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As the characteristics of the Kyushu University Admissions Officer Training Course, 65.5% of the participants had less 
than 5 years of experience in admissions work, and nearly 90% of them were satisfied with the course, so the course was 
considered to be worthwhile even if it cost more than 10,000 yen. The results of the questionnaires collected at the 
Admissions Officer Training Course indicate that the respondents were anxious about their careers in admission work, 
but also concerned about the lack of consultation partners and the lack of understanding of the colleague due to the 
professional and confidential nature of the admissions work. Based on the analysis of the questionnaires, it is suggested 
that the Admissions Officer Training Course functioned as a means to solve the anxiety of people who were anxious about 
their careers in admissions work, the lack of consultation partners, and the anxiety of not being understood by those 
around them because of their specialized and confidential work. The significance of this Admissions Officer Training 
Course was evident in the fact that it provided an opportunity to create a valuable FD network for university faculties and 
administrators, including those with little experience in their work. 
  

1. 問問題題のの所所在在—アアドドミミッッシショョンンオオフフィィササーー養養成成講講座座がが求求めめらられれたた背背景景 

 アドミッション・オフィスなどの入試専門部署設置の契機 1)は，我が国の高等教育史上 3 回存在

した。1 回目は，昭和 42 年度の入学者選抜方法研究委員会設置に伴う予算措置，2 回目が，1997 年

の中央教育審議会答申『21 世紀を展望した我が国の教育のあり方について』で「アドミッションオ

(Vol. 7)

85
Bulletin of KIKAN Education, Vol. 7, 2021
© 2021 Faculty of Arts and Science, Kyushu University



 

 

86 

Article 基幹教育紀要 (Vol. 7) 

フィスの整備」(中央教育審議会 1997)と謳われたことにより，1999 年に国立 3 大学(東北・筑波・

九州)のアドミッションセンター設置に伴う予算措置，3 回目が，2014 年中央教育審議会答申『新

しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育，大学教育，大学入学者選抜の一体的

改革について』で「各大学におけるアドミッション・オフィスの強化や，評価の専門的人材の育成，

教職員の評価力向上に対する支援を行うことが急務」(中央教育審議会 2014, p.14)と謳われたこと

により，2016 年度に予算措置されたことである。2021 年 3 月には，3 回目の予算措置から 5 年経

ち，一つの施策が終わることとなる。 
残念ながら，3 度の予算措置にも関わらず，我が国に，大学アドミッション専門職が着実に根付

いたとは言い難い。その理由の一つは，米国や韓国のそれとは違い，我が国における大学アドミッ

ション専門職の多くが，選抜に関する権限を与えられず，高校周りなどの広報要員としてしか見ら

れてこなかったことに尽きる。一方で，入試データの統計分析に長けた人材，エンロールマネジメ

ントや IR，評価業務，高等教育開発に長けた人材については，これまで，入試専門業務の枠組みに

囚われず，学内で複数の業務をこなすことで，自身の学内での立ち位置を自ら開拓していった。だ

が，それはあくまで，個人の能力に依存し，大学アドミッション専門職としての職能が体系的に養

成された結果ではなかった。そのため，一部の大学では，大学アドミッション専門職の雇用が継続

的に続かない，あるいは，継続しようにも適任者が見つからない，という結末にならざるを得なか

った。結果，キャリアパスも明確にならず，大学アドミッション専門職の中には，任期制の不安定

な処遇のままに置かれることも多い。こうした現状が続けば，今後も，我が国の高大接続・トラン

ジションに関する改革を進める人材が枯渇することが予想される。こうした状況の中，大学アドミ

ッション専門職が，個々の大学内での入試業務に留まらず，学内外の連携や協力を通じて，高大接

続・トランジションに寄与するという，専門職の職能を確立することが喫緊の課題となる。 
上記の背景のもと，九州大学では，先述の 2014 年中央教育審議会答申『新しい時代にふさわし

い高大接続の実現に向けた高等学校教育，大学教育，大学入学者選抜の一体的改革について』の「評

価の専門的人材の育成，教職員の評価力向上に対する支援」の在り方の 1 つとして，2016 年度か

ら，文部科学省教育共同利用拠点である九州大学次世代型大学教育関係拠点の専門的職員養成モジ

ュールにおいて，アドミッション・オフィサー養成プログラムを実施してきた 2)。 

2. 先先行行事事例例のの状状況況—海海外外ののアアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座のの状状況況 

2.1. 韓韓国国ののアアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座のの事事例例 

 韓国のアドミッション・オフィサー(入学査定官)養成プログラムに関する先行研究(山本 2017, 
2019a)では，入試関連業務の中で高い業務能力が求められる入学査定官を開発する仕組みについて

調査し，報告を行っている。調査結果では，韓国では専門性開発が入学査定官制発足当初から重要

視されていたことと，養成及び育成の機関による教育訓練プログラムを充実化し，さらに大学内に

おいて組織人材管理体制の仕組みが存在していることを明らかにしている。 
現在の韓国の大学入試は，大きく 2 つに大別できる。出願を大学修学能力試験前に行う「随時募

集」型と，出願が大学修学能力試験後となる「定時募集」型である。随時募集型は，学生生活記録 
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表表 2.1  入入学学査査定定官官のの区区分分 
区分 内容 

専任査定官 
(フルタイム） 

採用査定官 新規採用 
転換査定官 大学職員→専任査定官 

教授査定官 大学教員+専任査定官 
（所属は入学査定官かつ講義も行う） 

委嘱査定官 
（パートタイム） 

内部 委嘱査定官 教職員のうち，委嘱査定官に任命 
外部 委嘱査定官 地域社会の有識者のうち，委嘱査定官に任命 

教育部/韓国大学教育協議会(2016) 『高校教育正常化寄与大学支援事業 事業申請書』 p.56.より作表 
 

簿といういわゆる調査書を中心に評価する「学生簿(学生生活記録簿)選考」が主である。この学生

簿選考は，教科選考と総合選考に分かれており，前者は学生簿の教科の部分を中心に評価する選考

であり，後者は学生簿の教科に加えて非教科といわれる学習活動や態度，自己紹介書や推薦書等を

活用して判定する選考で入学査定官が評価を行う。一方，定時募集型は，随時募集で不合格となっ

た受験生が対象となるので，大学修学能力試験の点数を重視した選考となっているのが特徴である。

そのため，入学査定官は，この入試では介入をしない。 
入学者選考における総合的判定型入試は，韓国では入学査定官が合否判定を行う。また，その定

員に対する募集人員割合は，ソウルにある有名大学ほど募集人員割合が高いのが特徴である。2020
年度現在，文在寅政権によりその比率も少し抑えられているが，わが国の競争型の有名大学で実施

されている入学定員に対する募集人員割合よりはるかに高い状況である。入学査定官は，専任と委

嘱，専任の中でも「採用」「転換」「教授」査定官と区分があり，委嘱も「内部(学内)」「外部(学外)」

に区分されている(表 2.1)。この区分に応じて，受講する教育訓練が異なる。 
入学査定官制は，2007年に10大学でモデル施行が始まった。政策側の入学査定官制導入に向けた

急進的な推進に対応するため，教育部は，2009年に入学査定官の専門性スキルを確保するための養

成機関5大学を指定した。さらに入学査定官制の拡大を目指す李明博政権の教育部は，2013年まで

入学査定官研修訓練プログラム運営機関を支援してきた。同時に韓国大学教育協議会は，入学査定

官の標準教育課程を開発し，指定機関で職務研修プログラムを運営している。 
表2.2にあるように2009年に指定された養成機関は，慶北大学，高麗大学，ソウル大学，梨花女子

大学，全南大学の5大学であった。教育時間数は年間135－144時間であり，専ら入学査定官の養成プ

ログラムを実施していた。その後，入学査定官制の拡大期にあたる2011年には9機関もの大学が指

定された。内訳は，ソウル大学，梨花女子大学，全南大学，釜山大学，慶尚大学，東国大学，成均

館大学，忠北大学，韓国外国語大学である。すでに査定官を採用して稼働している人材もプログラ

ムが組まれており，専任の現職査定官は年間100－135時間，委嘱査定官は年間30－60時間の教育訓

練の受講が求められ，入学査定官の職に就きたい人材には年間135時間の教育養成プログラムが組

まれていた。 
2013年には朴槿恵政権となり，大量に輩出しなければならなかった入学査定官の養成期間が終了

したということで，入学査定官養成指定機関の支援が打ち切られた。現在は，大学教育協議会が訓

練プログラムのガイドラインを示し，さらに研修プログラムの開催・運営も行っている。その他に

も大学連携や個別大学にて，大学教育協議会の訓練プログラムのガイドラインに則った研修プログ

ラムを開発し，教育を実施している。研修の講師には，その講義内容と研究領域に合わせて，全国 
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表表 2.2  入入学学査査定定官官養養成成・・訓訓練練機機関関とと教教育育時時間間のの変変化化 
  李明博政権 朴槿恵政権 

  2009 年 2011 年 2016 年 
  スタート期 拡大期 定着期 

養成・訓練機関 5 機関 9 機関 韓国大学教育協議会を中心に各校で実施 
5 年間運営 （慶北大・高麗大・ソ

ウル大・梨花女子

大・全南大） 

（ソウル大・梨花女子大・全南大・

釜山大・慶尚大・東国大・成均館

大・忠北大・韓国外大） 
（元養成機関・連携・個別大学） 

教育時間数 135-144 時間 査定官志望者：135 時間 新任（専任）査定官：120 時間 
    現職査定官：100-135 時間 現職（専任）査定官：80 時間 
    委嘱査定官：30-60 時間 新任（委嘱)査定官：30 時間 
      経歴（委嘱）査定官：15 時間 

教育部/韓国大学教育協議会(2016) 『高校教育正常化寄与大学支援事業 事業申請書』 pp.60-61.より作表。山本(2019a), 
p.156, 表1より再掲。 

 

表表 2.3  個個別別大大学学でで設設定定ししたた各各種種入入学学査査定定官官のの研研修修内内容容 
教科領域 教育内容 新人（専任） 現職（専任） 委嘱（新人） 委嘱（経験） 

入試専門家 
基本素養 

入学査定官制の概観 ○   ○   
大学入試専門家の       

社会的責務や職業倫理  ○   ○   

学生の理解および               

高校教育課程の編成と実際  ○ ○ ○ ○ 

大学入学政策や制度の    

全般的な理解  ○   ○   

入試専門家 
専門スキル 

入学査定関連評価能力  

開発 ○ ○ ○ ○ 

大学入学選考要素の分析   

(定量的な要素)  ○ ○ ○   

大学入学選考要素の分析   

(定性的要素)  ○ ○ ○   

合否査定の            

関連資料管理能力の育成  ○   ○ ○ 

入学選考関連の        

意思疎通能力の育成 ○ ○ ○ ○ 

入試専門家 
実務能力 

大学入学試験評価指標の        

開発実習 ○ ○     

入学選考関連の相談         
および広報技法実習  ○ ○     

大学行政実務実習  ○       
大学入試の模擬選考実習  ○ ○ ○ ○ 
ワークショップおよびチーム

の課題の遂行 ○ ○ ○ ○ 

K 大学入学管理部(2012)『入学査定官運営支援事業報告書』より抜粋作表。山本(2019a),p.159, 表 7 より再掲。 
 

の大学から教授査定官を任用している。2017年時点でも年間の時間数は基準があり，専任で新任の

入学査定官は年間120時間，専任で現職入学査定官は年間80時間，新任の委嘱入学査定官は年間30
時間，再任の委嘱入学査定官は年間15時間の教育訓練研修受講が求められている。 

入学査定官の教育訓練の教育要素には，「基本素養」「専門スキル」「実務能力」の3分野がある。

「基本素養」には入学査定官制の概説，社会責務と倫理，学生理解と高校教育課程および大学入試

政策と制度が含まれ，「専門スキル」には合否評価能力開発，選考要素分析，資料管理，意思疎通能

力が含まれ，「実務能力」には評価指標開発，相談・広報技法，大学行政実務，合否判定模擬演習が
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含まれており，日常の業務スキルから専門的知識と専門技能開発にわたって教育が展開されている。 
 また，多くの大学では入学査定官のキャリアモデルを設計している。専門性の高度化と合わせて

スキル体系を構築し，主なスキルと内容を設計している。例えばソウル市内の大学では，入学査定

官を新規，キャリア，幹部に 3 段階に区分けして，基礎素養→基本素養→専門家→リーダーの体系

を設定している。「基礎素養」には，基本業務能力が求められ，意思疎通能力や行政業務能力とスキ

ルがその内容になっている。「基本素養」には，入試政策知識が求められ，大学入試政策知識，高校

教育課程知識が内容となっている。「専門家」は，分析及び評価能力が求められ，入試システムおよ

び評価知識と分析，選考結果分析と設計および書類・面接の評価知識とスキルがその内容となって

いる。「リーダー」は入学査定官組織のマネージャーや教授査定官を対象としており，統率・コンサ

ルタント，ビジョン提示能力が求められ，入試政策の立案やビジョンを提示することおよび入学査

定官の教育や研究がその内容になっている。このように入学査定官のキャリアモデルを設計してい

ることで，段階的な教育研修プログラム内容が設定できることがわかる。 
表 2.3 は，これらの情報により，各種入学査定官ごとの研修内容を作表したものである。専任の

新任入学査定官は全領域が研修対象になっており，専任の現職入学査定官は動向的な情報と知識，

さらに上位段階の知識理解と課題解決，スキル開発の項目となっている。委嘱の新任入学査定官は，

合否評価に直接関係する項目が研修内容となっており，委嘱の経験ある入学査定官は，動向的な情

報と知識および評価スキルを強化する項目が研修内容となっていることが判明した。 

2.2. 米米国国ののアアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座のの事事例例 

米国のアドミッション・オフィサー養成プログラムに関する先行事例については，例えば，全米

屈指の大規模研究大学(群)であるカリフォルニア大学のバークレー校とロサンゼルス校が Extension 
(受講料は日本円にして総額数十万円)として展開している養成講座について調査した中世古・山本・

西郡・木村(2018)がある。米国では，進路相談の実習を重視するカリキュラム(表 2.4 及び 2.5)，多

様な講師陣の経歴，想定される受講者層等の情報から，養成段階では高校側の進路相談員と大学側

のアドミッション・オフィサーが共通の訓練を受ける場合がある。また，中世古・山本・西郡・木

村(2018)は，アドミッション・オフィサーと一口に言っても実際には下位分類がいくつか存在する

ことを，実際の公募情報における職務内容や応募要件の違いを示しながら明らかにしている。この

ように米国において豊富な公募情報が存在することは，流動的な労働市場が成立していることを示

している。つまり，米国のアドミッション・オフィサーは，参入段階の訓練や入門レベルのポスト

を経たのちに，流動的な労働市場でキャリアを積み上げていく必要がある。アドミッション・オフ

ィサーとしての一種の職階に応じた教育訓練を特定機関で施す韓国のような養成方法との比較で

いえば，米国の養成やキャリアアップの方法は，個人の研鑽（教育訓練への投資）や流動的な雇用

環境がより強い影響を及ぼすものと理解できる。 
ただし，米国のアドミッション・オフィサーの実態に関しては，悲観的な実態も報告されている。

米国では，1937 年設立の National Association of College Admissions Counseling（以下 NACAC）とい 
う専門職団体が存在し，15,000 人以上のアドミッション関係の専門家が加入している(NACAC, 
2020)。この NACAC が実施したアドミッション・オフィサーのキャリアパス等に関する調査による 
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表表 2.4  カカリリフフォォルルニニアア大大学学ババーーククレレーー校校のの養養成成講講座座ののカカリリキキュュララムム 
コース名 概要 単位 価格 

Career Planning for College 
Admissions 

専攻と職業の選択を支援する方法，ツール等を学ぶ。日曜終日，8
回，68 時間。 4 $995 

College Admissions Advising A 進学の必要性の評価，資金計画，選択肢の検討などを学ぶ。土曜終

日と火曜日夜，10 回，60 時間。 4 $1,005 

College Admissions Advising B 
上記 A の続きで，選抜過程，テスト，エッセイ，奨学金，特殊な

ニーズ（アスリート，障害，再入学，外国人，過少代表)などを学

ぶ。60.5 時間 
4 $1,005 

Counseling Techniques for 
Educators 

カウンセラー，教員，管理者が教育現場で使用できるカウンセリン

グ手法を学ぶ。土曜終日，4 回，32 時間。 2 $495 

Practicum in College Admission 
Advising 

メンター役と共に高校や NPO で 40 時間の実習。木曜夜に 3 回の講

義，9 時間。 1 $405 

UCB Extension（2016）を基に筆者作成。中世古・山本・西郡・木村(2018), p.194, 表 1 より再掲 
 

表表 2.5  カカリリフフォォルルニニアア大大学学ロロササンンゼゼルルスス校校のの養養成成講講座座ののカカリリキキュュララムム 
コース名 概要 単位 価格 

Counseling the College Bound 
Student 

college counsellor の職責，業務の流れ，仕事上の資源，オフィス運

営，プログラムの企画方法などを学ぶ。 4.5 $792 

The College Admissions Process 出願日程，大学選び，公私立大学の選抜基準などを学ぶ。 4.5 $792 

Financial Aid Fundamentals 奨学金の歴史，類型，応募方法，受給資格，決定方法，検索サービ

スなどを学ぶ 4.5 $792 

Testing/Career Assessment 各種標準テストの測定内容，妥当性，問題点，受験指導の影響など

と，キャリア指導の方法を学ぶ。 4.5 $792 

Special Issues in College 
Consulting 

学習障害，不法滞在，第一世代，性的マイノリティ，編入学などの

学生集団に関して学ぶ。 4.5 $792 

Practicum in College Counseling 指導の下での 65 時間（又は 35 時間＋研究課題）のフィールドワー

ク。オンラインで経験をシェア。 6.0 $545 

The Business of Educational 
Consulting 

教育コンサルタント業を始めるための事業計画，料金設定，契約，

ソーシャルメディアの利用等を学ぶ。 
4.5 
選択 $792 

College Counseling for 
International Students 

奨学金，ビザ，（ランキングより）自分に合う大学選びの重要さを

理解させるなどの留学生支援を学ぶ。 
4.5 
選択 $792 

Higher Education in the Public 
Interest 

入学者選抜や奨学金政策への理解を深めるための高等教育論を学

ぶ。 
4.5 
選択 $792 

Finalizing the College 
Counseling Process 

他のコースで学んだ理論や情報を応用し，生徒や家族が最終的に大

学を決定する支援を PBL で学ぶ。 
4.5 
選択 $792 

UCLA Extension(2016)を基に筆者作成。大半はオンラインで実施。中世古・山本・西郡・木村(2018), p.195, 表 2 より再掲 
 

と，米国のアドミッション・オフィサーは，キャリアパスが不透明で，待遇も職務の幅広さや責任

の重さに見合っておらず，他の大学内の専門職に人材を奪われるなどの厳しい状況に置かれてきた

とされる(NACAC, 2014)。 

3. 実実施施概概要要—九九州州大大学学アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座のの概概要要 

3.1.アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座ににおおけけるる研研修修ルルーーブブリリッッククのの構構成成 

韓国と米国の先行事例を踏まえ，九州大学アドミッション・オフィサー養成講座を実施するにあ

たり，まず研修の学習・研修目標の内容と水準を示す研修プログラムを作成することにした。この

研修プログラムは 2016 年 12 月 8 日に作成し，2016 年 12 月 22 日に出された 2016 年度の第 1 回研
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修会の案内の中に掲載した。検討に際し，米国と韓国のアドミッション・オフィサー養成コースの

カリキュラムを参考に，大学入学者選抜の研究・実務の両方に 10 年以上携わってきた担当者であ

る，木村拓也(九州大学)・山本以和子(京都工芸繊維大学)・西郡大(佐賀大学)で協議し，作成した。

大学入学者選抜の業務に伴う，教育学・心理学・数理統計・社会学・経営学などの学問背景やわが

国特有の入試文化に即した内容・仕様にアレンジした，研修プログラムである。 
 表 3.1 は，米国・韓国のアドミッション・オフィサーの職務に関する知識・スキルを抽出したも

のである。このように，入学者選抜に関わる政策や法の理解，選考に関する理解や評価業務遂行お

よび入学者選抜に関わるその他業務の能力開発が，大学アドミッション専門職に求められているこ

とがわかる。これを参考に，大学アドミッション専門職の業務で必要な知識・能力・態度を，①基

礎素養，②専門知識・専門スキル，③実務・企画能力の開発に大別した。 
 

表表 3.1  入入学学業業務務担担当当者者のの力力量量とと資資質質（（韓韓国国とと米米国国のの比比較較表表）） 
区分 韓国：業務内容（大教協 2009） 米国：募集公告の資格要件（UC バークレー） 

入学者選抜の制度 ①入学査定官制の政策的背景 ①入学要件，政策，選抜手続きに対する知識 

選考開発 ②高校の現場に対する理解 
③入試全般に対する理解 

②バークレーキャンパスの専攻科教育課程に対す

る知識 

評価実際 

④評価のための選考資料に対する理解 
⑤評価方法（書類評価，深層面接スキ

ル） 
⑥入試結果分析（統計） 

③分析手法と組織技術 
④職務に対する高い水準の繊細さと正確性 

基本業務 ⑦広報・相談 
⑧行政業務及び倫理綱領 

⑤文書と口頭の優れたコミュニケーション技術 
⑥顧客に複雑な入試政策を説明できる能力 
⑦優秀な顧客サービス技術 
⑧基本的なコンピュータ利用技術 
⑨巡回（学外）勤務，時間外の超過勤務 

 

①基礎素養には，入試制度・政策，社会的責務・倫理，高校生・高校教育，大学生・大学教育を

置いた。②専門知識・スキルには，統計・テスト理論，評価技法，追跡調査技法，社会調査技法，

（広報）コミュニケーション・進学相談を置いた。③実務・企画能力には，入試企画（設計・作問・

評価採点含む），入試戦略・マーケティング企画，高大連携・高大移行企画，グローバル戦略企画を

置いた。 
 我が国のアドミッション担当者の現状は，教員も職員もいること，任期制・テニュア，様々な学 

 

表表 3.2  研研修修ププロロググララムム（（網網カカケケ部部分分はは, 研研修修会会等等ににおおいいてて 2020 年年度度ままででにに実実施施済済）） 
講座名 分類 Level 達成目標 講演番号 

中
等
教
育
・
高
等
教
育
論 

（
高
大
接
続
論
） 

入試制度・政策 

初級 
日本における大学入試に関わる制度や政策に関する基本事

項を理解できる。 

1，22 

中級 
国外の大学入試に関わる制度や政策の特徴を理解し，日本

の制度と比較して理解できる。 

16，17，18 

高校生・高校教育 

初級 中等教育の仕組みや高校生の基本的な行動を理解できる。 15 

中級 
高等学校のカリキュラムや高校生の進路選択の傾向につい

て理解できる。 

15 

上級 
高等学校の進路指導の考え方や特徴を理解し，高校生の進

路選択や受験行動を考察することができる。 

10 

大学生・大学教育 

初級 高等教育の仕組みや大学生の実態を理解する。 2，28 

中級 
中等教育と高等教育の教育的な接続についての意義や課題

点を理解できる。 

2，28 
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テ
ス
ト
・
教
育
評
価
論 

統計・テスト理論 

初級 統計やテスト理論に関する基本的な事項を理解できる。 3 

中級 
分析ソフトを利用して統計的な処理や分析結果の解釈がで

きる。 

9 

上級 
多変量解析や項目反応理論など高度な統計手法を用いたデ

ータの分析ができる。 

 

評価技法 

初級 
大学入試における基本的な評価技法の特徴を理解し，実際

の適用場面を想定できる。 

4，23 

中級 各評価技法の効果検証に関する方法を理解し，実践できる。 4，23 

上級 
複数の評価技法を組み合わせて多面的な評価を行うための

具体的な提案できる。 

11，14 

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
論 

社会的責務・倫理 初級 
アドミッションオフィサーとしての社会的責務や倫理に関

する基本事項を理解し，実践することができる。 

5，27，29 

コミュニケーショ

ン・進学相談 

初級 
アドミッション業務において重要なコミュニケーション場

面を想定することができる。 

7 

中級 
アドミッション業務の各場面において，適切なコミュニケ

ーションを行うことができる。 

7 

上級 
広報活動において，相手を惹きつけることができるような

魅力的なコミュニケーションを展開できる。 

 

高大連携・高大移

行企画 

初級 高大連携活動の目的や種類，その特徴を理解できる。 13 
中級 高大連携活動プログラムの具体的な企画ができる。 13 

上級 

高大連携・移行に関する企画を実現するために必要な体制

を整えたり，建設的な議論を展開できるような提案ができ

る。 

 

入
試
戦
略
・
設
計
論 

入試企画 

初級 
企画立案のために必要な情報を収集し，課題点を整理する

ことができる。 

19，26 

中級 整理した情報をもとに，具体案を策定することができる。 
5, 20，21, 
24 

上級 
策定案を実現するために必要な体制を整えたり，建設的な

議論を展開できるような提案ができる。 

5, 20，21, 
24 

入試戦略・マーケ

ティング企画 

初級 
戦略策定のために必要な情報を収集し，課題点を整理する

ことができる。 

6 

中級 整理した情報をもとに，具体案を策定することができる。 6 

上級 
策定案を実現するために必要な体制を整えたり，建設的な

議論を展開できるような提案ができる。 

 

グローバル戦略 

企画 

初級 
海外からの学生獲得に関する基本的な仕組みを理解でき

る。 

12 

中級 大学におけるグローバル戦略の事例を知っている。  

追跡調査技法 

初級 追跡調査の意義と基本的な考え方を理解できる。  
中級 追跡調査の基本的な技法の理解と実践ができる。  

上級 
具体的な事例に対して，最適な追跡調査を選択し，分析結果

の解釈と具体的な提案ができる。 

 

社会調査技法 

初級 社会調査の基本的な技法を理解することができる。 8，25 

中級 
質問紙調査や聞き取り調査などの具体的な技法を活用する

ことができる。 

8，25 

上級 
調査によって得られたデータを分析し，報告書としてまと

めることができる。 

 

 

術背景や前職を所持していることから，非常に多様な人材が着任している。よって，個人により知

識・スキルの領域およびレベルが異なる現実があり，この養成講座では教育カリキュラムを体系化

する必要があった。さらに，アドミッション業務は，特殊な知識と技能であるため，業務によって

遂行能力のレベルが異なってくる。そのため，策定する教育カリキュラムの実効性を保持するため

に，遂行レベルとアドミッション担当者のキャリアロールに整合性を持たせた教育カリキュラムを
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検討した。初級は，アドミッション業務に初めて就任した者から 3 年目程度を想定し，中級は，3
年目以降の中間キャリアを想定し，上級は，アドミッション組織の中でリーダーや指導者の立場の

キャリアを想定して構築した。表 3.2 は，その構築したルーブリックである。なお，網掛け部分は，

すでに研修で実施した分野とレベルである。2020 年 10 月 31 日までに，34 設定した分類レベルの

うち，73.5%に当たる 25 の講座コンテンツの作成を終えることができた 3)。追跡調査技法以外は、

すべて上級のスキルにあたり，こうした研修は，少人数のリーダー研修として実施することが今後

望ましいと考えている。 

3.2. アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座のの実実施施状状況況 

九州大学基幹教育院次世代型大学教育開発センターが主催した研修会は，「アドミッション・ス

ペシャリスト能力開発研修会(第 1 回～3 回)」(表 3.3)，「アドミッション・オフィサー養成プログ

ラム」(表 3.4)，「アドミッション・オフィサー養成セミナー」(表 3.5)の３つである。一方，同セン

ターの共催として，「高大連携教育フォーラム特別分科会」(表 3.6)，「大学入試センター・アドミッ

ションリーダー研修」(表 3.7)を実施した。 
研修会の参加者の属性を集計した結果を表 3.8(主催した研修会)と表 3.9(共催した研修会)に示

す。主催した研修会(表 3.8)には，のべ 378 名が参加した。参加者の属性を見ると，大学関係者が 8
割と最も多く(アドミッション教員 15.6％，アドミッション職員 29.6％，アドミッション以外 33.6％)，

高校関係者が 7.1％，その他が 14.0％であった。共催した研修会(表 3.9)には，のべ 231 名が参加し

た。参加者の属性は，大学関係者が 7 割と最も多く(アドミッション教員 22.8％，アドミッション

職員 36.8％，アドミッション以外 18.6％)，高校関係者が 12.6％，その他が 8.2％であった。研修参

加のニーズが広く，アドミッション教員だけではなく，アドミッション職員やアドミッション以外

の教職員の参加が予想外に多かった。持ち回りや異動によって経験し，大学の基幹業務であるアド

ミッション業務への研修の関心の高さが窺える参加者の属性であった。 
 

表表 3.3  アアドドミミッッシショョンン・・ススペペシシャャリリスストト能能力力開開発発研研修修会会 
年 回 実施日 講師 所属 タイトル 講演番号 

2017 
第
１
回 

3 月 22 日 

西郡大 佐賀大学 アドミッション・オフィサー入門 1 
山本以和子 京都工芸繊維大学 高大接続概論 2 
井隼経子 
佐藤喜一 九州大学 初等統計学-Excel でやってみる入試

データ分析 3 

3 月 23 日 
木村拓也 九州大学 総合的・多面的な評価の理論と実践 4 
立脇洋介 大学入試センター 大学入試における障害学生支援 5 

2018 
第
２
回 

3 月 22 日 

山本以和子 京都工芸繊維大学 戦略的アドミッション・マーケティ

ング入門 6 

永野拓矢 名古屋大学 高校訪問における戦略的な入試広報

について 7 

木村拓也 九州大学 アドミッション・アンケート設計 8 

3 月 23 日 
佐藤喜一 九州大学 アドミッション・オフィサーのため

の記述統計学 9 

内田照久 大学入試センター センター試験の受験者動向を探ろ

う！ 10 
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2019 
第
３
回 

3 月 22 日 

植野美彦 徳島大学 
アドミッション・スペシャリストに

よる書類選考・面接担当官の養成と

選抜実施運営について 
11 

花井渉 大学入試センター 
多様な学修歴・資格を活用した国際

入試の設計～イギリスの GCE A レ

ベルと国際バカロレアを事例に～ 
12 

森川修 鳥取大学 入学前教育の実施運営について 13 

3 月 23 日 
西郡大 佐賀大学 主体性等評価へのアプローチ～制度

設計と環境構築に向けて～ 14 

荒瀬克己 大谷大学 高大接続改革の中の高校教育 15 
 

表表 3.4  アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成ププロロググララムム,アアドドミミッッシショョンン・・ススペペシシャャリリスストト養養成成講講座座のの現現在在 

年 実施日 講師 所属 タイトル 講演番号 

2017 12 月 17 日 

鄭 廣姫 韓国教育開発院 韓国における入学査定官養成・開発講座

の設計及び成果と現状課題 16 

木村拓也 
中世古貴彦 九州大学 米国におけるアドミッションオフィサ

ーの養成講座と職務 17 

山本以和子 京都工芸繊維大学 日本におけるアドミッション・スペシャ

リスト養成講座の現在，未来 18 
 

表表 3.5  アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成セセミミナナーー，，アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーーははななぜぜ必必要要ととさされれるる

ののかか？？～～育育成成型型入入試試ににおおけけるるアアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーーのの役役割割～～ 
年 実施日 講師 所属 タイトル 講演番号 

2018 6 月 17 日 

池田輝政 追手門学院大学 生き抜く力を接続する大学入試再考 19 

志村知美 追手門学院大学 一緒に育てます！〜アサーティブ プロ

グラム・アサーティブ入試 20 

一ノ瀬太一 九州産業大学 KSU アドミッションオフィサーが 中退

を予防する KSU 育成型入試 21 
 

表表 3.6  高高大大連連携携教教育育フフォォーーララムム特特別別分分科科会会 
年 実施日 講師 所属 タイトル 講演番号 

2017 12 月 9 日 
西郡大 佐賀大学 アドミッション・オフィサー入門 22 
木村拓也 九州大学 総合的・多面的な評価の理論と実践 23 

2018 12 月 8 日 
立脇洋介 九州大学 大学入試における障害学生支援 24 
木村拓也 九州大学 アドミッション・アンケート設計 25 

2019 12 月 8 日 
立脇洋介 九州大学 国公立大学における特別入試の現状 26 
木村拓也 九州大学 大学入試のリスクマネジメント 27 

 

表表 3.7  大大学学入入試試セセンンタターー・・アアドドミミッッシショョンンリリーーダダーー研研修修 

年 実施日 講師 所属 タイトル 講演番号 

2017 4 月 19 日 山本以和子 京都工芸繊維大学 高大接続と入試設計 28 
2019 8 月 1 日 木村拓也 九州大学 大学入試業務のリスクマネジメント 29 

 

表表 3.8  九九州州大大学学基基幹幹教教育育院院次次世世代代型型大大学学教教育育開開発発セセンンタターーがが主主催催ししたた研研修修会会のの参参加加者者属属性性 

括弧内の%表示は行% 

大学・アド

ミッション

教員 

大学・アドミ

ッション職

員 

大学・アドミ

ッション以外 
高校 その他 全体 

アドミッション・スペシャリスト 
能力開発研修会(2017) 15(21.4%) 20(28.6%) 15(21.4%) 8(11.5%) 12(17.1%) 70(100%) 

アドミッション・スペシャリスト 
能力開発研修会(2018) 13(13.8%) 30(31.9%) 36(38.3%) 9(9.6%) 6(6.4%) 94(100%) 

アドミッション・スペシャリスト 
能力開発研修会(2019) 20(19.0%) 31(29.5%) 32(30.5%) 6(5.7%) 16(15.2%) 105(100%) 
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アドミッション・オフィサー 
養成プログラム(2017) 6(14.0%) 13(30.2%) 13(30.2%) 1(2.3%) 10(23.3%) 43(100%) 

アドミッション・オフィサー 
養成セミナー(2018) 5(7.6%) 18(27.3%) 31(47.0%) 3(4.5%) 9(13.6%) 66(100%) 

合計(％) 59(15.6%) 112(29.6%) 127(33.6%) 27(7.1%) 53(14.0%) 378(100%) 

木村編(2020b) の p.12-14 の表より作成 
 

表表 3.9  九九州州大大学学基基幹幹教教育育院院次次世世代代型型大大学学教教育育開開発発セセンンタターーがが共共催催ししたた研研修修会会のの参参加加者者属属性性 

括弧内の%表示は行% 

大学・アド

ミッション

教員 

大学・アド

ミッション

職員 

大学・アド

ミッション

以外 

高校 その他 全体 

⾼⼤連携教育フォーラム 
特別分科会(2017) 

9(22.5%) 14(35.0%) 2(5.0%) 7(17.5%) 8(20.0%) 40(100%) 

⾼⼤連携教育フォーラム 
特別分科会(2018) 

3(8.3%) 9(25.0%) 9(25.0%) 10(27.8%) 5(13.9%) 36(100%) 

⾼⼤連携教育フォーラム 
特別分科会(2019) 

4(8.9%) 13(28.9%) 12(26.7%) 12(26.7%) 4(8.9%) 45(100%) 

大学入試センター・ 
アドミッションリーダー研修(2017) 24(46.2%) 16(30.8%) 11(21.2%) 0(0.0%) 1(1.9%) 52(100%) 

大学入試センター・ 
アドミッションリーダー研修(2019) 15(25.9%)  33(56.9%) 9(15.5%) 0(0.0%) 1(1.7%) 58(100%) 

合計(％) 55(23.8%) 85(36.8%) 43(18.6%) 29(12.6%) 2(8.2%) 231(100%) 

木村編(2020b) の p.15-17 の表より作成 

4. 計計量量分分析析—九九州州大大学学アアドドミミッッシショョンンオオフフィィササーー養養成成講講座座のの分分析析 

4.1. 分分析析デデーータタのの概概要要 

 本節では，主催・共催で実施した養成講座において収集した参加者のアンケートを分析する。ア

ンケートの回収率は，アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会(第 1 回, 2017) が 51 名/70
名(回収率 72.8%)，アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会(第 2 回, 2018)が 60 名/94 名

(回収率 64.9%)，アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会(第 3 回, 2019)が 66 名/105 名(回

収率 62.9%)，アドミッション・オフィサー養成プログラム(2017)が 21 名/39 名(回収率 53.8%)，ア

ドミッション・オフィサー養成セミナー(2018)が 22 名/66 名(回収率 33.3%)であった。なお，アド

ミッション・スペシャリスト能力開発研修会(2018)と高大連携教育フォーラム特別分科会(2017)に
おいては，支出可能な研修費用やキャリアについてのアンケートを別途行なっており 3)，その回収

率は，それぞれ 31 名/40 名(回収率 77.5%)，53 名/94 名(回収率 56.4%)であった。 
講座自体の満足度は，アドミッション・オフィサー養成プログラム(2017)が，「満足」13 名(56.5%)，

「概ね満足」が 10 名(43.5%)の計 100%が満足傾向と回答し，アドミッション・オフィサー養成セ

ミナー(2018)が，「満足」が 9 名(40.9%)，「概ね満足」が 11 名(50.0%)の計 91%が満足傾向と回

答した(木村編 2020b, p.31, p.50)。研修会における専門知識の習得は，アドミッション・スペシャリ

スト能力開発研修会(2017) では 45 名(88.2%)，アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会

(2018)では 52名(86.6%)，アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会(2019)では 60名(90.9%)

が習得した，と回答した(木村編 2020b, p.24, p.41, p.57)。また，研修会参加者の入試業務経験期間
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をまとめたのが，表 4.1 であるが，入試業務の経験が浅い大学教職員が主な研修参加者であったこ

とが分かる。 
 

表表 4.1  第第 1-3 回回ののアアドドミミッッシショョンン・・ススペペシシャャリリスストト能能力力開開発発研研修修会会参参加加者者のの入入試試業業務務経経験験期期間間 
期間  人数(列%) 第 1 回研修会(2017) 第 2 回研修会(2018) 第 3 回研修会(2019) 合計 

1 年未満 21 名 (41.2%) 14 名 (23.3%) 10 名 (15.2%) 45 名 (25.4%) 
1 年から 5 年未満 16 名 (31.4%) 26 名 (43.3%) 29 名 (43.9%) 71 名 (40.1%) 
5 年から 10 年未満 7 名 (13.7%) 11 名 (18.3%) 16 名 (24.2%) 34 名 (19.2%) 
10 年から 15 年未満 5 名 (9.8%) 6 名 (10.0%) 10 名 (15.2%) 21 名 (11.9%) 
15 年以上 2 名 (3.9%) 3 名 (5.0%) 1 名 (1.5%) 6 名 (3.4%) 
計 51 名 (100%) 60 名 (100%) 66 名 (100%) 177 名 (100%) 

木村編(2020b) の p.20 の table1，p.37 の table1，p.53 の table1 より作成 

4.2. アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座のの役役立立ちち度度にに関関すするる分分析析 

本項では，研修会の各講義と研修会全体の「役立ち」について検討する。1.問題の所在で述べた

ように，アドミッションオフィサーの育成は喫緊の課題ではあるが，そのためのカリキュラムや養

成課程がなく，現在各所でさまざまな研修会が行われている。2017 年から九州大学で開講されてい

るアドミッションオフィサー養成講座では，韓国や米国の事例を参考にしながら専門的な知識やス

キルの提供を行っており，日本版アドミッション・オフィサー養成プログラムを確立するためには

未だ手探りの状態である。そこで，これらのプログラムに対し，参加者がそれぞれの講義内容が実

際に役立つと思ったかどうか，また，職員や教員といった職種により役に立った内容は違うかどう

かを知るために，研修会で実施したアンケート結果を分析した。3 回の研修会では各講義と研修会

全体の最後にアンケートが実施され，参加者は任意で講義や研修会全体の「役立ち」について 4 件

法(1.全く役立ちそうにない，2.あまり役立ちそうにない，3.まあまあ役立ちそうである，4.かなり役

立ちそうである)で回答した。また，その他に自由記述で感想や気づいた点を記述した。ここでは，

上記「役立ち度」のみの分析結果を記載する。分析には jamovi ver 1.6.3 を使用した。 
 2017 年アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会 (第 1 回) では，5 つの講座が開講され

た。アンケート回答者 51 名のうち，各講義の役立ち度に対し無回答の者をそれぞれの分析から除

外した。また，職種の「民間」については 1 名であったため分析から除外した。「その他」の研究員

と回答した者については，業務の内容から教員に含めた。各講義の「役立ち」について，参加者間

2 要因分散分析 (新人度合い (経験年数 2 年未満・2 年以上) ×職種 (大学職員・大学教員・高校

教員)) を行った。以下に結果を示す。 
「アドミッション・オフィサー入門」では，有意な職種の主効果 (F(2,41) = 9.219, p < .001, ηp

2 
= .041) がみられた。新人度合いの主効果 (F(1,41) = 1.731, p = .196, ηp

2 = .310)，及び交互作用 
(F(2,41) = .589, p = .559, ηp

2 = .028) については有意ではなかった。職種の有意な主効果に基づいて

Holm の方法で多重比較を行ったところ，高校教員よりも大学教員のほうが有意に役に立つと回答

し (t(41) = 3.16, p = .006, Cohen's d = 1.542)，また，高校教員よりも大学職員のほうが有意に役に立

つと回答した (t(41) = 4.28, p < .001, Cohen's d = 2.088)。「高大接続概論」では，新人度合い (F(1,40) 
= .001, p = .981, ηp

2 = .000)，職種 (F(2,40) = 1.413, p = .255, ηp
2 = .066) の主効果及び交互作用 

(F(2,40) =.315, p = .732, ηp
2 = .015) いずれも有意ではなかった。「初等統計学」も「高大接続概論」

(Vol. 7)

96



 

 

97 

Article 基幹教育紀要 (Vol. 7) 

と同様，新人度合い (F(1,33) = .049, p = .826, ηp
2 = .001)，職種 (F(2,33) =.581, p = .565,ηp

2 = .034) 
の主効果及び交互作用 (F(2,33) =1.252, p = .299, ηp

2 = .071) いずれも有意ではなかった。「総合的・

多面的な評価の理論と実際」でも新人度合い (F(1,33) = .094, p = .761, ηp
2 = .003)，職種 (F(2,33) = 

1.067, p = .356, ηp
2 = .061) の主効果及び交互作用 (F(2,33) =.408, p =.668, ηp

2 = .024) いずれも有

意ではなかった。「大学入試における障害学生支援」でも新人度合い (F(1,25) = .133, p= .719,ηp
2 

= .005)，職種 (F(2,25) = 1.415, p = .262, ηp
2 = .102) の主効果及び交互作用 (F(2,25) = 1.139, p = .336, 

ηp
2 = .083) いずれも有意ではなかった。研修会 (第 1 回) 全体の役立ち度においても，新人度合い 

(F(1,41) = 1.029, p =.316, ηp
2 = .024)，職種 (F(2,41) = .616, p =.545,ηp

2 = .029) の主効果及び交互作

用 (F(2,41) =2.605, p = .086, ηp
2 = .113) いずれも有意ではなかった。5 つの講義の中で，「アドミッ

ション・オフィサー入門」は経験年数によらず特に大学教員，大学職員から役立つと回答された。

実際に業務に携わる大学教員や大学職員はアドミッション業務についての知識が高校教員よりも

必要であるが，これまでアドミッション・オフィサーの活動やアドミッションの業務自体を体系的

に学ぶ機会がなく，本講座でアドミッション・オフィサーの全体的な概要を知ることができたため

であると考えられる。本講座は研修会の入門的な内容であり，自由記述からも職員，教員によらず

「アドミッション・オフィサー」とは何をしている存在なのか，また自分自身がこれからどのよう

な業務が必要なのかを知ることができたという感想が見られた。 
 2018 年アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会 (第 2 回) でも 5 つの講座が開講され

た。第 2 回の研修会の講義は 2017 年の第 1 回よりも実践的な内容で構成され，より具体的な知識

や技術について学ぶことができた。その後実施したアンケートへの回答者は 60 名であった。アン

ケートの回答のうち，第1回と同様に各講義への回答がなかった者はその講義の分析から除外した。

また，職種の「民間 (n = 0)」，「高校教員 (n = 4)」は極端に数が少なかったため分析から除外した。

「その他」と回答した 2 名のうち，特任助教と研究員は教員に，嘱託職員は職員に含めた。さらに，

所属が記載されていない者 2 名については分析から除外した。第 1 回と同様に参加者間 2 要因分散

分析 (新人度合い (経験年数 2 年未満・2 年以上)×職種 (大学教員・大学職員)) を行った。 
「戦略的アドミッション・マーケティング入門」では，新人度合い (F(1,48) = .387, p = .537, ηp

2 
= .008)，職種 (F(1,48) = 3.134, p = .083, ηp

2 = .061) の主効果及び交互作用 (F(1,48) = .662, p = .420, 
ηp

2 = .014) いずれも有意ではなかった。「高校訪問における戦略的な入試広報について」では，職

種の有意な主効果 (F(1,49) = 6.396, p = .015, ηp
2 = .115) がみられた。新人度合いの主効果 (F(1,49) 

= .592, p = .445, ηp
2 = .012)と交互作用 (F(1,49) = .746, p = .392, ηp

2 = .015) はどちらも有意ではな

かった。「アドミッション・アンケートの設計」では，新人度合い (F(1,47) = .250, p = .619, ηp
2 = .005)，

職種 (F(1,47) = .012, p = .913, ηp
2 = .000) の主効果及び交互作用 (F(1,47) = .120, p = .913, ηp

2 = .000) 
いずれも有意ではなかった。「アドミッション・オフィサーのための記述統計学」でも，新人度合い 
(F(1,42) = 3.256, p = .078, ηp

2 = .072)，職種 (F(1,42) = .687, p = .412, ηp
2 = .016) の主効果及び交互

作用 (F(1,42) = .402, p = .530, ηp
2 = .009) いずれも有意ではなかった。「センター試験の受験者動向

を探ろう！」では，職種の有意な主効果 (F(1,42) = 8.199, p = .007, ηp
2 = .163) がみられた。新人度

合いの主効果 (F(1,42) = .068, p = .795, ηp
2 = .001)と交互作用 (F(1,42) = .009, p = .925, ηp

2 = .000) 
はどちらも有意ではなかった。「第 2 回研修会全体の役立ち」では，新人度合い (F(1,48) = 671, p 
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= .417, ηp
2 = .014)，職種 (F(1,48) = 2.428, p = .126, ηp

2 = .048) の主効果及び交互作用 (F(1,48) = .002, 
p = .966, ηp

2 = .000) いずれも有意ではなかった。第 2 回の研修会では，大学職員よりも大学教員

の方が入試広報やセンター試験の動向についての講義の役立ちの平均値でより高い値であった。本

講座は教員による高校訪問の手法や高校側とのコミュニケーションのポイントが詳しく述べられ

ており，実際に高校訪問を行う教員にとってより実践的で専門的な内容が役立つと評価されたため

だと考えられる。 
 2019 年に行われたアドミッション・スペシャリスト能力開発研修会 (第3回) でもこれまでと同

様に 5 つの講座が開講された。アンケートの回答者は 66 名だった。そのうち，高校教員 1 名とそ

の他で教員，職員，高校教員等の種別が不明な 1 名を分析から除外した。また，各講義の役立ち度

に無回答の者はそれぞれの分析から除外した。第 1 回，2 回と同様，各講義及び研修会全体の「役

立ち」について参加者間 2 要因分散分析 (新人度合い (経験年数 2 年未満・2 年以上)×職種 (大学

教員・大学職員)) を行った。 
 「アドミッション・スペシャリストによる書類選考・面接担当間の養成と選抜実施運営について」

では，新人度合い (F(1,55) = .544, p = .464, ηp
2 = .010)，職種 (F(1,55) = 3.134, p = .082, ηp

2 = .054) 
の主効果及び交互作用 (F(1,55) = .544, p = .464, ηp

2 = .010) いずれも有意ではなかった。「多様な学

修歴・資格を活用した国際入試の設計」でも新人度合い (F(1,58) = .276, p = .602, ηp
2 = .005)，職種 

(F(1,58) = 2.507, p = .119, ηp
2 = .041) の主効果及び交互作用 (F(1,58) = .001, p = .971, ηp

2 = .000) い
ずれも有意ではなかった。「入学前教育の実施運営について」では，職種の有意な主効果 (F(1,54) = 
4.171, p = .046, ηp

2 = .072) がみられた。新人度合いの主効果 (F(1,54) = .014, p = .905, ηp
2 = .000)と

交互作用 (F(1,54) = 2.439, p = .124, ηp
2 = .043) はどちらも有意ではなかった。次に「主体性等評価

へのアプローチ」の講義の役立ちでも職種の有意な主効果 (F(1,57) = 6.070, p = .017, ηp
2 = .096) が

みられた。新人度合いの主効果 (F(1,57) = 1.14, p = .290, ηp
2 = .020)と交互作用 (F(1,57) = 3.690, p 

= .060, ηp
2 = .061) はどちらも有意ではなかった。最後に「高大接続改革の中の高校教育」の講義

の分析を行ったところ，職種の有意な主効果があった (F(1,44) = 6.838, p = .012, ηp
2 = .135)。新人度

合いの主効果 (F(1,44) = .228, p = .636, ηp
2 = .005) は有意ではなかった。また，交互作用が有意だ

った (F(1,44) = 8.307, p = .006, ηp
2 = .159)。第 3 回の研修会では，2 回同様入試の評価や教育に関す

る専門的で実践的な知識や技術を伝える講義が多かったことから，入試業務にあたる大学教員から

の役立ち度評価が高かった。 
 過去 3 年間の研修会の内容について分析を行ったところ，ほとんどは有意な主効果，交互作用と

もに認められなかった。各講義や研修会全体の役立ち度の基礎統計量を見ると (表 4‐1〜3)，経験

年数，職種によらずほぼすべての講義で評価の平均値が 3.00〜4.00 の間に分布している。つまり，

いずれの講義も役に立つと高く評価されており，アドミッション・スペシャリストを養成するため

の効果的な知識・技術を提供できたと考えられる。一部，職種において有意な主効果がみられた講

義があった。回を重ねるごとに講座の内容が専門的・実践的になってきたことから，特に評価・制

度設計に直接関わる大学教員からの評価が高かったのだと考えられる。今後この結果から，アドミ

ッション・オフィサーを目指す職員向け講座，教員向け講座といった対象ごとに内容を見直し，求

められる知識を提供できるよう，カリキュラムの見直しを行っていく予定である。 
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表表 4.2  2017 年年アアドドミミッッシショョンン・・ススペペシシャャリリスストト能能力力開開発発研研修修会会((第第 1 回回))役役立立ちち度度のの平平均均値値・・標標準準偏偏差差 

 
表表 4.3  2018 年年アアドドミミッッシショョンン・・ススペペシシャャリリスストト能能力力開開発発研研修修会会((第第 2 回回))役役立立ちち度度のの平平均均値値・・標標準準偏偏差差 

 
表表 4.4  2019 年年アアドドミミッッシショョンン・・ススペペシシャャリリスストト能能力力開開発発研研修修会会((第第 3 回回))役役立立ちち度度のの平平均均値値・・標標準準偏偏差差 

 平均値 (標準偏差) 

アドミッショ

ン ・オフィ

サー入門 

高 大 接 続

概論 

初 等 統 計

学 

総合的・多

面的な評価

の理論と実

践 

大 学 入 試

における障

害 学 生 支

援 

第 1 回全体

の役立ち度 

全体 3.85(.360) 3.39(.614) 3.21(.570) 3.87(.522) 3.61(.495) 3.74(.441) 

経験年数 2 年未満：大学教員 3.92(.277) 3.31(.630) 3.18(.751) 3.92(.289) 3.75(.452) 3.79(.426) 

        ：大学職員 4.00(.000) 3.67(.500) 3.13(.354) 3.83(.408) 3.40(.548) 3.63(.518) 

        ：高校教員 3.50(.707) 3.00(.000) 3.33(.577) 4.00(.000) 3.50(.707) 4.00(.000) 

経験年数 2 年以上：大学教員 3.75(.463) 3.29(.756) 3.00(.632) 4.00(.000) 3.67(.516) 3.88(.354) 

        ：大学職員 4.00(.000) 3.45(.688) 3.50(.535) 3.57(1.13) 3.75(.500) 3.82(.405) 

        ：高校教員 3.25(.500) 3.25(.500) 3.00(.000) 4.00(.000) 3.00(.000) 3.25(.500) 

 平均値 (標準偏差) 

戦略的アド

ミッション・

マーケティ

ング入門 

高校訪問に

おける戦略

的な入試広

報について 

アドミッショ

ン・アンケー

トの設計 

アドミッショ

ン・オフィサ

ーのための

記述統計学 

センター試

験の受験動

向を探ろう! 

第 2回全体

の 役 立 ち

度 

全体 3.44(.539) 3.58(.570) 3.75(.483) 3.52(.586) 3.54(.585) 3.65(.480) 

経験年数 2 年未満：大学教員 3.57(.514) 3.79(.426) 3.71(.611) 3.50(.674) 3.79(.426) 3.71(.469) 

        ：大学職員 3.43(.514) 3.53(.640) 3.71(.469) 3.25(.622) 3.30(.675) 3.50(.519) 

経験年数 2 年以上：大学教員 3.60(.516) 3.80(.422) 3.80(.422) 3.70(.483) 3.73(.467) 3.82(.405) 

        ：大学職員 3.21(.579) 3.29(.611) 3.77(.439) 3.67(.492) 3.27(.647) 3.62(.506) 

 平均値 (標準偏差) 

書類選考・

面接担当官

の養成と選

抜実施運営

について 

多様な学修

歴・資格を

活用した国

際入試の設

計 

入学前教育

の実施運営

について 

主体性等評

価へのアプ

ローチ 

高大接続改

革の中の高

校教育 

第 3 回全体

の役立ち度 

全体 3.80(.406) 2.98(.799) 3.55(.597) 3.87(.340) 3.46(.617) 3.75(.439) 

経験年数 2 年未満：大学教員 3.88(.354) 3.26(.886) 3.88(.354) 4.00(.000) 4.00(.000) 3.88(.354) 

        ：大学職員 3.57(.535) 2.88(1.13) 3.25(.886) 3.57(.535) 3.00(.632) 3.43(.535) 

経験年数 2 年以上：大学教員 3.88(.338) 3.12(.781) 3.58(.504) 3.92(.282) 3.39(.698) 3.88(.338) 

        ：大学職員 3.75(.444) 2.76(.625) 3.50(.618) 3.86(.351) 3.44(.512) 3.65(.489) 
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4.3.アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座参参加加者者のの職職務務にに関関すするる自自由由記記述述分分析析 

アンケートでは，参加者のキャリアプランの弊害・不安要素についても自由記述にて回答を得た。

この自由記述を KHCoder(樋口，2014)を用いて分析した。最初に，自由記述について自己組織化マ

ップ(SOM: Self-Organizing Map, [Kohonen 1982])を作製した (図 4.1)。自己組織化マップにおいては，

高次元データの中にある出現頻度に関する近似関係を 2 次元のマップ空間上でも保ちながら学習

し，配置することで，得られた図からは，どのような語彙が回答中に多く見られたのかということ

や，似通った文脈で使われている語彙を確認することができる。自己組織化マップの配列上の入力

ベクトルの像は、入力ベクトルと最整合する配列要素（モデル）として定義される。入力ベクトル 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図図 4.1  アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座参参加加者者のの職職務務不不安安のの自自己己組組織織化化ママッッププ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図 4.2  アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座参参加加者者のの職職務務不不安安のの出出現現語語にに対対すするるココーーデディィンンググ 

① 評価されないことへの不安，学習に時間がかかることへの不安 

評価・時間 

② 業務量に対するセンターのポストの少なさやそれに伴う研究や昇進への弊害 

組織・任期・知識・不足・ポスト・教員・センター・昇進・研究・業務 

③ 単調な入試事務の仕事が中心であること 

予算・大学・仕事・学部・入試・事務 

④ 周りからの専門職員としての理解の無さや，異動の少なさ，相談相手の不足への不安 

相談・異動・不安・教育・専門・自分・職員 

⑤ 職に対する理解・必要性の得られなさに対する不安 

面接・募集・理解・アドミッション・必要 
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からの距離が最小となる点を学習の回数分更新し続けることで，入力ベクトルはある一点に回帰し

ていく。その為，各語彙間の距離は似通った文脈で使われているか否かを示すことになる。また，

回帰によって形成されるクラスターに対して，図中では各クラスターの境界を黒線で表している。

その上で図 4.1 に現れている 5 つのクラスターを実際の回答も参考にしながら以下のようにまとめ

た。また，各クラスターにおける具体的な例を 2 つほど併記した。 
①  評価されないことへの不安，学習に時間がかかることへの不安 

学位取得のための時間確保が困難 (大学職員)，職場に評価制度がないこと (大学職員) 
②  業務量に対するセンターのポストの少なさやそれに伴う研究や昇進への弊害 

人員削減で職員数は減っているが，業務量は増え，業務内容も高度化，複雑化する方向になっ

ていること (大学職員)，個人研究・共同研究と AC 業務とのバランス (大学教員) 
③  単調な入試事務の仕事が中心であること 

学部教員の役に立ちたい。単なる入試事務で精一杯で現業務のオーバーフローにさえ対応措置

への理解を得られない (大学職員)，事業の事務処理で日常が終わってしまうこと (大学教員) 
④  周りからの専門職員としての理解の無さや，異動の少なさ，相談相手の不足への不安 

自分が専門職にと考えるが，学内では相談しづらく，職員間でも理解を得がたい (大学職員) 
相談相手の不足(入試データ等の機密性の高い情報は共有しにくい) (大学職員) 

⑤ 職に対する理解・必要性の得られなさに対する不安 
アドミッションセンターや IR (評価・分析) 等の必要性について，学内できちんと理解されて

いないところがある (大学職員)，「大学自体が専門職 (教員) に対する必要度・緊急度」があ

まり高まっておらず，あくまでも文科省等からの補助金・政策誘導に乗っているという風潮。

このことにより，専門職 (URA 等も) は任期制であったり，成果を求められる待遇となってい

ることは，目指す者たちにとって希望を与えてもらいにくい状況だと思われる (大学職員) 
次に，上記のような意見について，職種・雇用形態ごとに見た時に，どのような人がどのような

弊害・不安を感じているのかを確認した。方法としては，上記の自己組織化マップに出現した名詞

をクラスターごとにコーディングし (図 4.2)，各属性別にそれら語彙の出現回数を集計した。 
コーディングでは，例えば，①「評価されないことへの不安，学習に時間がかかることへの不安」

では「評価」「時間」という語が含まれており，これらの語が文中に現れると①にカウントされる。

以下ではこのキャリアプランの弊害・不安要素と，属性間の関係を検討した。 
表 4.5 から，教員・職員ともに②「業務量に対するセンターのポストの少なさやそれに伴う研究

や昇進への弊害」に関し，弊害であると考えている・不安要素を抱いている割合が高いことが示唆

される。また，教員は②「業務量に対するセンターのポストの少なさやそれに伴う研究や昇進への

弊害」に 54.2％と集中しているが，職員に関しては不安が幅広く分布している。職員では，④「周

りからの専門職員としての理解の無さや，異動の少なさ，相談相手の不足への不安」が 22.4%、⑤
「職に対する理解・必要性の得られなさに対する不安」が 14.9%と教員よりも高く，職務において

相談できない，理解が得られにくいなどの職務への不安を抱えていることが読み取れる。 
次に，表 4.6 より，教員・職員ともに 1 万円以上の受講料を払っても良いとする結果が読み取れ

る。特に，職員(71.4%)の方が教員(57.1%)よりも「1 万円以上」支出しても構わないと回答した割 
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表表 4.5  アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座参参加加者者のの職職種種××弊弊害害・・不不安安要要素素ののククロロスス表表 
 

出現頻度 

 

(行%) 

 

①評価され

ないことへの

不安，学習

に時間がか

かることへの

不安 

②業務量に

対するセンタ

ーのポストの

少なさやそ

れに伴う研

究者昇進へ

の弊害 

③単調な入

試事務の仕

事が中心で

あること 

④ 周 り か ら

の専門職員

としての理解

の無さや，異

動の少なさ，

相談相手の

不足への不

安 

⑤職に対す

る理解・必要

性の得られ

なさに対する

不安 
計 

教員 0 (0%) 13 (54.2%) 6 (25.0%) 4 (16.7%) 1 (4.2%) 24 (100%) 
職員 7 (10.4%) 20 (29.9%) 15 (22.4%) 15 (22.4%) 10 (14.9%) 67 (100%) 
合計 7 (7.7%) 33 (36.3%) 21 (23.1%) 19 (20.9%) 11 (12.1%) 91 (100%) 

木村編(2020b)，p.65 の Table4 より作成 
 

表表 4.6  アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座参参加加者者のの支支出出可可能能受受講講料料××職職種種××雇雇用用形形態態ののククロロスス表表 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

木村編(2020b)，p.62 の table1 及び 3 より作成 
 

合が高くなっている。特に，終身雇用の職員で「１万円以上」と答えている割合が最も高いことが

確認できる。即ち一つ目に「終身雇用の職員にとって非常に意義のあるイベントであると考えられ

ている為に「1 万円以上」払ってもよいとしている可能性」である。そしてもう一つが「任期制と

終身雇用制による金銭的な余裕による差を反映した可能性」である。この 2 つのどちらが適切な理

由かということは表からはわからないが，今後の研修会等の方向性を考える際の一指針となりうる

のではないだろうか。しかしながら，サンプル数が少ないため，引き続きアンケート調査を実施し，

その傾向を追っていく必要があるだろう。 

5. ままととめめ—アアドドミミッッシショョンン・・オオフフィィササーー養養成成講講座座のの意意義義 

総括すれば，九州大学アドミッション・オフィサー養成講座の特徴として，参加者の属性がアド

ミッション業務経験年数が 5 年未満の者が 65.5%を占めたこと，参加者の満足度や知識の習得度が

9 割近く高かったこと，この内容であれば，1 万円以上払ってでも受講する価値があると受け止め

られたこと，が挙げられる。同時に収集したアンケートの分析結果も踏まえれば，アドミッション

業務のキャリアの不安はもちろんのこと，相談相手の少なさや，専門的且つ秘匿業務ゆえの周囲の

理解が得られないことへの不安などがあり，そうした不安を解消する手段として，こうした養成講

座が機能したことが考えられ，このアドミッション・オフィサー養成講座の意義が，業務に対する

経験が浅い教職員も含めた，貴重な FD ネットワーク創出の機会となっていることが伺えた。アド

ミッション・オフィサーを巡る日本国内の議論では，例えば，大学執行部のリーダシップを支える

ための「高度専門職」の充実を説いた中教審の「審議まとめ」(中央教育審議会大学分科会 2014: 18)

職 (行%) 雇用形態 1 万円未満 1 万円以上 計 

教員 
任期制 8 名 (50.0%) 8 名 (50.0%) 16 名 (100%) 
終身雇用制 4 名 (33.3%) 8 名 (66.7%) 12 名 (100%) 
小計 12 名 (42.9%)  16 名 (57.1%) 28 名 (100%) 

職員 
任期制 2 名 (33.3%) 4 名 (66.7%) 6 名 (100%) 
終身雇用制 6 名 (27.3%) 16 名 (72.7%) 22 名 (100%) 
小計 8 名 (28.6 %) 20 名 (71.4%) 28 名 (100%) 

合計 20 名 (35.7%) 36 名 (64.3%) 56 名 (100%) 
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のように，米国の大学に倣いアドミッション・オフィサー等を日本の大学でも養成・配置すべきと

いう提言が行われることがあるが，まずは，大学アドミッション専門職の職能を互いに理解し，相

互に研修する機会を生むことがまず第一歩であるように思われる。 
今後目指すべきは，大学アドミッション専門職の職能を定め，その研修・奨励を行い，我が国に，

高大接続・トランジッションの新たなスキームを打ち立てる人材を育成することである。大学アド

ミッション専門職の職能は，大きく分けて，高校生や高校教員に，大学の学問を理解させる，サイ

エンス・コミュニケーターとしての職能と，さらに，それを乗り越え，入試設計の最新戦略を立案

し，それを実行に移すために，テストを学内に解説する，テスト・コミュニケーターとしての職能，

高校生に大学に進学する意味を見出させ，主体性を喚起するコーチング・コミュニケーターとして

の職能の 3 つである。一方で，大学入試の守秘義務の関係上，大学アドミッション専門職は些細な

情報交換でさえ容易ではない現状である。そのため，大学アドミッション専門職の知識・スキルを

得たり，経験を交換する機会が少なくなる現状があり，FD 互助会的な機能を併せ持った人的ネッ

トワークの構築が急務である。大学アドミッション専門職が，我が国に定着しない限り，真の高大

接続・トランジッション改革は成り立ち得ない。こうした人的ネットワーク機能を持たせた養成講

座の需要はますます高まってくると思われる。 

注注 

1) この経緯については，木村(2014)・木村(2016)に詳しい。 
2) 同様に，名古屋大学，大阪大学でも同様の取り組みが見られる(夏目 2019，川嶋 2019)。2018 年

に電気通信大学で開催された平成 30 年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会(第 13 回)の

全体会 1 において「入試担当者(アドミッション・オフィサー)の育成課題というタイトルでシンポ

ジウムが開催された。九州大学の報告は，木村(2019)にある。その様子は，『大学入試研究の動向』

36 号に掲載されている。 
3) 本稿に掲載している以外の分析結果については，山本・木村・立脇・西郡(2019)に掲載している。 

謝謝辞辞  計量分析に際し，九州大学教育学部３年陣内未来さんの協力を得た。 
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