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高原 幸治

桜美林大学入学部
（アドミッション
ズオフィス）部長

近年、大学の受験生は減少していま

を絞っています。教職員だけではなく、学

ンキャンパスを有意義な場とすべく、知恵

こうした状況にあって、各大学はオープ

報を求めて参加するのかもしれません。

べると学部も多様化したため、保護者も情

学が多様化し、保護者が学生だった頃と比

題にしていることなどが挙げられます。大

校がオープンキャンパス参加を夏休みの課

保護者も参加するようになったことや、高

えることさえあります。その要因としては、

は、１日の参加者が数千人から１万人を超

増加の一途をたどっています。大規模校で

すが、逆にオープンキャンパスの参加者は

兼高

参加者は、増加の一途。

オープンキャンパスの

変わりゆくオープンキャンパスのあり方

たかはら こう じ
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兼 高 聖雄

生が主体的に関わる大学もあります。さら

に、受験生のニーズの多様化に応えて、オー

プンキャンパスそのものがいろいろな形を

取るようになってきました。それは一方で、

ＡＯ入試が増えてきた流れと関係があるよ

うに思います。

本日は、特徴のあるオープンキャンパス

を開催している大学のご担当者にお集まり

いただき、その意図や内容、オープンキャ

ンパスのこれからのあり方などについてお

話しいただきたいと思います。

予約制のパーソナルな

四日市大学は１９８８年に、当時は

オープンキャンパスに変更。
佐藤

まだ珍しかった公私協力型大学として開学

しました。現在は２学部で、１学年の定員

分余りの通

が２００名です。四日市市は三重県北部に

あり、名古屋市までは電車で

学圏なので、県内の高校卒業生の約 ％は、

30

愛知県をはじめとした県外へ流出するとい

う状況です。本学の学生のうち、県内出身

者は４割足らずなので、地元の高校生にもっ

と残ってほしいと思っています。
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大正大学アドミッ
ションセンター課長

佐藤 信行

あつし

篤

わたなべ

渡辺
さ とう のぶゆき

兼高

渡辺

か。

参加者と大学のマッチングという意

味で、効果はいかがでしょうか。

本学では、以前はオープンキャンパスを
佐藤

年くらい前のことですが、ＤＭ

必ずしもそうとはいえないと思いま

兼高

が減っている。特に一般入試が顕著でした。

やしても、
出願時期になってみると、
志願者

を送ったり交通広告を掲示して来場者を増

す。もう

年に３回程度開催し、多くの参加者を迎え

夏はＡＯ入試と推薦入試、

非常に大きいと思います。

入れていました。しかし、オープンキャン
パスの内容が大学理解を促すという面では
不十分だったことから、 年くらいかけて
月は一般入試向けに開催。

パスを始めたということですか。

月に１回ずつです。かつては夏に７日間と

月のオープンキャン

兼高

いうこともありましたが、その後、新３年

ええ、夏に４回（４日間）
、 月と３

した。

12

月の開催は、一般入試希望者への接触

人と小規模です。

期の接触が目的です。来場者数は約３００

３月の開催は、新高校３年生への早

そこで３月や

回か開催し、リピーターに丁寧に対応なさっ

渡辺

大正大学もオープンキャンパスを何

ているそうですね。

月までほぼ

渡辺

兼高 予約制のパーソナルなオープンキャ

生向けに３月に開催し、

月にも開催しつ

ンパスにした結果、どのような変化があっ

月１回とし、１回につき約 名ほどの高校
生や保護者をお迎えして、
「顔の見えるパー

約制にし、開催も年間 回、

15

ソナルオープンキャンパス」に変えてきま

12

学生生活に入っているようです。大学４年

う状態なので、学生は安心してスムーズに

課の職員も新入生の顔が分かっているとい

点で本学をかなり理解しており、入試広報

て参加した上で入学してくるので、入学時

佐藤 最低でも２～３回はリピーターとし

たでしょうか。

という事情です。

れに対する危機感から回数が増えていった

年頃から志願者が減少したことがあり、そ

の負担とコストが増加しました。２００３

たものが最大で７日間まで増えて、教職員

渡辺

たのですか。

兼高

つ、夏の開催を減らしていきました。

とが分かりました。この時期に高校生に接

ろ、本学を一般入試で受験すると決めた時

そこで新入生にアンケートをとったとこ

なかったわけです。

は一般入試希望者にまったく接触できてい

たのです。つまり、オープンキャンパスで

が目的です。そもそも志願者を増やすため

間だけではなく、入学前の１年間も加えた

兼高 志願者を増やすためには、やはりオー

です。ところが、調べてみると、ＡＯ入試

月下旬から

月上旬が多いというこ

と推薦入試の希望者しか参加していなかっ

期は

12

はい。夏に３日間だけでスタートし

にオープンキャンパスを開催していたはず

５年間、しっかりと学生の面倒を見るとい

11

最初は夏に集中して開催なさってい

う気持ちで、
「パーソナルオープンキャンパ

触する機会を設けて出願を後押しするため

ス」を目指しています。

プンキャンパスが最も有効だとお考えです

12

12

12

12

少しずつ形態を変化させました。参加を予

10

50
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に、 月開催を提案しました。
月下旬の段階で大正大学が志望校

オープン

スに行って、見てみないと分かりにくい面

とっているなど、実際にオープンキャンパ

大学の規模が大きくなってきたこともあり、

も年間に１万５０００人以上が参加します。

ンパスが各大学に普及し、いまは、本学で

渡辺 さまざまな取り組みを試みてきまし

ピールするようなことがありますか。

ではの教育や学部運営などの独自性をア

になっているのでしょうか。大正大学なら

の候補に上がるような工夫を、別途お考え

しいという趣旨で実施しています。また、

スで大学のことを理解してから出願してほ

入試による入学なので、オープンキャンパ

高原

さってきました。

キャンパスなど、いろいろな試みを展開な

があるように思いますが、ミニ

にかけて６回開催し、一般入試の出願者向

現在、
オープンキャンパスは３月から８月

し、２０１５年に取り組みを終えました。

が大きかったこともあり、実施回数を減ら

者数に対応できる形に変化してきました。

きめ細かくというよりは、ある程度の参加

・

たが、やはり「来て、見てもらうこと」が

本学のＡＯ入試の導入は、首都圏でもかな

兼高

一番だと思います。特に本学は中小規模な

けの入試事前相談会を 月に行っています。

米国のオバリン カレッジに派遣してＡＯ
・

研究し

オープンキャンパスは職員の負担

ＡＯ入試の出願者をコンスタントに

ンパスが現在の形になったということで

確保できるようになったので、オープンキャ

兼高

・

プンキャンパスの効果は大きいのではない

ました。

入試のあり方を約１年かけて調査

・

でしょうか。また、参加者の受験率は夏は

本学が提供する学びのマッチングを重視し

増加、高校側の進路指導のあり方や取り組

高原

に出願するＡＯ入試と推薦入試の高校３年

・

生、それと夏休みに複数の大学訪問や研究

く影響しています。近年は、基本的に年内
兼高

ンパスを開催していました。
てから、ということですか。

です。

が課題となっている高校１

・

２年生が対象

・

８月後半のオープンキャンパスの参加者

高原

ただ、始めた当時に比べるとオープンキャ

よく理解している出願者が数多くいます。

全員ではないものの、本学のことを

受験生には、かなり大学を理解させ

それもあります。加えて、参加者の
ており、毎週土曜に、事前に予約した高校

みスケジュールの前倒しなどの変化も大き

しょうか。

生 人くらいが参加するミニ オープンキャ

その意味でも、受験生の学びたいことと

ミニ

ので、各学部の教員も協力的です。この時

り早く１９９９年です。並行して、職員を

約 ％ですが、 月のオープンキャンパス
参加者では約 ％まで上がります。

月

兼高 夏から 月にシフトした効果はあっ
たということですね。
渡辺 はい。夏の開催を２日減らして

12

に開催しましたが、バランスは取れている
と思います。
土日に開催する
ミニ オープンキャンパスの試みも。

40

12

12 50

12

新入生の５～６割がＡＯ入試や推薦

期に、志望する学部の教員と直接話せるオー

11

兼高 桜美林大学ではユニークな学群制を
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12

25

は以前とは異なり、高校１

石川 さゆり氏

夕方から、社会人向けの

きました。

年くらい前から志願

入学い

・

・

しています。また、本学はキリスト教主義

・

プ
・

このほか、社会人対象のオープンキャン

・

・

仕事を考慮して、夕方６時半から開催し、

・

学科ごとの個別相談が中心です。参加者は、

・

・

入学につなが

の大学ですので、

高原 幸治氏

ずれも減少傾向となり、学内の改革ととも

に、オープンキャンパスが担う役割も変化

してきたように思います。大学の各学科

専攻の内容を理解してもらうものから、大

学生活を細かく切り取り、
『この大学で学ん

でみたい』と思ってもらえるよう、オープ

ンキャンパスの体験が志願

るよう、参加した高校生 保護者のアンケー

ト結果を参考にしながら、企画を考えてい

ます。３月をスタートとし、年間６回、そ

兼高

の開催月ごとに目玉となるイベントを準備

パスの場合は、最初から「この大学がいい」

チ オープンキャンパスを開催します。

オープンキャンパスを開催。

兼高 学ぶ分野によっては、かなり早い時

という参加者が多いような気がしますが、

女子大学です。女性が対象ですからマーケッ

２月に開催します。日中の
トはもちろん半分になります。小規模大学

パスを７

うちに決めているケースもあります。航空

20
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・

２年生が７～

８割なので、ここ数年はそれに応じたプロ

期に受験を決めるケースもあるのではない

いかがでしょうか。

グラムも実施するようにしています。

でしょうか。

月にはクリスマス

高原 全国でも数少ない特長的な学びがで

石川

関連や芸術の分野は、特にそうです。

人程度ですが、現役の社会人学生と

各回

の交流は好評であり、学びに意欲的な社会

しています。

人同士のオープンキャンパスはとても充実
学を訪れていましたが、時代の流れととも

兼高

社会人の学生は、何人くらいいらっ
に「オープンキャンパス」として充実して

以前は「見学会」と称し、高校単位で大

プンキャンパスに参加しています。

ではありますが、入学生のうち６割がオー

本学は、愛媛県にある四国で唯一の

きる学群や専修などは、高校１ ２年生の

12

松山東雲女子大学のオープンキャン

20

10

兼高 そのほかは、やはり２年生の終りか
ら３年生の夏くらいまででしょうか。
高原 そうですね、年内入試はほぼそのス
ケジュール展開です。

10

・

高校生だけでなく、われわれ教職員もヘト

たことがあり、この時はさすがに参加した

います。以前、午前

実施に至りました。実施してみると、いま

者了解の下、予約制にする」ということで

したが、協議を重ね、
「参加する場合は保護

拘束することについて反対する声もありま

にあたり、女子高校生を夜８時まで大学に

午後の終日開催をし

ヘトに疲れ切ってしまったことがありまし

しゃいますか。

た（笑）
。現在は、午前 時から午後２時に

・

代と幅広く、

大学 短期大学合わせて 名弱です。

社会人学生は 代後半から

石川
学びに意欲的な社会人学生は、二十歳前後

のですが、皆さん生き生きと学んでおられ

とやっていけるだろうかと不安の声は多い

が、夕方６時半から開催する「ムーンライ

い」という声が多く、そこから始まったの

験と重なってオープンキャンパスに行けな

プンキャンパスに行けない」とか「模擬試

が、高校生と話す中で「部活があってオー

会や地域の会場での進学相談会があります

接関わる機会として、高校主催の訪問相談

オープンキャンパスのほか、高校生に直

石川

すか。

参加者が増えているということはありま

兼高

月の２回、恒例開催しています。

ご参加くださっています。現在は７月と８

娘と来ました」と、保護者の方もたくさん

りの高校生の参加や、
「仕事が終わってから

まで参加することができなかった部活終わ

石川 オープンキャンパスを続ける中で、

と志願者の間に相関関係が見えないのが現

志願者は増えないことも。

参加者が増えても、

ます。

企画もそうですが、開催回数を増やしたり、

ト オープンキャンパス」です。開催決定

兼高 聖雄氏

近年は、オープンキャンパス参加者

志願者のうちでオープンキャンパス

開始時間を変えたり試行錯誤を繰り返して

佐藤 信行氏

固定しています。

の学生たちに、大きな影響を与えてくれま

50

す。入学前に社会人の方から、若い子たち

60
渡辺 篤氏
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・

ではないかと思います。わざわざオープン

佐藤

これからはＳＮＳの活用もポイント

れを、どのように見ていらっしゃいますか。

オープンキャンパスでは、参加者が朝

年間を通じて協力してもらっています。

め、
「さくらインターン」という学生団体に

いになり、教職員だけでは運営できないた

実です。
本学を併願校として受験する生徒さんもお

キャンパスに足を運ばなくても、家にいて

てからのミスマッチを防ぐためにもオープ

とが分かっています。だからこそ、入学し

とオープンキャンパス参加の割合が低いこ

発信していかなくてはならない気がします。

できるオープンキャンパス」といったものを

大学側としては、そういった「動画で参加

スマートフォンで動画を見ることができる。

スツアーの運営や、学生企画の在学生座談

生スタッフが立って案内します。キャンパ

キャンパスに来ますが、その要所要所に学

時に最寄り駅からスクールバスを利用して

一般入試やセンター試験利用入試では、
り、推薦入試やＡＯ入試の受験生と比べる

ンキャンパスに参加し、本学がどういう大

本学に入学する学生は国際交流や留学に

会、在学生相談ブースなどもあります。

現状では、オープンキャンパスの様子は、
来学者やＬＩＮＥでつながっている高校生

オープンキャンパスが出願に結び付いてい

兼高 いろいろお話をうかがっていると、

じます。関東地方の大学のオープンキャン

パスの中身自体が変わりつつあるように感

活用するといったように、オープンキャン

い中で、例えば学生をロールモデルとして

兼高

は間違いないと思います。

学生活をよりリアルに感じてもらえること

護者に自らの原体験を語ることによって大

ロールモデルとなる学生が、高校生や保

れらを紹介するコーナーも設けています。

バルサポーターズ」という学生団体が、そ

対するニーズが高いことから、留学生や海

ないのではないかという声が少なくないよ

パスは教員中心であり、関西は学生中心だ

外留学の経験者で組織されている「グロー

うな気がします。

と聞いたことがあるのですが、いかがでしょ

どではないが、やはり知りたいという質問

などに、その日のうちにＳＮＳで発信して

高原 結び付かないというよりも、かける

には、学生スタッフが適宜フォローしてい

います。

労力の割には効果が少ないという面がある

パスでは、学生を活用していらっしゃった

うか。桜美林大学のミニ

オープンキャンパスの効果が見えな

のかもしれません。

・

た広報が主流でしたが、やはりライブの体

高原

ようですが。

オープンキャン

験型が有効だということでオープンキャン

来学者が夏場は３０００～４０００人くら

オープンキャ

プンキャンパスが大きくなっても運営に貢

ンパスの時代に創設した学生団体が、オー

る風景を目にします。ミニ

・

昨今は１回のオープンキャンパスの

パスに比重が移ってきました。こうした流

また、わざわざ個別相談ブースで聞くほ

兼高 そうですか。かつてはメディアを使っ

学生スタッフの活用。

ロールモデルとしての

いと思っています。

学かということをできるだけ体験してほし

10
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献してくれています。
なお、ミニ

・

オープンキャンパスの時代

から、学生スタッフには、準備作業も含め
て時給を支払っています。加えて、学校見
学でキャンパスツアーを行う場合も、トレー

石川
分話すより、学生が２～３

学生の力は本当に大きいですね。私

たち教職員が

分話したほうが伝わるかもしれません（笑）
。
学生スタッフは必須だが、

関西の大学では、オープンキャンパ

保も学生に経験させたいのですが。
兼高

スの学生スタッフに新入生のガイダンスも

手伝ってもらったり、単位を出していると

ころがあるようですが。

に対しても時給を支払います。

あとに在学生コーナーに足を運ぶ参加者も

須です。職員の相談コーナーで話を聞いた

渡辺

教員と一緒に学生スタッフが参加すること

合宿にアドバイザーとして参加しています。

が入学式後のオリエンテーションや新入生

佐藤

学長紹介などは、学生に任せています。

当日の全体ガイダンスの司会進行や

石川 本学もかつては、各学科で人数制限

少なくありません。話の内容は同じでも、

により、オープンキャンパスで出会った先

高原

を設けて時給で支払っていましたが、報酬

やはり在学生の言葉で得心したいのでしょ

注意すべきポイントも。

は無くても「後輩たちに自分たちの学科を

うね。また、学生の雰囲気を確認するとい

兼高 私が教えている日本大学芸術学部に

用します。オープンキャンパス協力への賃

います。公募して、研修と面接を行い、採

本学では、約１２０名の学生が登録して

フに立候補する新入生もいます。

した関わりの中から、次年度の学生スタッ

方にとって良い刺激となっています。そう

フも先輩としての自覚を持つことから、双

オープンキャンパスの学生スタッフ

ぜひ紹介したい」と学生から声が上がり、

輩の存在が安心感を与えますし、学生スタッ

は映画やテレビのスタジオがありますが、

金は、準備や後片付けもあって、きちっと

学生の力はオープンキャンパスに必

いまでは人数制限なしで、学生が自主的に

うこともあると思います。

教職員だけでは動かせないため、 人くら

にアピールしたいことがあるのですね。そ

いまのお話と同じように、学生は参加者

たり、指示命令系統がバラバラになったり

いないので、大きい目的を共有できなかっ

例えば、学生は当日の運営にしか関わって

一方、難しさを感じることもあります。

ていますか。

にズレがあった場合、どのように調整なさっ

大学が伝えたいことと学生が言いたいこと

ありました。とてもいい話だと思いますが、

伝いたいという要望が出たというご紹介が

石川さんからは、学生のほうから手

兼高

いの学生にアルバイト代を払って手伝って

こで学園祭と同じ日に進学相談会を設けて、

もらっています。

参加者がそのまま学園祭に行き、学生が説

学生は、良いことも悪いことも本音

石川

ています。

時給にすることができないので、日給で払っ

会も相談コーナーを設置しています。

スタッフを買って出てくれています。学生

ニングを受けた学生が案内しており、それ

20

します。本当は、学科との折衝や予算の確

明しているという状況です。
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20

で話します。保護者が模擬授業を聞いて本

のことでした。主にお金の話です。

で聞けなかったことは、個別相談で聞くと

いくつかの大学では高校生と保護者を切

学が良いと思っても、その後学生の話を聞

り離して説明し、理解させるという方法を

いて悩む場合もあるようです。全体を通し
て、引き算するか、足し算するか、最後は

とっていると聞きます。高校生が自立して

んが、無理に引き離して不満や不信を生む

いるかどうかが関係しているかもしれませ

本人次第といったところでしょうか。
オープンキャンパスに

スに求めるものの変化を、どのように感じ

兼高 高校生や保護者がオープンキャンパ

者だけがずっと話しているという情景を見

校生と保護者が一緒で、個別相談では保護

兼高

と思います。

くらいなら、一緒に説明したほうが無難だ

ていらっしゃいますか。

求められるものが変化。

渡辺 一つは、多くの高校がオープンキャ

かけます。

受けていないように感じます。

佐藤 本学では、そういった影響はあまり

渡辺 首都圏の多くはそうですね。

兼高 高校は、全部そうなのですか。

志望の度合いがまちまちになります。

回るといった場合、友人同士で行くので、

はいるのですが、例えば夏休みの間に３校

います。これが参加者の増加につながって

が、保護者からは、子どもと同じ話を聞き

明を同時に別々に開いたことがありました

高原

て、毎回、保護者説明会も開催しています。

石川

ますか。

の大学ではどう対応なさっていらっしゃい

者が増加していますが、それに対して皆様

兼高

石川

オープンキャンパスに参加する保護

はい、そうです。

兼高

ご参加くださる方もいらっしゃいます。

化が顕著で「いまの大学はどうなのか」と

参加します。また、昨今は保護者の高学歴

方が少なく、それぞれ興味のあるところへ

でしょうか、保護者と行動している生徒の

石川

高校生向けの説明と保護者向けの説

部といった漢字の名称ではなく、総合政策

最近は、大学の学部名が法学部や経済学

教授から、こんなお話もありました。

法政大学キャリアデザイン学部の田澤実准

本誌の２０１９年５月号の座談会で、

本学は小規模大学で敷地も狭いから

石川 愛媛でも、宿題といって参加する生

本学でも、模擬授業も個別相談も高

ンパス参加を宿題にしたことが大きいと思

徒さんもおられます。

たいという声が多く寄せられました。そこ

本学は、高校生プログラムと並行し

兼高 やはり、２年生ですか。
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して返事が来るのを待っていた。こういっ

はエントリーシートなどなく、履歴書を出

ぶ違う。その上、就職活動も全く違う。昔

か分からないし、教育内容も以前とはだい

な学部が増えて、学部名だけでは何を学ぶ

やキャリアデザインというようにユニーク

ほどは外部の方にお願いしています。

いいのではないかということで、この４年

合、教職員が話すよりも外部の人のほうが

施するのは効果的かもしれません。その場

せんが、保護者は聞きたいので、分けて実

しています。高校生はあまり興味を示しま

育に関わる時事ネタ」を分かりやすく説明

渡辺

などを開催していらっしゃいますね。

模擬授業の後に「ふり返りワークショップ」

兼高

ことはあります。

ます。確かに夏のオープンキャンパスには

応じた内容を提供すべきではないかと考え

ＡＯ入試や推薦入試という参加者の目的に

オープンキャンパスは、一般入試および

はい、今年度から導入しました。

大正大学のオープンキャンパスでは、

たことに対して、大学がどんな指導をして
いるか分からないので、オープンキャンパ

オープンキャンパスと

はＡＯと推薦にしっかりマッチングした内

試、それから宿題や付き添い組なので、夏

たくさん来場しますが、ＡＯ入試か推薦入

渡辺

ＡＯ入試をリンクさせるか。

校生と保護者を分けてイベントを開催する

容にしたいと思います。

私は納得しながらお話をうかがいました

スや説明会に参加するというのです。
が、保護者もいずれは校友会に入っていた

のはとても大変です。

高原さんがおっしゃったように、高

だくことを考えると、非常に大事にする必

兼高

入学者のアンケートを見ると、ＡＯ入試

要があります。

る一方、一般入試は

％以下。しかも、そ

％がオープンキャンパスに参加してい
はい、そういうことだと思います。

保護者は、子どもと一緒にいたいの

佐藤 本学では保護者説明会と模擬講義を

ですね。
渡辺

の

は

同じ時間に開催し、保護者はどちらに参加
してもいいとしています。保護者説明会で

男子も女子もですか。

月のオープンキャンパスで

石川

ており、いろいろな内容をお伝えしてきま

渡辺 私どもも保護者ガイダンスを開催し

学の特色を学長自ら説明します。

参加するのは女子か保護者が多いですね。

兼高

保護者のほうが多いくらいです。

少ないので何ともいえません、男子よりも

渡辺

も う 一 歩 踏 み 込 み た い と 考 え て、 ワ ー ク

食がおいしかったで終わっていた感想を、

ために行う。これまでは、楽しかった、学

由を固める、あるいは記憶の定着化を図る

れば、夏は一般入試の話ではなく、志望理

あって、夏には来ていないわけです。であ

％も全て

は、建学の精神から授業料に至るまで、本

した。先ほどのお話にあった、保護者世代

高原

本学の場合、そもそも男子の参加が

と現在の差異を説明したり、大学の特徴を

ショップを導入したり専用ノートを作った

本学は学生の６割以上が女子なので、

そうですね、オープンキャンパスに

話したこともありますが、最近は、例えば

そもそも女子と保護者の来学が多いという

12

「定員厳格化」といった、いわゆる「高等教
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りし始めたところです。
学部学科を全て廃止し、学群制を導入しま

本学では、２００５年から２年間かけて

翌年に始めました。

の前身となる「じぶん探究プログラム」を

うした機会提供の場として、「ディスカバ！」

かなかないということです。そのため、そ

な、人生に大きな影響を与える出来事はな

した。当時の受験生には学群制の分かり難

ログラムを行うというものです。

のですか。

さもあったのか、その後、志願者数が減少

兼高 それはＡＯ入試の審査とリンクする
渡辺 ＡＯ入試では志望理由と学修計画を

２０１５年に私が課長として入学部に

ラムを導入することにより、学生募集広報

ンパスでは取り組むことのできないプログ

これは、１日単位で実施するオープンキャ

戻ってみると、ＡＯ入試の導入時と比べて

ます。

を新たな方向に切り替える試みでもあり

しました。

重視しているので、つながりますね。
兼高 これをやっておくと、ＡＯ入試につ

明らかに出願書類の質が二極化しているこ

はっきりした数字はありませんので、

ＡＯ入試の合格率が高いのでしょうか。

オープンキャンパスに参加した高校生は、

とに気付きました。大学としては減少傾向

兼高 ある意味では、あるべきオープンキャ

ながるということですね。

渡辺

ンパスの姿ですね。大学の特徴的な学びを

セミナーという形でインプットし、考えさ

にあった志願者の数を上げながら、質も同

せて、出願に結び付けたいということでしょ

時に上げたいと考えていました。
そこで、高校現場に調査を行い、ＡＯ入

今年度の取り組みの成果を測る上でも、今

試や推薦入試の対策指導の状況をうかがっ

後調べていきたいと思います。
探究学習や自己分析のワークショップ
「ディスカバ！」を開催。

・

考えた場合、最初から本学を志望する生徒

２年生をターゲットに

を対象にしていては志願者層の拡大につな

特に高校１

うか。
られないことが一つの要因であることが分

がらない。そこで、
「ディスカバ！」では本

高原

推薦

かりました。そこで、高校生のための自己

分～１時間程度の時間しかかけ

たところ、高校側にその余力がなく、一人

生の８～９割はオープンキャンパスに参加

分析のワークショップとなる「ＡＯ

の生徒に

しています。オープンキャンパスの内容は、

学の広報はせず、探究プログラムやＡＯ入

高原 本学でも、ＡＯ入試に出願する高校

ある種、定番化しているので、それはきち

準備セミナー」を開発 導入しました。

の授業と部活と家という三角形の中で生活

生が書いた書類を見て分かったのは、高校

もう一つ、このセミナーに参加した高校

含めて、幅広い高校から参加があります。

ます。結果として、トップレベルの高校も

試対策のセミナーに特化した展開をしてい

・

スカバ！」という取り組みをしています。

兼高

・

これは、春休みや夏休み、週末にサマース

していると、ＡＯ入試の題材にできるよう

募集はどうなさっているのですか。

クールのような探究学習やキャリア支援プ

オープンキャンパスとは全く別に、
「ディ

んと運営しています。

30

26

2020.1 大学時報

その中の、半数が出願につながっています。

兼高

やはり本来の姿ではないと思います。

皆さんがおっしゃっているように、それは

高原 高校への案内と、本学が持っている
兼高

学院大学のアサーティブ入試や慶應義塾大

ので、現在は、切り離しています。追手門

は特定大学の入試広報の一環として捉える

高原 入試の面を出せば出すほど、高校側

いということでしょうか。

兼高 入試広報として行っているのではな

高原 ええ、そういうお話もうかがいます。

はございますか。

た生徒の学び方が変わったというような声

石川 高校から、
「ディスカバ！」に参加し

高原

たいと思わせる、ということですか。

兼高

その取り組みは素晴らしいと思いました。

のかどうか、不安を覚えることがあるので、

と、果たしてちゃんとした志望理由がある

供しているのですね。個別相談をしている

渡辺

り組みだと思います。

大学のオープンリソースですね。面白い取

兼高

とかしようというものです。

いるという多くの高校生の共通課題をなん

高原

ども、それ以上の取り組みは難しい。しか

分かるかというと、本当に時間が短いけれ

佐藤

どうなるとお考えでしょうか。

兼高

ンパスだけでは課題もあると思います。

う高校生に出会うには、現行のオープンキャ

と思います。ただ、本当に来てほしいと思

プンキャンパスで志望のきっかけは作れる

容の質に比例すると思います。１日のオー

高原

スだけでは弱かったということでしょうか。

いということの発信が、オープンキャンパ

・

学ＳＦＣの未来構想キャンプといった先例

いことがあるのか、それをやりきれるかと

し、それに近いものとして高大連携が挙げ

それは、本学はこういう学生がほし

Ｏ 推薦準備セミナーというわけではない。

特に桜美林大学だけを目的としたＡ

リスト、またメディアも一部使っています。

があるので、本学として今後どのようにす

いう根っこの部分の話が大事だと思います。

られます。本学では、高大連携の協定を結

ＡＯ入試の志望理由に

るかは、いまも議論をしている最中です。

そういう学生が入学定員数だけ集まってく

んでいる高校からリクエストがあって、１

ええ。志望理由の深掘りが不足して

兼高 しかし、出願には結び付いているの

れれば、オープンキャンパスに１万人も集

年間の探究の時間を使って調べたことの

志望理由になり得る経験を大学が提

そういう学びを桜美林大学でしてみ

大学の取り組みを

プログラムに溶け込ませたい。

オープンキャンパスの役割は、今後

たった１日で大学のことがどれだけ

・

発表会を開くので、本学の教員をオブザー

点数ではなく、本当に本学で学びた

は来てほしいということになる。しかし、

なり得る経験を提供。

ですね。

める必要はないはずですが、大学もいろい

高校生との接触時間ややり取りの内

高原 「ディスカバ！」の探究プログラムに

ろな期待や不安があって、これくらいの数

オープンキャンパスというよりも、

薦準備セミナー」のワークショップには３

は年間１０００人ほどが参加し、
「ＡＯ 推

０００～４０００人くらいが参加します。
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１日だけのオープンキャンパスではできな

バーとして派遣してほしいとのことでした。

学が四国で女性社長輩出数１位という調査

石川

はないでしょうか。

で活躍するロールモデルを提示できるので

就職したいといった志願者は年々増えてい

佐藤

いったことはございますか。

地元の高校生を大学が育てて地元に返すと

兼高

そうした事柄と志願者といいますか、

いような関係が作れたのではないかと思い

結果（２０１９年）もありますが、女性の
管理職やリーダーだけでなく、組織の一員

県外から本学に入学する学生もいます。８

まると感じています。県外流出が多い半面、

ます。今後、そうした地元志向はさらに強

大学と同じキャンパスにある短期大

ます。

として責任をもって仕事を成すことができ

そうですね。三重県で学び三重県に

兼高 現在の形のオープンキャンパスでは

る人材の育成も本学の根底にあります。ロー

年前の東日本大震災の際に、被災者支援の

足りないということですか。
高原

提

看護医療大学の学生と一緒に活動していま

的な活動を行いました。同じ学園の四日市

・

兼高

す。その活動を通して、被災した高校生が

・

大学の紹介にもなりますね。

本学に入学した例もあります。

オープンキャンパスにはオープン

キャンパスの機能や役割があると思います。

示は今後も課題です。

ルモデルとなり得る女性の育成

とですね。

石川 確かにそのとおりです。オープンキャ

ボランティア団体が学内に作られて、積極

石川 オープンキャンパスだけではなく、

兼高 「ディスカバ！」に協力していただく

ンパスのＯＧガイダンスや、社会人学生の

発掘

いろいろなツールの特徴を生かすというこ

ように教員に依頼するのは大変でしたか。

現役の社会人学生を紹介することが、

高原 全てを学内の教員にお願いするのは

活動そのものが大学のＰＲになって
・

プンキャンパスに反映したり、高校生と一

いるわけですね。

兼高

「学び足し」
「学び直し」は、現役学生にとっ
兼高

緒に何かするようなことはございますか。

てもいい刺激になっています。

無理があるので、その条件を外す前提で始

市大学は、一般的な私立大学とは違った役

めました。例えば語学系のプログラムは、
包括的な連携協定を結んでいるベルリッツ

割もあるのでしょうか。

渡辺 ７月の開催では、 分の時間を取り、

大正大学ではいろいろな取り組みをオー

ジャパン株式会社、世界遺産検定のプログ

公私協力型大学として開学した四日

ラムは株式会社マイナビ文化事業社に依頼

佐藤

ラムを提供することだと思います。

す。大切なのは、担当者が楽しんでプログ

マにしたプログラムは教員が担当していま

多くの機会を学生に提供しています。

ントへの運営スタッフとしての参加など、

でのインターンシップや市が主催するイベ

開学しているので、市役所や市の関連施設

だけ共通事項を設けていて、高校生の参加

を行ったりとさまざまです。ただし、一つ

す。学科の説明をしたり、ゼミ形式で授業

学科ごとにワークショップを実施していま

四日市市との公私協力型大学として

しています。逆に「科学の甲子園」をテー

兼高 松山東雲女子大学では、女性が社会

90
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型になるようにお願いしています。
したものです。クリスマスの雰囲気を味わ

課程を擁しており、昨年度には、子育て家

わりを大切に考えます。本学は保育士養成

石川

がいいですよね。

パスで大学の雰囲気を知ってもらったほう

兼高

家庭の両立を実際に経験するプログラムが

称して学生が子育て家庭を訪問し、仕事と

庭訪問インターンシップ（ＣＯＣ事業）と

そういう時だからこそ、地域との関

一般入試も、やはりオープンキャン

いつつ、しっかりと個別対応いたします。

佐藤

始まりました。キャンパス内に附属保育園

月の開催は、一般入試の

兼高 ＡＯ入試に関しては、学科の学びを

オープンキャンパス参加率は低いですね。

兼高 この先生のところで勉強するという

別相談に応じています。

後の機会と位置付けて、全学科の教員が個

前に高校生が教員と接することができる最

キャンパスを開催しています。一般入試の

状があるので、そのために 月にオープン

のオープンキャンパスには来ないという現

渡辺 一般入試を考えている受験生は、夏

ていないということが挙げられます。

れると思います。

プンキャンパスにはさらなる工夫が求めら

それぞれの規模で示していくために、オー

一つなのかもしれません。大学の存在感を

事であり、桜美林大学の取り組みは正解の

うちに大学に関心を持ってもらうことが大

ことですね。そのためには、１～２年生の

兼高

試に出願しています。

に参加した高校生はほぼ１００％、一般入

月中旬に入試相談会を開催しますが、それ

渡辺

ことはございますか。

つながりをどう感じ取ってもらうかです。

かく大学まで来てもらうのだから地域との

込ませるかでしょうね。もう一つは、せっ

びをオープンキャンパスにどのように溶け

渡辺

どのようにお考えですか。

渡辺さんは、オープンキャンパスの課題を

兼高

識しています。

出願に結び付けるためのもの。

高校生がいかに理解するかが大事だと思い

ただ、四日市駅前にある市の関連施設で

本学でも、一般入試で入った学生の

ますが、オープンキャンパスのもう一つの

確認ができるわけですね。

石川

の大学のオープンキャンパスでは、駅から

や幼稚園もあり、地域と共に歩む活動を意

課題として、一般入試の出願には結び付い

渡辺 それが狙いの一つです。この時期、

わせた取り組みができないか考えています。

大学へ行く途中の商店街にオープンキャン

入試制度が新しくなる中、それに合
入試のあり方が大きく変わる状況で

やはり、大学の取り組みや学部の学

地域と組んで、何かをするといった

いま検討しているところです。ほか

パスの告知が出ていたりしますが、そうし

兼高

ることができないもどかしさがありますね。

それを見せれば効果的なのに、見せ

多くの大学では、入試方式の説明や出題傾

兼高

学生の選択肢に入れてもらうという

向の対策に終始すると思いますので。

は、オープンキャンパスどころではないと

12

石川 本学の 月オープンキャンパスも、
夏に参加できなかった高校生、つまり、こ

12

いう意見があるかもしれません。

12

れから一般入試を受験する高校生を対象に
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12

もとても重要だと感じます。これからはオー

たことは大学と地域との関係を伝える上で

プンキャンパスと「ディスカバ！」の関係

兼高

ないと継続できません。

佐藤

が、近年は、学群の教員を巻き込んだ話し

ンキャンパスの企画運営を行ってきました

えつつあります。

学群の独自カラーを積極的に出す方向に変

そうですね、教職協働がうまくいか

プンキャンパスを通じて、大学が持つ教育
はいかがでしょうか。

合いをしています。何が正解か分からない

その一環として、職員が主導してオープ

研究のリソースが地域貢献にどう活用され

高原 「ディスカバ！」では大学広報を極限

いるところです。

ので、教職協働で、手探りしながら進めて

２０１８年夏のオープンキャンパスでは、

まで控えるように徹底しています。

それに関連して、桜美林大学のオー

ているかを伝えていく事が重要ではないで
しょうか。
大規模なイベントではなく、
・

体で行っていましたが、なかなか出願に結

別に高校生対象のサマースクールを学部主

佐藤 本学では、オープンキャンパスとは

れるという強い認識があることを改めて知

プンキャンパスは、その大学の情報が得ら

いつになったら説明が聞けるのだと。オー

されました。本学の話を聞きに来たのに、

いう企画をしましたが、アンケートで酷評

てもらえるかという工夫が、どの大学も足

えたい。その後で、どうしたら好きになっ

やはり、この大学はどういうところかは伝

ＡＯ入試などには非常にいいと思いますが、

兼高

オープンキャンパスには

び付かず、２年前にやめてしまいました。

り、以後、意識して機能分化しています。

２年生向けに「大学の選び方」と

しかし、お話をうかがっていて、やはり学

兼高 受験するかどうかにかかわらず、ウェ

高校１

びの部分にもう少し力を入れていきたいと

りないのかもしれません。

顔の見える形で続けたい。

思いました。大規模なイベントにするので

ブサイトやパンフレットでは分からない

学びの本質を伝えることができれば

学生の活用は、効果が大きいと思い

てみたいと思いました。

が強くあります。本学の場合は、リベラル

こかできちんと伝えていきたいという思い

高原

参加していただき、最後のプレゼンテーショ

出ました。そこで、実際のゼミに高校生も

くようになったことを伝えたいという話が

ト学群から、ゼミ活動を強化して卒論も書

ます。２０１８年に、ビジネスマネジメン

高原

さまざまな役割がある。

はなく、互いの顔が見える形で続けたい。

「空気感を感じる場」という役割は必ずあり

兼高 それはすぐには志願者の増加に結び

アーツ、芸術や航空マネジメントなど、比

ます。

また、学部の学びをしっかり浸透させられ

付かず、むだなように見えるので、大学の

ンまで体験してもらったところ、非常に高

るようなサマースクールを、もう一度考え

長期的なブランディングにつなげる作業は

較的エッジの立った学びがあることから、

そうですね。一方、学びの魅力をど

大変な時間がかかるかもしれません。
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プでのゼミ活動を体験します。一般入試で

ム」を２月に実施し、在学生を含めたグルー

石川 合格者対象の「入学前準備プログラ

れるでしょうね。

佐藤 そういう機会は、学生の成長も促さ

い評価を得ました。

ばならないテーマの一つです。

ンパスのような場できちんと説明しなけれ

兼高 高等教育無償化の話は、オープンキャ

う案内文は届いていました。

ンパスなどの説明会に講師を派遣するとい

佐藤 日本学生支援機構から、オープンキャ

受験生に何を伝えるかは大事ですね。

本当にありがとうございました。

本日は貴重なお話をうかがうことができ、

複数校に合格したが、この体験を機に本学
入学を決めたという事例もありました。
兼高 ある意味では、それもオープンキャ
併願校に行ってしまう合格者が多い、

ンパスの一環のように感じます。
高原
ある大学の学部が２月の一般入試の手続き
前に説明会を行ったところ数多くの参加者
が来学し、歩留りの向上につながったとい
う話を聞いて、本学でも一度、同じように
したことがありました。志願者減少の時代
が来ることを考えると、一般入試の歩留ま
り対策には適した広報かもしれません。
石川 高等教育の無償化について、２０１
９年７月開催のオープンキャンパスで、保護
者から「高校から配布された資料だけでは
高校生が７月の段階で聞いていな

分からない」と、かなり質問がありました。
渡辺

かったというのは、ちょっと驚きました。
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