摘のように、

ステークホルダーに、どれだけ愛校

ええ、詩人の北原白秋が本学の校歌

」
TechTech

かつて、台東区蔵前にキャンパスがあっ

本学は地味なイメージがありますが、長

ただ、広報紙によって受験生が増えた

山田

それがゴールかどうかはまた別の話です。

言葉です。学内には「鴨台食堂（おうだい

それはとても分かりやすいし、私も

山田 ひとことで表現するのは難しいと思
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ウェブとは違う

できるということから、冊子という形態が

しい。また、歴史を積み重ねていくことが

だけるということですね。学生の住まいや

がふさわしいのかどうかを、今後検討する

選ばれたと思います。

ブ化しても、人事異動などがきっかけで途

必要があるでしょう。

花岡

実家に送っているので、学生と保護者が情

山田 既に何度かお話に出てきたように、
山田

ン形式の情報発信が増えていますが、そう

報を共有できますが、ウェブではそれは難

広報紙とウェブとのハイブリッドな活用が

て、どのようなターニングポイントがあっ

ターゲットや目的に応じて、現状の媒体

進んでいます。各大学はウェブサイトによ
たでしょうか。

絶えてしまったりするおそれがあります。

る情報発信に力を入れており、そういう中
長野

紙媒体ならではのメリット。

で紙媒体にこだわる理由や、紙でなければ

果などを掲載していましたが、その

～

発刊当初は一般社会に向けて研究成

大正大学の広報紙の歴史を振り返っ

できないことなどについて、どのようにお
長野 今回の座談会を機に本学の広報の歴

学生や保護者向けの学内報となって現在に

年後に研究成果の紹介は別の冊子に分離し、

ら順にストーリーが展開されるので、情報

のかたまりが目の前にあり、しかも表紙か

す。しかし、冊子形式ならある程度の情報

を読んで、そのサイトから去ってしまいま

いう情報を見る人は、興味がある記事だけ

全体的な流れとしてはウェブマガジ

考えでしょうか。
史を振り返ってみたところ、大学の公式ウェ

至っています。いまでは、一般社会向けの

30

ブサイトが始まって約 年が経ち、ここ数

20

が、その過程で紙媒体の見直しをあまりし

年でＳＮＳもスタートしています。ところ

対象でした。タブロイド判から現在の形に

小室

広報媒体はウェブサイトだけです。

るのであれば、やはり紙媒体でしょう。

の世界観や全体を通したメッセージを伝え

しゃった、紙媒体なら直接渡せるとか蓄積

山田

受け取った人が好印象を抱く可能性が高ま

こちらから渡したり送ったりできるので、

れた人に情報を提示するだけ。紙媒体なら

はどうしても伝わらず、基本的には来てく

きな強みです。
「おもてなし感」がウェブで

加えて、手渡しができるということも大

の伝わり方が全然違う。その大学ならでは

て こ な か っ た こ と に 気 が 付 き ま し た。
「鴨

なったのは２００７年ですが、その際に紙

本学では、広報紙は以前から学生が

台」を紙のまま続けるかどうかを、一度考

媒体をやめてウェブだけにするという話は
出ず、それ以来ずっとこの体裁です。

直接お渡しできるところが紙媒体のよさだ

できるというメリットを考慮したためで

他大学や企業などにうかがったときに、

えるべきかもしれません。

と思います。また、情報の蓄積という面で

しょうか。

そ れ は、 先 ほ ど 長 野 さ ん が お っ

も紙媒体がふさわしい。冊子が残っていれ

ただし、紙媒体であっても大学が言いた

ります。

ば、あとできちんと振り返ることができま

小室

やはり、直接手に取って読んでいた

すが、ウェブでデータを蓄積してアーカイ

座談会
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20

した。広報紙はやはり紙媒体が適している

のに一番適したメディアだといわれていま

本来は一覧性や価値観

いまや衰退メディアの典型のような新聞も、

山田 私の元々の研究分野は新聞ですが、

されると思います。

世界観を提示する

いいかを考えてこそ、紙媒体のよさが発揮

与えないので、どんな相手にどう伝えれば

いことを一方的に言うだけではいい印象を

にほとんど接触がないので、逆に新鮮に感

マートフォンからであって、普段は紙媒体

山田

るのではないでしょうか。

も情報が届くという効果が、紙媒体にはあ

それによって、従来は届かなかった対象に

てあるので、何気なく手に取ってもらえる。

」な
単ではないと思いますが、
「 TechTech
ら高校の進路指導室や予備校などにも置い

調

最適なのではないでしょうか。

ります。

もらえるかといった、いろいろな課題があ

らないし、届いてもリンクをクリックして

するにはメールアドレスを集めなければな

とも考えているのですが、メルマガを配信

ます。その対象を学生にも広げたらどうか

教職員向けにメルマガを月一回発行してい

に届ける手法はメルマガではないかと考え、

考えています。例えばウェブで情報を手元

長野

がですか。

という意見もあり、その関係をうまく説明

じるのでしょうか。

山田

・

しているので、それとの関係もあるかもし

はなく、最適な媒体なのかを見極めたいと

小室

れません。ウェブに完全に移行した大学は、

学生の情報収集の８割くらいはス

紙媒体をなくす検討、というわけで

できれば紙媒体の意味が見えてくるような

ウェブで高校生につながるのはそう簡

気がします。

わざわざアクセスする人は少ないでしょう。

紙の媒体にあまり固執していない可能性が

見は、紙媒体ほどは得られないように思い

てもあまり見ないと思いますが、紙媒体で

の」や「聖書のことば」などはウェブにあっ

ま た、
「白 金 通 信」 の「受 け 継 が れ る も

変わるでしょう。

増えたので、コミュニケーションの形態が

送っていましたが、インターネット出願が

出ます。従来は大学案内と願書をセットで

受験生向けの大学案内は紙媒体で出
しかし、冊子が届いたらパラパラと眺めた

ます。また、ＳＮＳは、その仕組みやアル

あることによって目に留まり、それが心に

花岡

広報紙の記事をウェブに掲載しても、

りはするし、知人や先生が載っていたら目

あります。

ウェブは欲しい情報しか得られない、

花岡 ウェブは検索性が高く、自分が欲し

を留めるので、それを期待しています。

ゴリズムによってその人が欲しがりそうな

届く可能性があると思います。

新しい発見があるのは紙媒体。

い情報を手に入れやすいものの、新しい発

情報しか集まらなくなり、イメージが次第

山田

紙媒体のよさは、手に取ってパラパ

ウェブに移行したいという話は、よく

に固定化してしまう懸念があります。大学

ラと見ることができるということ。それに

調

は非常に多様です。大学の知らなかった一

再検討するとおっしゃる長野さんは、いか

紙媒体は必要だというご意見ですが、

面に出合うには、紙媒体である広報紙こそ
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小室

長野

広報に関わるルールはございますか。

山田 「鴨台」には、そのような大学全体の

・

のガイドラインがあるので、広報紙もブラ

小室

うのは、どういう点でしょうか。

山田

であって、中身が伴わないといけないと思

調

現状です。

中だけでイメージを作っているというのが

反映されておらず、あくまでも「鴨台」の

ロゴなどを使用する場合

よって情報が伝わるだけではなく、大学の
ンディングのイメージに沿った形で紙面作

シンボル

ブランドイメージを感じてもらうことがで

にするかという議論がよくありますが、内

イエロー１００％です。また、ロゴマーク

います。本学では、前学長時代の教育改革

大学のロゴマークやイメージカラー

きますが、ウェブメディアでは基本的に難

は設定されていますが、
「鴨台」にはあまり

容に応じて適した媒体があるのであって、

を変形したり、下地にドットがあってはい

ガイドラインに従った紙面作りとい

りを行っています。

その区別が問題です。どちらか一方という

けないといったようなことが決められてい

情報発信の主軸を紙媒体にするかウェブ

しい気がします。

ことではないと思います。時事性が高い話

によって大学のイメージが格段に上がった

感じがします。いま、産業界からも非常に

媒体だけでブランド戦略はできないの

題や研究、いまであれば社会の関心が高い
ます。

注目されています。著名な方が教員になっ

ただけではなく、教育内容についても新し

るべき中身があって、それと連動する形で

」を通して受験
らサポートし、
「 TechTech
生に伝えていくのだと思います。まず伝え

そういった改革をわれわれは広報の側か

いことをいくつか行いました。

関係していると思います。明治学院大学で

広報していくのがブランドイメージを高め

例えば、スクールカラーの指定色は

ＳＤＧｓに関わる取り組みなどは即時性に
優れたウェブで伝えたほうがいいでしょう。
状況、内容によって使い分けが必要です。
大学のブランディングを
広報の側からサポート。

は著名なアートディレクターがロゴマーク

ることにつながると考えています。

山田 広報紙は大学のブランディングとも

やスクールカラーをデザインするなど、ブ

学生が多様化する中での課題。

デジタル時代における、

ランディングのトップランナーでいらっ
しゃいますが、ブランディング力をアップ
する中での広報紙の位置付けなどについて、
ご紹介ください。
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山田 最後に、デジタル時代における、学
生が多様化する中での大学広報紙の課題に

思いました。

広報紙の発刊目的とステークホルダー、そ

また、学生はＳＮＳなどで短い文章はた

課題だと捉えています。

ウェブの時代にどうしたらいいかが最大の

があるので、廃止するのではないものの、

けるかが問題です。紙媒体ならではのよさ

小室 やはり、ウェブとどう折り合いをつ

れており、パンチの効いた的確な短文が添

真は上手に撮っていて、その配置も工夫さ

当に写真ばかりなのですが、よく見ると写

活動の一環なので学生に任せたところ、本

の学生が言い出しました。あくまでも課外

前に、報告を全部写真にしたいと編集委員

に学生が報告書を作成しますが、３年ほど

いう課外活動に関わっていました。帰国後

る必要があり、その先に新たな展望が見え

種類が増えてきたいま、ここで一度整理す

いけないという発想ではなく、メディアの

でずっと継続してきたものを続けなくては

体は決められないと思っています。これま

長野

それが媒体によって違うということですか。

山田

い分けが課題だと考えています。

のか。ウェブサイトとＳＮＳと紙媒体の使

してコンテンツという三つの要素をどのよ

くさん読んでいますが、長い文章が苦手な

えられていました。それを見て、これから

てくるような気がします。きちんと全体を

うに掛け合わせて大学の情報を伝えていく

ので、それにどこまで対応するか。読まれ

の学生はこういう思考回路であり、こんな

私は、広報課の前の部署にいたときに、

ないのでは意味がありませんが、かといっ

文章を読むのだということが分かったので、

学生を海外に引率するスタディーツアーと

て学生に合わせてばかりでは大学の広報紙

見据えた上で、検討したいですね。

ついておうかがいします。

として適切ではないので、その着地点を探

少しは受け止めようと考えました。

文章も比較的短いと感じましたが、意識し

ていくしかないと思います。
「白金通信」の

迎合せず、一定のレベルを保ちながらやっ

えていますね。教育内容も、あまり学生に

山田 大学は、常にそうしたジレンマを抱

長野

通は十分と思っている学生は多いですね。

山田

指したいと思っています。

えるべきところは伝えるという広報紙を目

なったので、文章は短く簡潔に、しかし伝

そんなことがあってから広報に異動に

くてもいいと思います。いいコンテンツを

白ければメディアに関してはあまり考えな

で再編集して公開していますが、内容が面

せ、さらに個々の記事に分解してウェブ上

それをＰＤＦに加工してウェブサイトに載

目的がはっきりしないと、有効な媒

三つの要素の掛け合わせというのは、

していきたいと思います。

てそうなさっているのですか。

いと思いますが、そのターゲットや中身に

大学から広報紙がなくなることはな

は目新しい企画を取り入れ、刺激を受けた

私が編集長になって約３年ですが、当初

どれだけ作れるかが問題なのです。

制作したコンテンツを紙媒体に掲載し、

小室 例えば、最新号の特集は研究室訪問

調

の記事なので、あまり堅苦しい文章にはな

ついては精査する必要があると思います。

写真や動画と短い文章だけで意思疎

らないし、これくらいの分量で伝えたいと
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く、ものを作る人間が常に抱えている問題

一 の 課 題 で す。 こ れ は 広 報 紙 だ け で は な

目新しさを感じるようなものを作るかが第

て制作側のモチベーションを高め、読者も

そういう行き詰まり感に対して、どうやっ

ものの、次第に飽きて停滞してきました。

大学が考えていることや社会への要望と

では、大学がしていることだけではなく、

けた大学からのメッセージです。その意味

また、広報紙の記事は社会や保護者に向

生じてくるケースもあるように感じます。

が発信するメッセージやイメージにブレが

だろうし、ウェブとの違いもはっきりする

広報紙ができると、その意味合いも変わる

んでした。これからはもう一歩踏み込んだ

だけで、問題提起まではなかなかできませ

含めて、これまでの広報紙は事実を伝える

報の役割かもしれません。そうしたことも

うな問題提起が可能でしょう。事実をきち

すが、広報紙なら議論のきっかけになるよ

情報を伝えるだけならウェブでも可能で

かもしれません。

ると、広報紙はさらに面白くなるし、社会

いった熱い想いを伝えたり、提言したりす

第二の課題は、本学は外国人の留学生が

です。

的な価値も上がるのではないかと思います。

ので、せめて大学の広報紙ではきちんと守っ

ういったものを非常に軽視する側面がある

は意外に難しいものです。日本の社会はそ

くような、かつ中身が面白い記事というの

人教員の参画といった、多様性を広げてい

かできないか。ジェンダーバランスや外国

す。特に教員の学部学科を偏りなくするこ

小室 「白金通信」は、かなり意識していま

を考慮しています。

性は最低でも一人は登場するといったこと

ば本学では、明文化はしていませんが、女

真などでどの程度意識なさいますか。例え

ジェンダーバランスを、登場する教員や写

調

ことが難しくなるかもしれません。個人的

いを見せていかないと、紙媒体が生き残る

山田

みたいと思いました。

体だからできる企画や組み立て方を探して

示しないと記事が成り立たないので、紙媒

小室

工夫を、皆さんに期待したいと思います。

は異なる視点から面白く読ませるといった

学生が長い文章を読まない時代に、授業と

て、それを基に議論を始める。あるいは、

んと固定化できるのは紙媒体の力であっ

ていきたいと考えています。

とで、より多くの読者に身近に感じてもら

には、紙媒体はぜひ残したいと考えていま

問題提起ができる媒体。

ウェブとは違って、広報紙は

多いほうですが、国際的に見ると圧倒的に
少ないし、男女比は男性が圧倒的に高い。
学生の出身地もほとんど首都圏という、多

花岡 広報紙が何のためにあり、何を伝え、

えるようにしています。

様性に欠ける大学です。それに対して、何

何を表現するかは、しっかりと考えなくて

山田

広報紙を制作する場合に、先ほど出た

はいけないことです。
「うちの大学らしさ」

す。本日は、ありがとうございました。

大学の中で、そうした媒体による違

ウェブは問題提起をして答えまで提

が明文化されず、きちんと受け継がれずに

なずれがあり、それにどう対応するかも広

学生の男女比と教員の男女比に大き

作ってしまうことによって、徐々に広報紙

座談会
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