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である。現在、神学部、法学部、経済学部、医学部、獣医学部、哲学部、数学・自然科学部の7学
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なくては入学できない。U.S. News & World Reportのリベラルアーツカレッジランキングでも常
にトップ1%以内に位置する。また、アメリカの中でも指折りの広大な敷地と美しいキャンパスを
もつ。
　完璧な学生に完璧なキャンパス、究極の少人数制教育ときては、卒業生もきっとみんな完璧で、
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■　Eyes&Ears （52）田中  紳一（梅光学院大学）
■　News Clip（22）   
■　編集長から（56）

大学マネジメント　SEP 2015  Vol.11  No.6 通巻123号■ CONTENTS 

■表紙の写真 　　イリサッグビク大学（アメリカ合衆国：アラスカ州）　Ilisagvik College

　飛行機と時折寄港する貨物船が唯一の移動手段であるアラスカ最北端の町、バローに位置す
るコミュニティカレッジ。アラスカ先住民が運営する唯一の高等教育機関であるとともに、北
極圏に位置するという点でも唯一という。人口4000人強（地域全体で1万人弱）、真夏の平均最
高気温が8度という文字通りの「寒村」にもかかわらず、2年制とはいえ高等教育機関がきちん
と整備されているのは、さすがアメリカ、と言うべきか。

　　（写真・文：東京大学　小野里　拓）

　



1　■大学マネジメント   OCT　2015　Vol.11, No.7

特集◆なぜ、大学は変われないか？

■　何故、大学改革は終わらないのか？
大学マネジメント研究会  会長　本 間  政 雄　・・・　12

■　なぜ、大学は変われないか  ～検証なき連鎖の中で～
桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科  教授　山 本  眞 一　・・・　18

■　変わりにくい大学を動かすために  －私立大学の再生をめざして－
日本私立大学協会  附置  私学高等教育研究所  主幹　西 井  泰 彦　・・・　14

■　大学のガバナンスと評価  ～なぜPDCAは機能していないのか～
明治大学  公共政策大学院  教授　田 中  秀 明　・・・　20 

■　近未来の大学、変化への要因
　　－変わりたくないと言っても、変わらざるを得ない時代になった－

大正大学  理事長特別補佐・質保証推進室長　上 杉  道 世　・・・　26

◆Topics　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　■　大学入試改革と AO 入試 2.0 の行方を占う （2）

 　　　—米国及び韓国での調査結果を主たる題材として—
一般社団法人  アイビーリーガーズクラブオブジャパン  理事長　大 西  好 宣　・・・　32

◆連載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　                 ■　第1回「新しい学びと進化する図書館」探訪

　　　千葉大学 アカデミック・リンク・センター
千葉大学  アカデミック・リンク・センター副  センター長　山 中  弘 美　・・・　42

同大  高等教育研究機構  教授　織 田  雄 一　・・・　42
同大  附属図書館利用支援企画課長　杉 田  茂 樹　・・・　42

同大  附属図書館学術コンテンツ課  副課長　庄司 三千子　・・・　42
Learning Libraries：大正大学  理事長特別補佐・質保証推進室長　上 杉  道 世　・・・　26

■　職場の人事・労務管理（122）短期在留外国人の脱退一時金   
㈱シー・イー・アイ  コンサルティング事業部  特定社会保険労務士　後 藤  俊 彦　・・・　41

■　大学マネジメントのためのBOOK・DIGEST（76）
       　　 赤崎  勇  著　『青い光に魅せられて』 　
        　　中村  修二  著　『怒りのブレイクスルー』 　

大正大学  理事長特別補佐・質保証推進室長　上 杉  道 世　・・・　54
　　　　　　　　　 　　　　　　                                                                                                　　　　　    　         

■　News Clip（13）（19）   、■　編集長から（56）

大学マネジメント　OCT 2015  Vol.11  No.7 通巻124号■ CONTENTS 

■表紙の写真 　　チェンマイ大学（タイ王国）　Chiang Mai University

　1964年1月に創設された、タイ北部最初の高等教育機関でかつタイで初めての地方大学である。タ
イ国内の大学ランキングでは第3位にランクされ、20の学部（農、農産業、建築、準医学、経営、歯、
経済、教育、工、芸術、人文、法、マスコミュニケーション、医、看護、薬、政治・行政、理、社
会科学、獣医、）、2つのカレッジ、3つの研究所、4つの学術センターからなるタイで最も大規模な総
合大学の一つで、3つのキャンパスからなる。うち、Suan Sakキャンパスは、チェンマイ市の中心部
から約５キロメートルに位置し、249ヘクタールの広大な敷地を有し、大学本部に加えて学部、研究所、
スポーツ施設など大部分の大学機能が集まっている。キャンパスの周りには学生街が形成され、特に、
夜になると大学のまわりにはおびただしい数の屋台が並び、学生たちはそこで夕食を取りながら友
人との時間を楽しんでいる。《写真は芸術学部校舎》　　　　　　　（写真・文：千葉大学　織田雄一）

　



1　■大学マネジメント   NOV　2015　Vol.11, No.8

特集◆高等教育の規模縮小の可能性

■　少子化･財政難時代の高等教育の
　　　グランド・デザインを考える手がかりは

大正大学  理事長特別補佐・質保証推進室長　上 杉  道 世　・・・　22

■　少子化、財政難時代における高等教育のグランド・デザイン
大学マネジメント研究会  会長　本 間  政 雄　・・・　17

■　私立大学における少子化時代への対応
日本私立大学協会  附置  私学高等教育研究所  主幹　西 井  泰 彦　・・・　24

■　韓国における国立大学の統合・再編
　　　－圏域・役割分担・特性化重視の大学連携とその後－

長崎大学  教育学部  准教授　井手 弘人 　・・・　35

■　コメント：地方小規模大学の存在の意義
大正大学  人間学部  特命教授　山本 雅淑 　・・・　42

◆Topics　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　■　九州大学におけるIR人材育成カリキュラムの検証

 　　　—２年間の取組みにおける課題と今後の方向— 
九州大学  大学評価情報室  准教授　高 田  英 一　・・・　43

九州大学  大学評価情報室  助教　大 石  哲 也　・・・　32
東京工業大学  情報活用IR室  教授　森  雅 生　・・・　32

◆連載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　                 ■　職場の人事・労務管理（123）労働者派遣法の改正のポイント   

㈱シー・イー・アイ  コンサルティング事業部  特定社会保険労務士　後 藤  俊 彦　・・・　51

■　大学マネジメントのためのBOOK・DIGEST（77）
              　　鳥居　泰彦 著　『回想　慶應義塾』 　

大正大学  理事長特別補佐・質保証推進室長　上 杉  道 世　・・・　52
　　　　　　　　　 　　　　　　                                                                                                　　　　　    　         

■　編集長から（54）

大学マネジメント　NOV 2015  Vol.11  No.8 通巻125号■CONTENTS 

■表紙の写真 　　ピッツバーグ大学 （アメリカ合衆国）University of Pittsburgh

　ピッツバーグ市内に広がる総合研究大学で、私立として創設されながら、1966年にペンシルベニ
ア州により"state-relateduniversity"とされ、州からの補助と経営への参画も受けている。写真は「学
びの聖堂」と呼ばれるメイン校舎で、内部には教室はじめ、普通の校舎にあるような設備が配置さ
れているほか、地域に住む29の民族の文化をあしらったnationalityroom（日本であれば民家風の教室）
が設けられている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真・文：東京大学　小野里拓）

　



1　■大学マネジメント   DEC　2015　Vol.11, No.9

特集◆学長、副学長をいかに養成するか？

■　大学のトップ人材をいかに育成するか？
大学マネジメント研究会  会長　本 間  政 雄　・・・　12

■　Building Leadership Capacity in Australian Universities
Program Director Awards Dr. Heather Davis　・・・　14

Director Prof. Leo Goedegebuure　・・・　11
日本語訳：本間 政雄（大学マネジメント研究会）、米澤 彰純（名古屋大学）　・・・　11

■　日豪ワークショップ：オーストラリアにおける学長のリーダーシップの養成
　　　－LHマーチン高等教育リーダーシップ・マネジメント研究所の役割－

メルボルン大学  学務担当副学長  Prof.  Richard James　・・・　22
メルボルン大学  LHマーチン研究所  Prof.  Leo Goedegebuur　・・・　24

◆Topics　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　■　オーストラリア4大学訪問記

大正大学  理事長特別補佐・質保証推進室長　上 杉  道 世　・・・　30

■　オーストラリアの学習環境について〜ビクトリア州立図書館を中心に〜
北里大学  点検・評価室事務室　鴨志田 麗奈　・・・　36

■　ニューイングランド大学　訪問
国立大学法人室蘭工業大学  理事・副学長　伊 藤  秀 範　・・・　38

◆連載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　                 ■　職場の人事・労務管理（124）意思表示の瑕疵   

㈱シー・イー・アイ  コンサルティング事業部  特定社会保険労務士　後 藤  俊 彦　・・・　41

■　大学マネジメントのためのBOOK・DIGEST（78）
              　　遠山  敦子  著　『来し方の記　ひとすじの道を歩んで五十年』  　

大正大学  理事長特別補佐・質保証推進室長　上 杉  道 世　・・・　42
　　　　　　　　　 　　　　　　                                                                                                　　　　　    　         

■　News Clip（13）（21）（35）（38）   ■　編集長から（44）

大学マネジメント　DEC 2015  Vol.11  No.9 通巻126号■CONTENTS 

■表紙の写真 　　シドニー大学 （オーストラリア）The University of Sydney

　シドニー大学は、メルボルン大学と並ぶ、1850年にオーストラリアのニューサウスウェールズ州
（当時は植民地）の州都シドニーに設立された同国最古の名門大学であり、環太平洋地域を代表する

37の主要大学で構成される環太平洋大学協会（APRU）のメンバーである。2010年のQS社の世界大
学ランキングにおいて、総合評価では世界37位であった。シドニー中心地のメインキャンパスを含
めNSW（ニューサウスウェールズ州）内に計8つのキャンパスを持つ。学生数は4万5000名を軽く超
えそのうち留学生は約9000名。当日はオープンディでお祭りのように賑やかだが、それぞれのテン
トでは学生たちが展示していたのは、自分たちの学問について丁寧に説明する。参加者も家族でみ
な大学を見学し、日本の文化祭とは大違いであった。　　　　　　　　　　　　　　（編集部）

　



1　■大学マネジメント   JAN　2016　Vol.11, No.10

特集◆大学広報の意味を問い直す

■　大学の広報を考える
大学マネジメント研究会  会長　本 間  政 雄　・・・　12

■　大学ポートレートにみる大学の情報公開
大正大学  人間学部  教育人間学科  教授、IR・EMセンター長　山 本  雅 淑　・・・　19

■　大学広報の現状と課題
関東学院大学  広報室長　安 田  智 宏　・・・　15

■　知と汗と涙の近大流コミュニケーション戦略
近畿大学 広報部長・総務部長（兼務）　世 耕  石 弘　・・・　28

■　キラーコピー／ビジュアルの確定
　　インナー ・ コミュニケーション BOOK、広聴 BOOK

 株式会社JSコーポレーション　・・・　38

◆Topics　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　■　学部長ドボン！で寄付金獲得

東京大学  教育企画室  特任准教授　船 守  美 穂　・・・　42

◆連載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　                 ■　職場の人事・労務管理（125）試用期間に関する裁判例   

㈱シー・イー・アイ  コンサルティング事業部  特定社会保険労務士　後 藤  俊 彦　・・・　45

■　大学マネジメントのためのBOOK・DIGEST（79）
              水戸  英則  編著　
　　　　　『今、なぜ「大学改革」か？　私立大学の戦略的経営の必要性』  　

大正大学  理事長特別補佐・質保証推進室長　上 杉  道 世　・・・　46
　　　　　　　　　 　　　　　　                                                                                                　　　　　    　         

■　News Clip（27）（37）   ■　編集長から（48）

大学マネジメント　JAN 2016  Vol.11  No.10 通巻127号■CONTENTS 

■表紙の写真 　　銘傳大学 （台湾）               Ming Chuan University     
                                                                                                                          

公用語表記: 銘傳大學

　銘傳大学は、1957 年に女子商業専門学校として設立され、1990年に単科大学、1997 年に総合大
学に昇格された私立大学である。学生数は約2万人、内18％が留学生。2011年より陸生三法によって
はじめて大陸出身の学生受け入れが許され、その数が毎年台湾第１位を誇っている。
　大学マネジメント研究会で昨暮れ実施した訪台大学調査では、「Middle States Commission on 
Higher Education, MSCHE」において2010年11月18日、アジアの大学として最初のアメリカ認定大学
となったこと、日本語を学ぶ学生が減少していること等ご説明をいただいた。詳細は今年の特集号
をお楽しみに。　　　　　　　　　
                                                                                                  　　　　　　　　    （写真・文：編集部）

　



1　■大学マネジメント   FEB　2016　Vol.11, No.11

特集◆学生データに基づく創造的IRの試み

■　学生データを活用した創造的IRの試み
宇都宮大学  理事（企画・広報担当）　藤井 佐知子　・・・　12

宇都宮大学  基盤教育センター  特任准教授　蜂 屋  大 八　・・・　12

■　教務データに基づく教学IRの新展開
　　　～ IR支援システムによるマクロ型IRからミクロ型IRの実践を目指して～

島根大学  教学企画IR室 　中 鉢  直 宏　・・・　18

■　日本におけるIRの現状からの考察～問・示唆・提言～
金沢大学  大学教育開発・支援センター  特任助教　上 畠  洋 佑　・・・　15

■　佐賀大学におけるIRの取組と、IRにおける事務職員の役割
佐賀大学  総務部  企画評価課  係長（IR主担当）　末次 剛健志　・・・　22

◆Topics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　                 ■　－大学創生エンジン2015開催報告－　■   大学職員の枠を超えた発想を  ■

「大学創生エンジン」2015実行委員会 　・・・　30

■　第2回「新しい学びと進化する図書館」探訪
　　　玉川大学「大学教育棟2014」

玉川大学  教学部教育学修支援課長　山 崎  千 鶴　・・・　36
同大  教育学術情報図書館次長　武 林  輝 曉　・・・　42

Learning Libraries：大正大学  理事長特別補佐・質保証推進室長　上 杉  道 世　・・・　26

◆連載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

■　職場の人事・労務管理（126）年次有給休暇と出勤率   
㈱シー・イー・アイ  コンサルティング事業部  特定社会保険労務士　後 藤  俊 彦　・・・　44

■　大学マネジメントのためのBOOK・DIGEST（80）
              磯田  文雄  著『教育行政　分かち合う共同体をめざして』  　

大正大学  理事長特別補佐・質保証推進室長　上 杉  道 世　・・・　46
　　　　　　　　　 　　　　　　                                                                                                　　　　　    　         

■　News Clip（7）（14）（35）（45）   ■　編集長から（48）

大学マネジメント　FEB 2016  Vol.11  No.11 通巻128号■CONTENTS 

■表紙の写真 　　ハンブルグ大学 （ドイツ）  University of Hamburg（Universität Hamburg） 

　ハンブルグ大学は、中世よりハンザ同盟の中心的役割を果たしたドイツで２番目の大都市ハンブ
ルグの中心地ローターバウムに位置し、ドイツで5番目に大きい大学である。1908年設立のハンブル
ク植民地研究所 Kolonial-Institutを基盤に，1919年4月1日にヴィルヘルム・シュテルンらによって市
民法で設立された。法学部、経済・社会学部、医学部、教育科学・心理学・スポーツ科学部、人文
学部、数学・情報科学・自然科学部、の6学部あり22の研究センターをもつ。学生数は約41,000名、
内12％は留学生。プロフェッサーは700人。ノーベル賞受賞者を6名輩出している。
　エクレセンス・イニシアティブに選ばれ、ベルリン自由大学長として大きな功績残したハンブル
ク大学長Ｄ．レンツェン氏のリーダーシップで革新的大学改革が進められている。　　　　　　　
                                                                                                  　　　　　　　　    （写真・文：編集部）

　



大学マネジメント   MAR　2016　Vol.11, No.12 1　■

特集◆同窓会の帰属意識を持続可能とする取組と個人情報保護

■　大学が実施する「卒業生サービス」の現況と今後の展望
　　　　－全国大学アンケート調査をふまえて－

岩手大学  教授（評価室）　大 川  一 毅　・・・　12

■　新潟大学  全学同窓会の取組み
前・国立大学法人新潟大学理事・副学長 　金 子  双 男　・・・　19

■　卒業生サービスと稲門会
早稲田大学  総長室  校友課長、校友会  事務局長　梅 原  竜 司　・・・　16

■　大学と同窓会・卒業生の持続的関係をいかに構築していくか
　　　　京都光華女子大学の卒業生支援サービス

京都光華女子大学  理事　由 良 　 徹　・・・　26

■　同窓会の役割
大阪経済大学大樟会（同窓会） 会長　田 村  正 晴　・・・　30

■　東京大学の取組み～卒業生室の役割～
東京大学  本部卒業生課長　中 丸  典 子　・・・　35

◆連載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　                 ■　職場の人事・労務管理（127）同一の組織単位   

㈱シー・イー・アイ  コンサルティング事業部  特定社会保険労務士　後 藤  俊 彦　・・・　42

■　大学マネジメントのためのBOOK・DIGEST（81）
              大山  達雄・前田  正史   編
　　　　　『東京大学第二工学部の光芒　現代高等教育への示唆』  　

大正大学  理事長特別補佐・質保証推進室長　上 杉  道 世　・・・　44
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■表紙の写真 　　プリンストン大学 （アメリカ）               Princeton University 

　1746年に設立されたプリンストン大学（当時の名前は、ニュージャージー・カレッジ）は、アイ
ビー・リーグ（8校）のうちの１校であり、アメリカ合衆国で4番目に古い、私立大学です。世界的
に名高い研究大学であり、最高レベルの優秀な教員、学生が集まります。研究大学でありながらも、
学部生への教育に力を入れているのが特徴で、教職員は1,100人以上。5,200人の学部生と2,600人の
大学院生が在学し、豊富な財政援助プログラムにより、様々な経済的背景をもつ学生がプリンスト
ンの教育を受けることができます（プリンストン大学公式 HPより）。写真は、荘厳なゴシック様式
の学舎を背景に、牧師であり独立戦争の間のプリンストン大学の第6代学長だったＪ・ウィザースプー
ン（1723 ～ 94）の銅像です。　　　　　　　　

                                                        （文章・写真：日本私立学校振興・共済事業団  理事長  河田 悌一）

　


