戦略経営 111 大学事例集
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はじめに

振り返ってみると、この 10 年間で 100 を超える大学を訪問し、理事長、学長、
理事、事務局長、部課長などトップや幹部からお話を伺い、報告書や記事に
まとめ、新聞・雑誌等に発表してきた。今回、出版のお勧めを頂き、改めて
数えてみると 111 大学、これだけの数の大学訪問とインタビュー、報告書は
過去にも例が少ないとのことで、これが本書のタイトル『戦略経営 111 大学
事例集』となった。東信堂より『大学戦略経営の核心』と合わせて同時発刊の
運びとなった。
100 を超える大学の取り組み事例は、大学の経営・教学のあらゆる分野を
網羅し、その取り組みも極めて多彩である。そのことは目次からもご覧いた
だけると思う。全国 111 の大学が、厳しい現状を切り拓き、目標実現への真
摯な取り組みの中で創り上げた幾多の成果は貴重であり、かつ示唆に富んで
いる。10 年間の激変する高等教育情勢に、如何に大学が立ち向かってきた
かの大切な記録でもある。
一つの大学の事例の中には、いくつものテーマで改革に活用できる情報が
詰まっている。そのどこが役立つかは読み手にしかわからない。読者の所属
する大学の現状や課題、何が問題となりどうしたら進むのか、この問題意識
によって事例集から引き出せるノウハウは無限大だとも言える。
事例に何が書かれているか、目次にも詳しい見出しを付けたが、あわせて、
関心のあるテーマがどの大学の、どこに記載されているか分かるように、テー
（ⅳ～ⅷ）を作っ
マごとに、その大学名と掲載ページを付した「テーマ別索引」

た。読みたい箇所を集中的にお読みいただくのも本書の活用法である。
以下は、索引で選定した 57 のテーマを使って戦略経営の重要性を述べて
みた。それぞれのテーマが大学改革全体のどこに位置付くか、確認しながら
お読みいただければ幸いである。
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テーマ解説

18 歳人口が再び急減する 2018 年を間近に控えた厳しい大学環境の中で、
大学の存立と発展を作り出すには、Ⅰ 戦略の策定・推進・評価 の PDCA
サイクルの構築が不可欠である。優れた中長期計画の策定・推進、すなわち
中長期計画を軸に改革を前進させなければならず、そのためには具体化され
た中期計画が求められる。戦略マップを活用し、中期計画、経営改善計画を
徹底的に浸透させ、戦略推進体制を構築・強化、戦略課題を部門・個人に連
結し、一人でも多くの教職員を動かすことで成果に結びつけなければならな
い。達成指標・数値目標を鮮明にし、到達度評価体制を強化し、自己点検評
価を改革に生かす仕組み、内部質保証体制を構築するための組織・制度改革
を断行することで、初めて、先を読んだ構造改革が実現できる。
Ⅱ 戦略推進マネジメントの構築 には、優れたリーダーシップで大学を牽
引することが大切だが、一方、こうしたトップの統括力とボトムアップの結
合も必要だ。やはりボトムアップ、現場提案を重視することなしには、正し
い、実態を踏まえた政策は立案できず、その結び目にいる企画部門が大きな
役割を果たす。こうした運営を作り上げることで、学部自立運営が強い中で
の改革推進も可能となり、また、このことが大規模大学を動かすマネジメン
トの構築にも、さらには小規模を強みに変える、地方立地を強い特色に変え
ることにもつながっていく。
そのためには、Ⅲ 組織・運営、経営改革 が極めて重要で、経営体制・管
理運営改革や事務局改革に本格的に取り組むこと、財政・人事・人件費改革
推進も必要だ。徹底した実態調査に基づく教職協働による改革推進、プロジェ
クトやワーキンググループでの改革推進、職員が大学運営に参画し力を生か
すことが成果につながる。一方で、教職員の育成・評価制度の構築、先駆的・
体系的な職員育成制度の構築によって、きちんと教育や業務を評価し、力量
を高めなければ組織は動かせない。任期制導入で緊張感ある運営を作り出し
たり、表彰制度で教職員や学生を励ますのも有効な取り組みである。
Ⅳ 教育改革、質向上 は、今日、大学が直面する最も重要なテーマである。
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全ての大学が教育の質向上に組織的に取り組み、特色ある先駆的な教育を作
り上げなければならない。これを推進するためには、教学マネジメント体制
を構築・強化し、教育の充実に達成目標を明確にして取り組むことが求めら
れる。また、それを担う教育力を培うため、徹底したＦＤで教育の充実を図
るなど、組織・運営改革の断行で教育改革を進めなければならない。こう
した取り組みによって、少人数で徹底した面倒見のよい教育や地域（企業）と
連携した実践的教育が実現でき、社会人基礎力育成教育としても効果を上げ、
力を持った人材を社会に送り出すことで、大学の評価を向上させなければな
らない。
教育の充実だけでなく、Ⅴ 学生支援 、徹底した学生成長支援が求められ
る。その仕掛けとしては、入り口から出口まで、エンロールメントマネジメ
ントで学生育成を一貫して行うこと、学生同士の徹底したピアサポート、学
生主役で成長を図る取組み、優れた地域連携活動や留学、留学生を生かして
成長に効果が上がる様々な取り組みが求められる。また、学習実態を把握す
るためのＩＲを活用し教育の改善に成果を上げる取り組みも有効である。そ
の結果、学生の中退率を減少させるなど学生満足度の向上を進めていかねば
ならない。これらの教育・学生支援の結果、高い就職率や資格取得を実現し、
大学の評価向上につなげていくことが強く求められている。
大学のイメージを大きく変え、時代のニーズにこたえる Ⅵ 学部再編で大
学の評価・広報・学募 の前進につなげることが今日、大学の存立にとって
極めて重要となっている。取組みの内容はそれぞれ異なるが、連続的な学部
増設で評価向上につなげたところ、学群制への転換で教育を特色化したとこ
ろ、キャンパスの移転・拡充で前進したところなど様々で、創立以来の伝統
とその革新の両立で改革を進めている。やはり、全国に通用する強い特色作
りにこだわり、広報戦略の見直し・強化を進めるなどの取り組みによって連
続的な改革を積み上げ志願者急増につなげたり、また、定員割れを改善、克
服したりと大きな成果を作り出している。これらのキーワードを、本気で、
総合的に実践することで、志願者のＶ字回復を達成した大学も出てきており、
戦略経営の確立にとって、これらの事例から改革推進に共通する原理を掴み
取ることは極めて大切だといえる。
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テーマ別索引
※「大学」は省略。カッコ内は本書掲載ページ

Ⅰ

戦略の策定・推進・評価

◆優れた中長期計画の策定・推進
福岡工業（37, 273） 静岡理工科（92） 新潟工科（234） 名城（250） 日本福祉（256）
大阪経済（270） 京都女子（280）
◆中長期計画を軸に改革を前進させる
志學館（48） 麻布（50） 大阪工業、摂南、広島国際（56） 淑徳（70） 関西福祉科学
（72） 高千穂（75） 福岡歯科（90） 北海道医療（114） 福井工業（116） 金城学院
（141） 岐阜経済（182） 尚絅（230） 茨城キリスト教（246） 広島工業（276） 京都
ノートルダム女子（283） 大妻女子（290） 新潟薬科（332）
◆具体化された中期計画で前進
神田外語（35） 静岡理工科（92） 四国（145） 日本福祉（256） 大阪経済（270） 中
村学園（306）
◆戦略マップを活用し改革推進
愛知東邦（13） 福岡工業（37, 273） 静岡理工科（92）
◆中期計画、経営改善計画の徹底浸透で前進
愛知東邦（13） 福岡工業（37, 273） 十文字学園女子（77） 四国（145） 長崎国際
（178） 長崎外国語（180）
◆戦略推進体制を構築・強化し前進
九州共立、九州女子（31） 福岡工業（37, 273） 広島文化学園（206） 日本福祉（256）
静岡産業（294）
◆戦略課題を部門・個人に連結し成果
神田外語（35） 静岡理工科（92） 四国（145） 広島文化学園（206） 日本福祉（256）
◆達成指標・数値目標を鮮明に改革推進
九州共立、九州女子（31） くらしき作陽（66） 関西福祉科学（72） 静岡理工科（92）
金城学院（141） 四国（145） 広島文化学園（206） 新潟工科（234） 中村学園（306）
◆到達度評価体制を強化し改革に成果
九州共立、九州女子（31） 福岡工業（37, 273） 千葉工業（54） 金城学院（141） 四国
（145） 岐阜経済（182） 新潟工科（234） 仙台（242） 名城（250） 静岡産業（294）
国士舘（313） 金沢工業（336）
◆自己点検評価を改革に生かす
千葉工業（54） 大阪工業、摂南、広島国際（56） 甲南女子（58） 金城学院（141） 愛
知学泉（158） 名城（250） 新潟青陵（328） 金沢工業（336）
◆組織・制度改革を断行し成果を上げる
神奈川工科（52） 札幌（120） 佛教（136） 四国学院（143） 麗澤（165） 中部（167）
京都ノートルダム女子（283） 桜美林（300）

テーマ別索引
あとがき

v

◆先を読んだ構造改革を推進
明星（5） 麻布（50） 神奈川工科（52） 甲南女子（58） 平安女学院（202）

Ⅱ

戦略マネジメントの構築

◆優れたリーダーシップで大学を牽引
高崎商科（6） 群馬医療福祉（9） 関西福祉科学（72） 森ノ宮医療（169） 平安女学院
（202） 広島文化学園（206） 北陸学院（232） 仙台（242） 山梨学院（248, 310） 広
島工業（276） 静岡産業（294） 桜美林（300） 女子栄養（303） 中村学園（306） 兵
庫（316） 長岡（322）
◆トップの統括力とボトムアップの結合
文京学院（11） 高崎商科（6） 群馬医療福祉（9） 東京造形（134） 愛知学泉（158）
女子栄養（303） 兵庫（316） 山梨学院（248, 310）
◆ボトムアップ、現場提案を重視
愛知東邦（13） 群馬医療福祉（9） 松本（17） 神田外語（35） 福岡工業（37, 273）
甲南女子（58） 日本福祉（256） 大阪経済（270） 京都女子（280） 金沢工業（336）
◆企画部門が大きな役割
明星（5） 福岡工業（37, 273） 志學館（48） 大阪工業、摂南、広島国際（56） 淑徳（70）
日本福祉（256）
◆学部自立運営が強い中での改革推進
明星（5） 神戸学院（28） 日本体育（118） 札幌（120） 京都光華女子（130） 佛教
（136） 四国学院（143） 南九州（156）
◆大規模大学を動かすマネジメントの構築
大阪工業、摂南、広島国際（56） 常葉（100） 中部（167） 名城（250） 神奈川（287）
国士舘（313）
◆小規模を強みに変える
愛知東邦（13） ルーテル学院（14） 松本（17） 鹿児島純心女子（46） 美作（68）
◆地方立地を強い特色に変える
松本（17） 鹿児島純心女子（46） 静岡産業（294） 長岡（322）

Ⅲ

組織・運営、経営改革

◆経営体制・管理運営改革で前進
神戸学院（28） 平安女学院（202） 日本福祉（256） 京都ノートルダム女子（283） 国
士舘（313）
◆事務局改革に本格的に取り組む
ルーテル学院（14） 和洋女子（26） 志學館（48） 麻布（50） 神奈川工科（52） 東京
造形（134） 神奈川（287）
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◆財政・人事・人件費改革推進
明星（5） 志學館（48） 神奈川工科（52） 愛知学泉（158） 青森中央学院（186） 弘
前学院（188） 平安女学院（202） 兵庫（316）
◆徹底した実態調査で改革推進
文京学院（11） 共愛学園前橋国際（16） 奈良（160） 東北文教（238） 金沢工業（336）
◆教職協働による改革推進
明星（5） 群馬医療福祉（9） 共愛学園前橋国際（16） 甲南女子（58） 麗澤（165）
森ノ宮医療（169） 国立音楽（212） 金沢工業（336）
◆プロジェクトやワーキンググループで改革推進
明星（5） 椙山女学園（12） くらしき作陽（66） 北海道医療（114） 福井工業（116）
四国学院（143） 中部（167） 新潟青陵（328）
◆職員が大学運営に参画し力を生かす
長野（8） 共愛学園前橋国際（16） 駿河台（96） 至学館（138） 北陸学院（232）
日本福祉（256） 大阪経済（270） 金沢工業（336）
◆教職員の育成・評価制度を構築
椙山女学院（12） 関西福祉科学（72） 十文字学園女子（77） 産業能率（79） 福岡
歯科（90） 静 岡理 工科（92） 常葉（100） 北海 道 医療（114） 四 国（145） 長 崎国
際（178） 尚絅学院（224） 中村学園（306） 兵庫（316） 新潟青陵（328） 新潟薬科

（332）
◆先駆的・体系的な職員育成制度の構築
福岡工業（37, 273） 千葉工業（54） 淑徳（70） 至学館（138） 森ノ宮医療（169） 日
本福祉（256） 兵庫（316） 新潟薬科（332）
◆任期制導入で緊張感ある運営
福岡歯科（90） 尚絅（230） 仙台（242）
◆表彰制度で教職員、学生を励ます
文京学院（11） 椙山女学園（12） 大手前（24） 新潟国際情報（98） 中部（167） 茨
城キリスト教（246） 金沢工業（336）

Ⅳ

教育改革、質向上

◆教育の質向上に組織的に取り組む
文京学院（11） 関西福祉科学（72） 高千穂（75） 十文字学園女子（77） 大同（88）
徳山（204） 日本文理（226） 山梨学院（248, 310） 名城（250） 新潟青陵（328） 金
沢工業（336）
◆特色ある先駆的な教育を作り上げる
松本（17） 大手前（24） 北海道情報（122） 東京工科（132） 鈴鹿医療科学（210）
徳山（204） 広島文化学園（206） 日本文理（226） 長岡（322） 金沢工業（336）
◆教学マネジメント体制を構築・強化
筑紫女学園（33） 高千穂（75） 大同（88） 四国学院（143） 宮崎国際（154） 日本文
理（226） 金沢工業（336）
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◆教育の充実に達成目標を明確に取組む
筑紫女学園（33） くらしき作陽（66） 金城学院（141）
◆徹底したＦＤで教育充実
千葉工業（54） 大同（88） 北海道情報（122） 東京工科（132） 至学館（138） 北陸
学院（232） 新潟工科（234） 名城（250）
◆組織・運営改革の断行で教育改革を推進
大手前（24） 和洋女子（26） 東京電機（29） 佛教（136） 鈴鹿医療科学（210） 桜美
林（300）
◆少人数で徹底した面倒見の良い教育
ルーテル学院（14） 美作（68） 金沢星稜（110） 宮崎国際（154） 青森中央学院（186）
弘前学院（188） びわこ学院（190） 尚絅学院（224） 尚絅（230） 北陸学院（232）
東北文教（238）
◆地域（企業）と連携した実践教育
松本（17） 産業能率（79） 新潟国際情報（98） 奈良（160） 東北文化学園（222） 日
本文理（226） 静岡産業（294） 長岡（322）
◆社会人基礎力育成教育を重視
駿河台（96） 愛知学泉（158） 日本文理（226）

Ⅴ

学生支援

◆徹底したピアサポート、学生主役で成長
金沢星稜（110） 四国学院（143） 麗澤（165） 東北文化学園（222） 熊本保健科学
（228） 静岡産業（294） 金沢工業（336）
◆エンロールメントマネジメントで学生育成
東京家政（112） 京都光華女子（130） 日本文理（226）
◆ＩＲを活用し教育の改善に成果
京都光華女子（130） 盛岡（240）
◆徹底した学生成長支援
長野（8） 宮崎国際（154） 長崎外国語（180） びわこ学院（190） 広島文化学園（206）
弘前学院（188） 東北文教（238） 田園調布学園（244）
◆学生の中退率を減少させる
佛教（136） びわこ学院（190） 徳山（204） 日本文理（226） 尚絅（230） 東北文教
（238） 田園調布学園（244）
◆留学、留学生を生かして成長に効果
新潟国際情報（98） 宮崎国際（154） 長崎外国語（180） 青森中央学院（186）
◆優れた地域連携活動で学生育成
松本（17） 足利工業（163） 青森中央学院（186） 東北文化学園（222） 静岡産業
（294） 長岡（322）
◆高い就職率、資格取得で評価向上
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