特集 教育力ブランディングと日本大学ランキング

その他

34.4％
学部名を知っている大学

●どういう学生が、
どのような教育で、何を身に付けたのか
●学生生活の満足度はどうか？
●卒業後に社会で活躍しているか？
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高校教員は教育内容を理解している大学を生徒に勧める

使用データ：進研アド 2019年受託調査結果より
（平均）

進路選択における

考えるうえで『とても参考にした』

【図表１】は大学生に「進路を

ホルダーと言えます。

集戦略上、非常に重要なステーク

ますが、中でも高校教員は学生募

まな人に相談のうえ進路を決定し

が多いようです。受験生はさまざ

いてはまだ試行錯誤の段階の大学

に行っていますが、高校戦略につ

保護者に対する広報活動を積極的

現在、多くの大学が、高校生や

し、生徒に勧める形になっていく

ているかという観点で大学を評価

での学びと親和性が高い教育をし

ひとりの特徴を思い浮かべ、高校

教員が行う進路指導も、生徒一人

ようになります。そのため、高校

は高校での学びや活動を評価する

を入れています。一方で大学入試

また近年、高校は探究学習に力

が増えるのではないでしょうか。

受験校選びを高校教員に頼る生徒

にも「進路指導の先生」が入って

教育内容と入試の評価

伝えるべきは

がえます。さらに今後は、進路選
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それは、
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員に伝えるとよいのでしょうか？

では、どのような情報を高校教

現3年生から、大学入学共通テ

STEP３では、自学の教育力

来てもらうために、入試で何を評

内容」と「その教育に合う学生に

価 す る か」で す。
【図 表 ２】は、

の強みを分析します。
「どんな学
「卒業後にどんな活躍をしている

生が、どんな力を付けているのか」

名のみ知っている」という場合、

のか」といった点を調査し、具体

大学の理解度とその大学の推奨度

生徒に勧める割合は約 ％にとど

の関係を調べた結果です。
「大学

り強くなると予想されます。

択における高校教員の影響力がよ

校生の進路決定におけるキーパー

います。高校教員、特に担任が高

プは「担任の先生」であり、３位
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ます。初めてのことで不安を感じ、

学力の3要素を測る入試が行われ

ストが実施され、全入試区分で、

嶋 はる美

人」を聞いた調査結果です。トッ

高校教員の影響力が拡大

しまはるみ ●（ 株 ）進 研 アド入 社 以 来 、
マーケティングリサーチ関 連 部 署にて調
査・データ分 析を担 当 。マーケティングリ
サーチを通した高 等 教 育 機 関の課 題 抽
出・解決支援に携わる。
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長に必要な力を入試でどう測って

校教員の納得度は高まります。
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いるのか？ これら高大接続の観
点から入試情報を伝えることも、

の教育の強みをを発信し、評判が
どう変化したのか、していないの

高校教員推奨度を高める現実的な
ポイントです。
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かを確かめ、設定した目標と照ら

志願者の数と質、両方を

のサイクルにつなげていきます。
【図表３】は、高校教員の評判

かし、 歳人口が減少する今後は、

者の数が優先されてきました。し

これまで学生募集は、主に志願

効率的に高めるには？
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「数から質」または「数と質の実現」
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STEP２は「目標設定」です。
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大学の先生やスタッフ
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色・教育内容まで知っていると、
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〜高 校 教 員 調 査 か ら わ か る 高 校 向 け 募 集 戦 略 の ポ イ ン ト

高校教員が勧める大学とは？

【図表１】進路を考えるうえで「とても参考にした」人は？
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12.2％
大学名のみ知っている大学

59.0％
特色・教育の内容を
知っている大学

よく勧める+勧める
知らない大学 0％

調査すべき事柄

▶高校教員対象
の調査を行い、
自学と競合校の
ポジションを把握

進研アド
「大学受験振り返り調査」2013年10月実施

目標設定

【図表２】生徒に当該大学を勧めますか？
▶○年後の目標を
立てる
▶競合校と比較して
自学がどのような
ポジションを取るべき
かを設定
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Report
高校生が進路決定する際の相談役は高校教員
【図表３】高校教員の評判を高め、効果的な学生募集を行うための５つのSTEP

