Ⅰ．報告
「高大接続型選抜を担うアドミッションオフィサー養成プログラムの
構築に関する研究」に関する調査報告

１．「アメリカの大学のアドミッション部門と
アドミッションズ・オフィサーに関する調査報告」
大谷

尚・依田

理恵子

2016年３月31日に公表された、高大接続システム改革会議の「最終報告」では、高大接続改
革後の入学者選抜を担うアドミッションズ・オフィサー（入試担当専門職員）に触れ「多面的・
総合的評価による入学者選抜を支える専門人材の職務の確立・育成・配置等に取り組むことが必
要」としているが、当該人材を養成するプログラムは我が国には無い。そこで、本センターは教
育発達科学研究科と協同してアドミッションズ・オフィサー養成のためのプログラム設置を検討
することを、2017年度事業計画に新たに追加した。
そのため本センターでは、本研究科「2017年度 研究科長裁量経費」の支援を受け、事業名「高
大接続型選抜を担うアドミッションズ・オフィサー養成プログラムの構築に関する研究」を開始
した。その一環として、
米国マサチューセッツ州の４大学で、2017年３月13日から20日にアドミッ
ション部門とアドミッションズ・オフィサーについての調査を実施した。調査対象校は、州立総
合大学としてマサチューセッツ大学アマースト校、選抜性の極めて高い大学としてマサチュー
セッツ工科大学、リベラルアーツカレッジ全米２位にランクされるカレッジとしてアマーストカ
レッジ、SATやACTという共通テストの得点を入学者選抜に用いないハンプシャーカレッジの
４校である。
これらの調査結果について下記に報告する。

（１）各大学の調査結果
① マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 大 学 ア マ ー ス ト 校（University of Massachusetts,
Amherst）－州立・総合大学、学生数約22,000人－
http://www.umass.edu
・インタビュイー（聴き取り対象者）
マサチューセッツ大学アマースト校 学部アドミッション部長（Director
of Undergraduate Admissions）
、デール・ヘンドリックス氏（Mr. Dale
Hendricks）
マサチューセッツ大学図書館
Du Bois Library
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＜組織について＞
常勤のアドミッションズ・オフィサーは20名で、異動により転入した職員や新人職員を合わせ
ると30名ほどである。アドミッションズ・オフィス全体では年間約150万ドル（約１億７千万円）
の予算があり、そのうち40万ドル（約４千５百万円）ほどが出張費（期間は６週間）に充てられ
ている。
パートタイム職員は期間限定職員として８名雇用されている。全員が学士学位を有しており、
アドミッションの専門職や出願書類（ネットワークで出願する場合があるので、この報告での出
願書類とは、必ずしも用紙による書類を意味しない）の審査経験がある人、また退職教員や教員
の配偶者など、さまざまな経歴を持つ。パートタイム職員は出願書類の処理が主な仕事で、高校
への出張や高校生向けのイベントなどのプログラムは行っていない。
＜アドミッションズ・オフィサーについて＞
アドミッションズ・オフィサーに必要な資質は、読解力、優れたコミュニケーション能力、数
量的能力（GPAの再計算などの必要があるため）、そして推論能力である。また出張に対する柔
軟性と仕事への熱意、そして教育を尊重する姿勢が必要である。色々な観点から出願書類を審査
することが望ましいので、新しくアドミッションズ・オフィサーを採用する際に重視することは
“考え方の多様性”である。似たタイプや似た経歴のアドミッションズ・オフィサーが出願書類の
審査を行うと、出願者の知的好奇心について幅広い見解を求めることが難しくなるので、新卒者
はさまざまなタイプの学生を採用するようにしている。GPAやテストだけを基準に入学審査を
行うと、粘り強さや根性など、出願者に関する多くのニュアンスを失ってしまうので「どのよう
なタイプの出願者を受け入れたいか」について全体論的に（holistically）考えるよう指導している。
何人かのアドミッションズ・オフィサーはこの大学の卒業生ではあるが、卒業生しか採用しな
いということでなく、さまざまな大学の出身者が在籍している。最近の新卒者には、
「自分の卒
業した大学を発展的に変革する手助けをしたい」という理由で、母校への就職を希望している人
が多い。過去にアドミッションズ・オフィスでボランティアをした経験、高校生対象のキャンパ
ス・ツアーのガイドをした経験が１- ２年程度あるなど、経歴はさまざまである。生涯のキャリ
アプランは人それぞれであるが、教師や教育関係の事務職など教育分野でキャリアを積みたいと
考えている人も多くいる。アドミッションの仕事をスタートさせた時は、給与はそれほど多くな
いが、仕事の中で多くの事業を抱え責任を負うにつれて出願書類に対する洞察力が上がり、また
報酬も上がる。キャリア形成のために、働きながら修士学位を取得することは可能で、医大への
進学を志望する者や、法科大学院へ進む者が過去に在籍していた。転職については、他職種に転
職する者もいるし、他大学の同じ職に就く者もいる。ここでの経験を活かし、高校側の進学指導
職員である“カレッジ・カウンセラー ”に転職し、大学への生徒の出願の支援をしている者もいる。
この“カレッジ･カウンセラー ”は給料が高く出張が少ないことに加え、仕事があるのは生徒が校
内にいる学期中なので、夏季休暇時は比較的のんびりすごすことができる。
多くの大学では上級職員として非常に長期間勤務している職員もいるが、より高い給料を得る
ため、もしくは家族のため、また他の地域への移住希望などにより、若い世代は離職率が高い。
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＜職務について＞
他の仕事を兼務することはなく、アドミッションに関する仕事を専門に行う。
アドミッションズ・オフィサーが担当する出願書類は地域別で分けられ、高校訪問などの出張
もその担当地域である。例えばフロリダまたは南部の生徒に対し、担当のアドミッションズ・オ
フィサーが出願書類を審査したり、その地域の高校に出張したりする。大学によっては、審査す
る出願書類を地域やアルファベットで分け、誰が出張しても支障がないようにしている。
アドミッションズ・オフィサーの活動は８月からスタートし、まずは出張の計画を立てること
から始める。例年９月から10月までと11月の一部は高校などに出張する。11月にオフィスに戻っ
てからは、Early Decision（10月から11月に出願書類受付を締め切り、12月から翌１月に合否が
出る。合格する確率は上がるが、拘束力があり、合格すると必ず入学しなければならない）や
Early Action
（早期出願。10月から11月に出願書類受付を締め切り、12月から翌１月に合否が出る。
合格しても入学の義務はない。何校でも出願することができる）の出願書類の審査を始める。12
月から翌３月は通常の出願Regular Admissions（12月から翌２月に出願書類受付を締め切り、３
月から４月に合否が出る。何校でも出願することができる）の審査を行う。４月には合格者向け
のイベントやプログラムをキャンパス内で開催する。
○高校訪問
入学が期待される生徒が大勢いる高校を中心に訪問する。訪問先で生徒らの連絡先などを入手
し、
その情報をCRM（Customer Relationship Management

顧客管理）システム１に入れている。

訪問時には、その高校の生徒やその周辺の地域から何名の生徒が大学のキャンパスを訪問してい
るのかを、リストを出してチェックする。共通テスト２などの成績優秀者向けにマーケティング
する場合は、“カレッジ・ボード” ３から高校生の連絡先などのデータを購入し、大学の情報をよ
り多く提供するために、そのデータを使って対象の生徒にメーリングリストへの加入を勧める。
多くの出願者に出願してもらうために、
「なぜこの大学に出願するべきなのか」「この大学の何が
ユニークであるのか」
「なぜこの大学がその出願者に相応しいのか」などを説明している。米国
には沢山の大学があり、また序列も存在する。一人の大学進学希望者を沢山の大学が取り合う現
実に対応するには、このような活動が必須である。
○卒業生との関係
大学の卒業生で組織されている「同窓会ボランティア・プログラム」というものがあり、これ
に加入している卒業生がアドミッションズ・オフィサーの代わりに高校を訪問したり、大学のフェ
アやレセプションを開催したりしている。
○合格者に対するイベントなど
複数の大学に出願することができる米国の大学進学出願者は、成績優秀者ほど沢山の合格通知
を手にすることができる。どの大学に入学するかを決定するタイムリミットは５月１日なので、

WEB上の情報から、これは後述の slate であると考えることができる。
SAT（Scholastic Assessment Test）やACT（American College Testing Program）
。ただし現在では、SATはそれ自体が
このテストの固有名詞であってScholastic Assessment Testの略語ではないとされる。
３
上記のSATを主催する非営利団体。高校在学時から大学進学後に必要な学力を養成するために実施されている大学レベル
の講義（Advanced Placement Program）も提供している。
１
２
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そのいくつかの選択肢の中からこの大学を選んでもらえるように、合格発表後の４月はキャンパ
ス内で合格者向けのイベントやプログラムを開催する。
○合格者に対するフォローアップや調査
「学生アンケート調査」を行ってはいるが、回答率は20％くらいと非常に低い。さまざまなア
ンケートを多く行う理由は「入学許可（合格）を出したのに、なぜこの大学を選ばなかったのか」
を知るためである。例えばその理由が金銭的なことなのか、学資援助が十分でなかったからなの
か、希望の専攻に行くことができなかったからなのか、他の上位ランクの大学に合格したからな
のか、などである。
○出願書類の審査
例年、この大学への出願者は約４万２千人であり、編入志望者を入れると約４万３千人ほどで
ある。
Early Action、Early Decisionを設けている。出願書類と一緒に３つから４つの補足質問につ
いての回答を提出させている。出願書類の審査にはslate ４というツール（ソフトウェア）を使用
している。
合格通知は「入学を許可した者の中から、ほどよい数の入学者を得られる」程度の数を出す５。
合否の判定など、入学審査の枠組みやルーブリックがあり、それは柔軟性をあたえるが、ある特
定の範囲の出願者なら誰でも合格にすることができる。しかし、その範囲外の出願者は合格にす
ることができない。
出願者・出願書類の審査については、出願者が希望する専攻によっては、たとえば工学なら
「GPA（Grade Point Average各科目の成績から特定の方式によって算出された学生の成績評価
値のこと）が3.7以下、SATの数学の点数が700以下の生徒は合格としない」といったように、点
数の基準を設けているところもある。また、何かのクラブのメンバーであったことや、夏季休暇
の学問的・専門的活動など、課外活動についての評価は、参考程度としている。地域や出身高校
のレベルは審査時に考慮され、出願者が育った環境で合否を判断することがないように全体論的
評価を行っている。また、入学後に問題を抱える出願者を受け入れることを避けるため、テスト
の点数ではなく、高校で選択していたカリキュラムの内容（難易度）を基に出願書類を評価して
いる。高校からの２通の推薦状の内容も非常に重要である。高校側がどのように評価しているか、
例えば、討論に参加するのか、討論を主導する力を持っているのか、優れた文章力を持っている
のか等についての情報が審査の対象となる。出願書類の審査には、まず“どんな生徒が欲しいの
か”を明確にし、特定のGPA、リーダーシップ、ボランティア活動、教育プログラムの獲得など
の基準を設ける必要がある。
学部の教員との会議も定期的に開催しており、審査の基準について話し合う機会を設けている。
出願書類の内容や出願者の適性などを入力して、総合的に合否判定を行うための支援アプリケーション。大谷が2017年9月
のNational Conference of College counseling で、slateを開発しているTechnosolutions のCEO,にその命名の由来をたずねた
ところ、slateの「候補者として名簿にのる」という意味からであるとの回答であった。https://technolutions.com
５
合格通知（入学許可）を出す人数が、合格させたい人数よりどれくらい多くなるかなどについては、明らかにされな
かった。ただし後述のMITでは、これを1.4倍程度としている。これは、ここで示されている数値とおおむね一致している．
Universities, Colleges Where Students Are Eager to Enroll https://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/
2018-01-23/universities-colleges-where-students-are-eager-to-enroll?int=highereducation-rec
４
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受け入れる学生数や、GPAなどの基準がどれほどであるべきかという観点から量的側面につい
ても検討をしている。
出願書類の作成については、試験準備を手助けする業者があるように、出願書類をまとめてく
れる業者が存在する。生徒が論文を書くことを支援する高校も存在する。非常に規模の小さい私
立高校であれば、生徒80人に対して３- ４人の進学指導職員（カレッジ・カウンセラー）が配置
されており、志望校リストの作成や出願書類をうまくまとめる支援をしている。裕福な地域の高
校も同様である。出願書類を読めば、
何らかの指導を受けて作成されたものかどうかは分かるが、
これらに対して“不正な出願”という扱いはしていない。
○フィードバック
学部長と協同して、どの高校出身者の成績が良いのかを調べている。大学の規模が大きすぎる
ので、このようなフィードバックはとても難しいものであるが、情報を上手に収集している大学
もある。一部の大学では組織的に調査を行っており、高校のカリキュラムの難易度から、どの高
校出身者が入学後に問題を抱えるかなどの情報を得ている。
○専門的発達とトレーニング
出願書類を読んだ経験がない新卒者に対しては、誰が優位であるかを、出願者が志望する専攻
を元にして審査する方法など、出願書類の審査方法を指導している。
アドミッションズ・オフィサーの協会のNEACAC（The New England Association for College
Admission Counseling）やAACRAO（The American Association of Collegiate Registrars and
Admissions Officers）が主催する会議などにすべて出席し、他大学の成功事例（Good Practice）
について学んでいる。NEACACの会議では、高校側の進路指導教員カレッジ・カウンセラーと
会う機会がある。
オンラインで行われるトレーニング・プログラムもあるが、全員がそれを受けているわけでは
ない。Webinar（ウェブ上で行われるセミナー）を利用している職員もいる。
新人のトレーニングはOJT（On the Job Training）で行っている。自分の仕事を本当に理解
できるようになるには、１- ２年くらいはかかる。
② マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 工 科 大 学（Massachusetts Institute
of Technology）－私立・総合大学、学生数約4,500人－
http://web.mit.edu/
・インタビュイー（聴き取り対象者）
マサチューセッツ工科大学

アドミッションズ部門、アド

ミッション部長（Director of Admissions）マット・マクガ

MITキャンパス内のRogers Building

ン（Mr. Matt McGann）氏と、留学生への対応を監督するアドミッションズ・オフィサーのモー
ラ・ティアニー（Ms. Maura Tierney）氏の２名。
＜組織について＞
常勤のアドミッションズ・オフィサーは約20名在籍している。アドミッションズ・オフィスの
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年間の予算は200万ドル（約２億２千８百万円）で、その半分以上は人件費（給料と諸経費）に
充てられている。パートタイム職員は少人数の期間限定職員しか採用されていない。この期間限
定職員には２タイプある。
ひとつはアドミッション業務に長年携った後に退職した年配の職員で、
高レベルのアドミッション業務を支援している。この人たちはフルタイム勤務ではない。もうひ
とつは、未経験もしくは経験の浅い職員で、遅着した資料のチェックや最初の審査などの簡単な
業務を行う。期間限定職員の仕事は主に出願書類の審査であるが、繁忙期には、他の方法で出願
プロセスのサポートを行う。
＜アドミッションズ・オフィサーについて＞
アドミッションズ・オフィサーの経歴はさまざまであり６、さまざまな視点や経験があること
は、アドミッションズ・オフィサーにとって非常に重要なことであるので、人種的にも文化的に
も多様な職員を採用するようにしている。MIT出身の職員は５名在籍している。MITと同じよ
うな大学ではその大学出身者が多いが、出身者が多いことの利点のひとつは入学選抜よりも出願
者募集のプロセスで発揮される。MITでは入学選抜が一番大切であるが、ブランド力がない大
学の多くは出願者募集と、高校生との直接接触が重要な仕事とされる。若くて熱心な自大学卒業
生を採用すれば、彼らを何百もの高校へ送り込み、自分の体験を高校生に語らせることができる
ので、その大学の出願者募集において多くの利点がある。
最初の仕事で入学審査に何らかの関係がある仕事に就き、そこからキャリアを築いていくとい
う、アドミッション部門の昇進・昇格モデルが最近増えつつある。高校生のためのキャンパス・
ツアーのガイドなど、これまでに何らかの形でアドミッションに携ったことのある学部生が、こ
のキャリアパスを取ることが多い。
＜アドミッションズ・オフィサーの生涯キャリアについて＞
アドミッションズ・オフィスに所属し、高等教育のアドミッションについて学んだ後、高等教
育行政などに関する修士学位を取得することは、この仕事を意味づけることに役立つ。高等教育
について学ぶことは、今まで携ってきたアドミッションの一連の職務をより深く理解することに
繋がるからである。働きながら修士学位を取得することは可能で、職員の半分がパートタイムで、
残り半分が１- ２年ほど休職して、もしくは退職して修士学位を取得している。取得後に職場に
復帰する人もいるが、他のキャリアに進む人もいる。休職・退職して修士学位を取得することは
多くの場合、他の大学に転職する、もしくはキャリアを教育に関連した別のものに変更すること
について考える良い機会となっている。
＜職務について＞
他の仕事を兼務することはなく、
アドミッションに関する仕事を専門に行う。一部の大学では、
出願書類は厳格な地理的分類が行われており、
その地域を担当するアドミッションズ・オフィサー

聴き取りを行った職員のひとりは、大学卒業後に短期間ではあるが、ハーバード・ビジネス・スクールで、ある活動のサポー
トを行う仕事をしていた。もうひとりは中等教育を専攻しており、教室での指導経験がある。
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が出願者の募集、選抜、入学までの一連の業務に責任を負う。MITでは職員が幅広い視野を持
つことができるよう、業務全体を単なる地理的地域だけに結び付けることがないようにしている
が、出願書類の審査の最初の段階では、大まかな地理的分類がなされている。
○卒業生との関係
MITでは1930年から、アドミッションズ・オフィスの代理として、卒業生がボランティアで
出願者の面接を行っている。現在も面接は卒業生の担当である。多くの卒業生の中から面接官
をWEBページ上で任命する。
「教育カウンセラー（Educational Counselor）」という役職を与え、
オンラインで、または大規模な同窓会や高校への出張の際に実際に会って、トレーニングを行う。
それらの面接官は出願者と会い、その人柄を詳しく知るために１時間ほど話をし、大学のアド
ミッションズ・オフィサーがその出願者について理解を深められるような推薦状（報告書）を作
成する。よくトレーニングされたMIT卒業生が書いたものには、入学審査時に大きなウェイト
を置いている。これらの面接は、主に教員が面接を担当するオックスフォード大学やケンブリッ
ジ大学のように学問的・理論的なものではなく、より人柄について知るものであり、非常に役立っ
ている。またこれらの報告書には評価を付けており、書かれている内容が基準を満たさないもの
は、Fの評価を付ける。
米国の大学は卒業生との関係作りに熱心に取り組んでいる。これは、結び付きをより強固に発
展させるためであるが、より現実的には“寄付金集め”のためである。卒業生として非常に興味の
あるアドミッションの分野に“出願者の面接係を引き受ける”ことで関わることは、寄付金を出す
こと以外で大学に貢献できる方法として受け入れられている。
○出願書類の審査
合格通知を出す出願者の出願書類は、何らかの形でほぼ全てのアドミッションズ・オフィサー
に読まれている７。審査の最初の段階で対象から外れた出願書類は１- ２人しか読んでいない。
MITのような私立の難関大学の入学者選抜のルーブリックや枠組みは非公開であるが、多くの
有名公立大学ではどのように入学審査を行っているのかを、ある程度までは公開している。留学
生の出願書類の審査方法は大学によって異なるが、MITでは全てのアドミッションズ・オフィ
サーが国内学生および留学生の入学者選抜に携っている。
学部の教員との打ち合わせはある程度、定期的に開催されている。出願書類の審査および委員
会のプロセスに参加したいと教員から希望があれば、参加することができる。
○フィードバック
４年ほど前に、教員に対し「優秀な学生は誰か」
「どのような学生を受け入れるべきか」など
質問し、その調査結果をもとに入学者選抜の枠組みとルーブリックの全面的な見直しを行った。
教育の現場にいる教員の話は、アドミッション部門の「成功」と「失敗」を把握することができ
るので、質的側面の見直しに盛り込むようにしている。その見直しの３- ４年前には、入学審査
の段階で、テストの点数や評価などから入学後に成功する学生を予測する基準の、量的側面の全

上述の「多くの大学ではひとりのアドミッションズ・オフィサーは1,000通の出願書類を審査している」という話から、
MITには20人の職員がいるので、約2万人の出願者がいるものと推測される。なお、合格通知（入学許可）を出す人数につい
ては明らかにされなかった。
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面見直しを行っている。このように３- ５年ごとに枠組みとルーブリックを見直している。
他部署からのフィードバックは、問題のある学生についての情報等、ネガティブな事項に焦点
を置いたものが多い。アドミッション部門には２人の大学機関調査（IR: Institutional Research）
の研究者がおり、特別な役割として他部署からフィードバックされた情報などを調査・分析して、
選抜や学生募集のプロセスが目指すところと一致しているかどうかを確認している。結果は別に
ある大学機関研究オフィスが学務担当副総長に報告をしている。
○専門的発達とトレーニング
専門的発達とトレーニングのために、アドミッションズ・オフィサーの協会が主催する会議
などに参加している。その協会のひとつNACAC（National Association for College Admission
Counseling）は、学生募集や直接接触、選択方式に焦点を当てており、全国会議が米国・ボ
ストンで2017年９月に開催される（“National Conference 2017”2017. 9/14-9/16 Bostonにて）。
AACRAO（American Association of Collegiate Registrars and Admission Officers） は 教 務
課とのつながりが強いアドミッションズ・オフィサーや、非難関大学のアドミッションズ・オ
フィサーの参加が多く、難関大学からの参加人数は少ない。 また、米国大学進学者対象の共通
テストであるSAT（Scholastic Assessment Test）などを運営するカレッジ・ボード（https://
www.collegeboard.org/）が主催する主要会議がいくつかあり、その中でも最も大規模な“College
Board Forum 2017”が、NACAC会議の一ヵ月後の10月に開催される。（2017.10/25-10/27 NYに
て）このようなアドミッションズ・オフィサー協会のメーリングリストに登録すると、プログラ
ムの内容などについて多くの情報を得ることができる。NACACは、アドミッションにおける成
功事例（Good Practice）に焦点を置いているので、アドミッションズ・オフィサーだけでなく、
大学に進学する生徒を支援する高校側の教員（カレッジ・カウンセラー）も参加している。そこ
では、現在直面している問題や、出願方法から入学許可までの双方の役割、積極的に生徒を支援
する方法、生徒や大学のニーズなどについて議論を行っている。
アドミッションは各大学間での競争が激しいとされているが、手の内を見せない部分はあるも
のの、実際はお互いを「同じチーム」だと捉えている。アドミッションは特殊な職務内容である
ため、それについての理解者が周りに少ないので、他大学であってもアドミッションズ・オフィ
サー同士で繋がりを持ち、
「この状況にどのように対処するか」といった意見交換や、自分の経
験を共有するなど、お互いに情報交換を行っている。また、データのない高校についての情報を
他大学のアドミッションズ・オフィサーから提供してもらうなど、情報の共有も行われている。
出願書類の審査や高校でのプレゼンテーションなど、仕事上必要な専門的スキルは、職務を遂
行することで学ぶことが多い。職員のトレーニングと育成は、アドミッションズ・オフィスの上
級職員の責任である。在職歴に関係なく、職員全員が審査と選抜の枠組みやルーブリックを十分
理解しているかを確認している。人材育成のためにはできる限りの手助けを行っているが、現実
は前述の通り「職務を遂行することで学ぶ（OJT: On the Job Training）こと」が多く、毎日少
しずつ机上で学ぶのではなく、実際にさまざまなケースに直面し、それに対処し、それを解決し
ていくことで、アドミッションズ・オフィサーとしてのスキルを修得していく。
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③アマーストカレッジ（Amherst College）
－私立・リベラルアーツカレッジ、学生数約１,800人－
https://www.amherst.edu/
・インタビュイー（聴き取り対象者）
アマーストカレッジ、アドミッション部門、アドミッショ
ン副部長兼留学生募集コーディネーター
（Assistant Dean of Admission and Coordinator of
International Recruitment）
、シャオフェン・ワン氏（Mr.

アマーストカレッジ・アドミッション部門
のオフィス

Xiaofeng Wan）
＜組織について＞
職員は「アドミッションズ･カウンセラー」と呼ばれ、15名在籍している。パートタイム職員
は採用していないが、沢山の数の学生やインターンがその役割を担っている。彼らには給与が支
給され、高校生のためのキャンパスツアーガイド、日常の業務のサポートなどの仕事を行ってい
る。また、入学の可能性がある高校生たちに伝えるために、大学での体験や経験などについて書
いた記事をWEB上の掲示板に投稿する学生のブロガーを雇用している。
＜アドミッションズ・カウンセラーについて＞
アドミッションズ・カウンセラーの職はこの大学の学生や卒業生のみが就くことができる。学
生時代にアドミッション部門で働いた経験がアドミッションズ・カウンセラーへの就職に有利に
結びつくわけではないが、職員の何人かは学生時代に働いた経験がある。副部長やその他の管理
職は、一般公募されているが、入試評議会の職は卒業生だけが応募することができる。働きなが
ら修士学位を取得することは難しく、取得するなら離職後である。
アドミッションズ・カウンセラーの多様性は非常に重要で、出願書類を審査する際の評価過程
において、さまざまなバックグラウンドや経験に基づいた視点を持ち込むことが必要であると考
えられている。そういったバックグラウンドが、国際的な入学出願書類を評価する際に、非常に
多くの洞察力をもたらしている８。
アドミッションズ・カウンセラーの後のキャリアパスとしての転職先は人それぞれであるが、
過去に高校側のカレッジ・カウンセラーや他大学のアドミッション部門長に転職した人がいる。
高校側のカレッジ・カウンセラーに転職した人は、出願書類の審査や入学の決定等の経験を活か
し、高校生たちにより良い出願書類の作成方法についてアドバイスをしている。このように、立
場が入れ替わる職場に転職することは、珍しいことではない。

たとえば聴き取りを行った担当者Wan氏は、北京出身で、中国外交学院（China Foreign Affairs University：中国唯一の
外交部直轄大学で国家重点大学）卒業後、米国ボストンカレッジで高等教育・高等教育経営の領域で修士号を取得している。
このように、中国の教育システムを経験し、その後国際的な教育背景を持ち、そしてアメリカの高等教育を経験しているこ
とが強みであると考えられる。

８
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＜職務について＞
他の仕事を兼務することはなく、アドミッションの仕事に専念している。
○卒業生との関係・合格者に対するイベント
大学の卒業生とは非常に強固な関係プログラムがある。合格発表後に、生徒は合格通知を得た
いくつかの選択肢から入学する大学を選ぶのだが（４月から４月末）
、この大学では４月に合格
者全員と大学の卒業生を招いてレセプションを開催している。少しでも多くの合格者が入学する
ように、レセプションでは大学での体験や経験など、卒業生が合格者に大学生活について話をし
ている。卒業生と合格者が交流するこういったレセプションは全国各地で開催され、合格者の家
族も一緒に招待される場合もある。卒業生のコーディネーターがレセプションの企画などを取り
仕切り、過去には博物館の理事である卒業生が博物館で開催したり、沢山の人を招くことができ
る家を所有している卒業生が自宅で開催したりもしている。非常にコストがかかることであるが、
卒業生がスポンサーになるので、大学側は費用負担が少ない。これらは前述のように、この大学
を選んでもらうため、大学と卒業生が一丸となって行う重要なイベントである。
○合格者に対するフォローアップや調査
出願者に関する調査はアドミッション部門では行っていない。キャンパスには大学機関調査
（IR）
の事務局があり、
学生が何を行っているかを研究している。卒業生の追跡調査も行っている。
○出願書類の審査
出願書類の審査にはslateというツールを使用している９。出願者は通常は約8,500人だが、直近
は約9,200人だった。入学許可は約1,100人に出している。その中から472人の入学を期待する。評
価の高い生徒は、
必然的に沢山の入学許可を得るため、選択肢の中でレベルの高い大学（アイビー
リーグの大学やスタンフォード大学など）への進学を決めることが多い。これは、合格者が記入
する「回答フォーム」内の「入学しないなら、どこの大学へ行くのか」という質問欄に大学名を
記入しないと得ることができない情報であるが、入学しない出願者が質問欄に記入する“実際に
入学する大学名”は、ほとんどがアイビーリーグの大学である。一方、評価があまり高くない生
徒は、その選択肢が限られているので、アマーストカレッジを魅力的な選択肢と考え、入学する
確率が高くなる。472人の入学者を確保するために1,100人に入学許可を出すということは、学生
を確保するための非常に厳しい大学間の競争が存在していることを示している。
出願書類提出時にはエッセイの提出を必須としているが、これに加えて、もう１つの文章を提
出させている。これには２つのオプションがあって選択することができる。ひとつは高校教員が
採点済みの、引用や分析を含む歴史や英語などのリサーチペーパーである。もうひとつはアマー
ストカレッジの教員５人が出す“ライティング・サプリメント”と呼ばれているもので、５つの課
題から１つを選び、個人的な経験について考え、それを短い文章にまとめたものである。文章を
評価するときは基本的に２つの点についてチェックを行う。ひとつは、大学での勉学に必要な文
章を書く能力、もうひとつは、文章から読み取れる出願者の個人的、内省的なことである。エッ

これは直接に確認していないが、ハンプシャーカレッジの担当者が、「Five college Consortiumの大学（マサチューセッツ
大学アマースト校、アマーストカレッジ、スミスカレッジ、マウント・ホリヨークカレッジ、ハンプシャーカレッジ）はす
べてslate を使っている」と話したことによる。
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セイ以外の出願書類は、点数や高校時代の活動、教師のコメントや推薦状なので、出願者の個人
的な側面を知るためには文章を書かせることが非常に重要である10。
学部のメンバーとは協力関係にある。教員の委員会があり、そこでアドミッション部門が行っ
た入学審査を全て検討するが、よほどの理由がない限り、アドミッション部門の決定を覆すこと
はない。お互いの考えを受け入れるようにしているが、その委員会がアドミッションのプロセス
に関与することはない。
○専門的発達とトレーニング
非常によく構築されたアドミッションズ・オフィスのマニュアルがあり、選抜方法、出願書類
の評価方法など、ここでのキャリアのスタート時に知っておくべき事を全て伝えている。専門職
としての技能を発達させることが出来るように、アドミッションズ・オフィサーの協会の会議に
出席させている。そのほかにも沢山の機会を与えている。
アドミッションズ・オフィサーの全米組織であるNACAC（National Association for College
Admission Counseling）と、そのニューイングランド地区の支部会である NEACAC（New
England Association for College Admission Counseling）の会議に参加している。聴き取りを行っ
た担当者は国際関係の担当であったので、International ACAC（国際ACAC）に出席している。
その他、
CIS フォーラム（the Council of International School Forum 国際大学評議会フォーラム）
やEducation USA forum（教育USAフォーラム）があり、職員が参加している。

④ハンプシャーカレッジ（Hampshire College）
－私立・リベラルアーツカレッジ、学生数約１,500人－
https://www.hampshire.edu/
・インタビュイー（聴き取り対象者）
ハンプシャーカレッジ、アドミッション部門、アドミッ
ション部長（Dean of Admission）
、メレディス・トウォ
ンブリー氏（Ms. Meredith Twombly）

ハンプシャーカレッジ・アドミッション部門
のオフィス

＜組織について＞
「出願者と関係を構築する仕事なので、
ただのオフィサー（職員）ではない」という考え方から「ア
ドミッションズ・カウンセラー」と呼ばれ、８名が在籍している。出来るだけ多くの出願者に面
接することを心がけ、
出願書類を審査し、
アドミッション部長に候補者を推薦する。このアドミッ
ション部長を含めると９名が出願書類の審査に関わっている。部門の予算は約5,000ドル（約57

そういうことに対する商業的支援はあるかとの質問に対しては、何らかの会社や私設のコンサルタントがこういった課題の
書き方をアドバイスしているのかもしれないが、アメリカの高校生は沢山の異なるオプションがあるので、日本のような商
業的に指導をする産業はアメリカには存在しないとの回答であった。

10
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万円）で、多いときで6,000ドル（約68万４千円）、少ないときで4,000ドル（約45万６千円）く10
らいである。パートタイムの職員は採用していないが、現在、大学の学生30人がインターンをし
ており、研修を受けた大学４年生が面接や説明会を行っている。
＜アドミッションズ・カウンセラーについて＞
アドミッションズ・カウンセラーに必要な資質は、コミュニケーション能力（リスニングと会
話）である。また出願書類を総合的に読み、全ての情報を統合する能力、つまり社会学者的な要
素も必要とされる。SATのスコアを考慮しない新システムになってから３年が経過したが、こ
れがどれだけ難しいことであるかが分かるようになったので、新しいカウンセラーにはたくさん
の指導が必要である。カウンセラーには知識やスキルが必要だが、アドミッション部長などに就
く人は研究経験がある人が望ましい。
職員の多くは、学士学位または修士学位を取得した後すぐにアドミッションズ・カウンセラー
の職に就いている。そのほとんどが学生時代にアドミッションズ・オフィスで働いた経験を持っ
ており、そういった卒業生を採用することが多い。これはこの大学特有のことである。なぜなら
ハンプシャーカレッジは他大学にない非常にユニークなところがあり、そのユニークな部分を知
り尽くした卒業生がアドミッションズ・カウンセラーとして採用され、入学審査に携ることは非
常に自然なことであるからである。
（聴き取りを行った担当者は、大学院に在学していた時にア
ドミッション部門で働いた経験を持つ）卒業後は機関調査（IR）について15年間研究し、独立
コンサルタントとして３つの大学に従事し、この大学には大学機関調査のディレクターとして採
用されたが、その後にアドミッションズ・オフィスの部長に就任したという経歴を持つ。また、
出願書類の審査に大切な多様性を保つために、ハンプシャーカレッジの卒業生のみを採用するの
ではなく、Five College Consortium（マサチューセッツ大学アマースト校、アマーストカレッジ、
スミスカレッジ、マウント・ホリヨークカレッジ、ハンプシャーカレッジ）からも職員を多く採
用している。
キャリアパスとして、半数はアドミッション部門に残るか他大学に昇進を含む転職をしている
が、残り半数は大学院に進学している。高等教育行政プログラムや教育カウンセリングなど、教
育分野について学ぶ人が多い。現在はそのような職員はいないが、フルタイムで働きながら修士
学位を取得することは可能で、時々そういった職員が現れる。
＜職務について＞
他の仕事を兼務せず、アドミッションズ・カウンセラーの業務に専念しているが、業務内容は
時期によって異なる。出張先である高校での説明会や、キャンパスでのイベントを開催する春か
ら夏は、イベント経営が主な仕事である。カウンセリングは秋から冬、出願書類の審査は冬のみ
行っている。
○合格者に対するフォローアップや調査
機関調査（IR）のオフィスと合同で、入学した全ての学生の学習進捗状況を質的・量的側面
からリサーチしている。
秋ごろに１年生を担当する教員たちから勉学で問題を抱えている学生と、
順調に励んでいる学生の名前を聞き出し、入学時に得ているその学生の情報と簡単な質的比較を
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行っている。学生には入学時に１- ５の評価をつけるので、勉学で問題を抱える学生をあらかじ
め予測することはできるのだが、このような１年生に関する教員たちの情報提供は、入学審査時
の評価システムを改善することに非常に役立つ。
○出願書類の審査
slateを使用している。出願書類の情報をslateに入力するのは新人アドミッションズ・カウン
セラーの仕事であり、その内容がいかに素晴らしいかが出願書類の審査に関わってくる。
出願者が入学できなかった場合、本人からの希望があれば、建設的なフィードバックを行って
いる。今後のために出願書類をどのように改善したらよいかを伝え、再度出願するように勧めて
いる。
ハンプシャーカレッジは、SATやACTの点数は評価していない。大学でも成績がない。口述
試験や長論文、プロジェクトを課して、その内容で評価している。テストの点数などの成績を気
にすることは、学生の興味・情熱・達成感に有害であるという考えからこのようなシステムをとっ
ている。
教員たちとは定期的に会議をおこなっており、聴き取りをした担当者は教授会すべてに出席し
ている。入学審査などの業務を協力して行っており、出願者に何を求めているかについて教員た
ちから常にフィードバックを受けている。
○フィードバック
前述の教員からのフィードバックとは別に、学生のチェックを散発的に行っている。大掛かり
なプロジェクトであるので、毎年ではなく４年毎に行っており、卒業する学年の回想的な評価、
例えば入学時はどのような生徒だったのかなどをチェックしている。また卒業できなかった学生、
学年トップの学生、大きな問題があった学生のチェックも行っている。
○専門的発達とトレーニング
新人カウンセラーは、最初の１年は指導カウンセラーと二人一組となって業務を行う。
専門的発達とトレーニングのために、アドミッションズ・オフィサーの協会であるNACACの
会議には毎年参加している。NEACACというアメリカ北東部またはニューイングランド地域の
グループの会議や、AACRAO（American Association of Collegiate Registrars and Admission
Officers ）にも参加している。AACRAOはNACACに比べると業者が少なく、教務係やアドバ
イスをする学部長など、アドミッションズ・オフィサーとは異なる学務担当者が参加しているの
で、より大学に基づいた内容となっている。
業務について学ぶために、若いカウンセラーをこれらの会議に送り込んでいる。高校の進路指
導教員（カレッジ・カウンセラー）と大学のカウンセラーが、評価と解釈の方法の現状や、高校
から大学への効果的な移行についてお互いにフィードバックを行うので、こういったアドミッ
ションズ・オフィサー協会とのパートナーシップはアドミッションズ・カウンセラーの役割には
不可欠である。NACACの会議では、試験改革などの社会問題についての話や、多様な入試、学
資援助、そして保護者への対応方法について、高校側進路指導教員や大学入学審査部長が自分の
研究の発表を行う。またアドミッションの業務に関わるソフトウェアを紹介する業者も参加して
いる。非常に大きな会議で、業界の全ての情報が共有される場所である11。
大谷はこの後、2017年9月にボストンで開催されたこの会議に参加している。詳細は本紀要の「2017 大学入学者選抜に関す
る全米大会への参加報告」で報告する。

11
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（２）アドミッションズ・オフィサーとは
聴き取りした情報から、共通性と差異性を整理する。共通性は、アドミッションズ・オフィサー
の『基本』と考えられる。個人に関することは、必要な資質、キャリア、また採用される時に重
視される要素などについて、また、職務に関することは、職務内容、学部の教員との関係、専門
的発達やトレーニングの方法などである。下記に詳細をまとめる。
＜共通性＞

・アドミッションズ・オフィサーに必要な資質（読解力・優れたコミュニケーション力、推論能力、情

○個人に関すること

報統合力、教育への情熱）

◦アドミッションズ・オフィサーに必要な資質（読解力・優れたコミュニケーション力、推論能
・修士学位を取得することは、職務をより深く理解するため、また専門的発達に有効であるので、仕事
力、情報統合力、教育への情熱）
をしながら、もしくは休職・退職して大学院に通う人が多い。
アドミッションの仕事を経験した後の
◦修士学位を取得することは、
職務をより深く理解するため、
また専門的発達に有効であるので、

仕事をしながら、もしくは休職・退職して大学院に通う人が多い。アドミッションの仕事を経
キャリアパスとしての転職先は、
他の教育分野の仕事、他大学のアドミッション部門、高校のカレッ
験した後のキャリアパスとしての転職先は、他の教育分野の仕事、他大学のアドミッション部
ジ・カウンセラーなどである。
門、高校のカレッジ・カウンセラーなどである。
・アドミッションズ・オフィサーを採用する際に重視されることは「多様性」である。知的好奇心につ

◦アドミッションズ・オフィサーを採用する際に重視されることは「多様性」である。知的好奇
いての評価など、出願書類の審査が偏らないようにするため、考え方、視点や経験、人種・文化、バ

心についての評価など、出願書類の審査が偏らないようにするため、考え方、視点や経験、人

ックグラウンドなどに多様性を求める。

種・文化、バックグラウンドなどに多様性を求める。

○職務に関すること

○職務に関すること
･高校への出張＆ＰＲ、出願書類の審査、合格発表後のイベントなど、アドミッションズ・オフィサ
◦高校への出張＆ＰＲ、出願書類の審査、合格発表後のイベントなど、アドミッションズ
・オフィ
ーの一般的な職務内容。年間のスケジュールもある程度共通していると考えられる。
サーの一般的な職務内容。年間のスケジュールもある程度共通していると考えられる。

アドミッションズ・オフィサーの一般的な年間スケジュール
アドミッションズ・オフィサーの一般的な年間スケジュール
2月

4月

5月

6-7 月

長期休暇？

協会の会議に参加

3月

残務処理など？

1月

五月一日・入学手続きの締め切り

12 月

合格者向けのイベントやレセプションの開催

高校へ出張

11 月

合格発表

高校への出張計画作成

10 月

通常の出願書類受付・審査

9月

早期出願等の出願書類の審査

8月

・学部の教員とは協力関係にあり、会議に出席し、どんな学生を求めているかなどについてのフィー

◦学部の教員とは協力関係にあり、会議に出席し、どんな学生を求めているかなどについての
ドバックを受けている。
フィードバックを受けている。

・情報収集、トレーニング、専門的発達のために、さまざまなアドミッションズ・オフィサーの協会の
◦情報収集、トレーニング、専門的発達のために、さまざまなアドミッションズ・オフィサーの
会議に定期的に参加している。
協会の会議に定期的に参加している。

＜差異性＞
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出願書類の内容や審査の方法、審査基準（枠組みやルーブリック）の見直しの方法、卒業生との関係
など、大学の規模や教育・経営方針などに左右されるものは、それぞれの大学の特色が現れている。

＜差異性＞
出願書類の内容や審査の方法、審査基準（枠組みやルーブリック）の見直しの方法、卒業生と
の関係など、大学の規模や教育・経営方針などに左右されるものは、それぞれの大学の特色が現
れている。
それぞれの大学の特色が現れている項目
マサチューセッツ大学
アマースト校
特徴
全学生数

マサチューセッツ
工科大学

アマーストカレッジ

ハンプシャーカレッジ

私立・リベラルアーツ
私立・リベラルアーツ
州立・総合大学 大き 私立・総合大学 選抜
成績のない大学、入学
リベラルアーツカレッ
な公立の総合大学
生の高い難関大学
審査もスコアを用いな
ジ全米2位
い
約22,000人

約4,500人

約1,800人

約1,500人

職員数

常勤15名、パートタイ 常勤8名、パートタイム
常勤20名、パートタイ 常勤20名、パートタイ
ム職員は無し。多数の 職員は無し。学生イン
ム職員8名
ム職員若干名
学生を雇用。
（給与支給） ターン30名。

出願書類
の審査に
ついて

専攻によっては、成績 出願書類の審査におけ 出願書類提出時に、エッ SATやACTの 点 数 は
やテストの点数に基準 る枠組みやルーブリッ セイと、これに加えて 評価していない。ナラ
を設けている。入学後 クは非公開。出願者と もう1つの文章を提出。 テ ィ ブ 評 価（narrative
に苦戦する学生を受け の 面 接 を 行 っ て お り、 高校時に作成し、採点 evaluations） が 信 条。
入れたくないので、点 担当は選抜された卒業 された歴史や英語など 面接を行っており、研
数だけでなく高校のカ 生が担当。面接の結果 のリサーチペーパーか、 修を受けた4年生が担当
リキュラムの難易度を を報告書にまとめ、ア 大学教員5人が課題を出 している。（これ以外に
元に評価している。高 ドミッションズ・オフィ すライティング・サプ 具体的な情報は得られ
校での評価（リーダー スに提出。面接内容は リメント（5つの課題か なかった。）
シップ、ディベート力、 学問的なものではなく、 ら1つを選び、それにつ
文章力など）が分かる 人柄や個性が分かるよ いて経験などに基づい
推薦状も重要。
うな内面的・個人的な て短い文書を作成）の
もの。
どちらかを選択するこ
とができる。大学での
学びに必須である文章
力レベルを見ることが
でき、出願者の内面的
なものも読みとること
が出来る。

審査基準
の見直し

学部長と協同して、成 教員に「優秀な学生は キャンパスにあるIRの IRと合同で、入学した
績の良い学生の出身校 誰か」「受け入れるべき 事務局が、学生の行動 全ての学生の学習進捗
を調べている。
学生について」など質 などを研究したり、卒 状況を質的・量的側面
問し、その調査結果を 業生の追跡調査を行っ からリサーチしている。
元に審査基準の枠組み たりしており、大学の 秋 に1年 生 担 当 の 教 員
やリーブリックの見直 出版物にデータの一部 から苦戦している学生
しを定期的に行ってい を掲載している。
と順調な学生の名前を
る。他部署から素行や （これらのデータが枠組 聞き、彼らに対して入
成績が良くない学生に みやルーブリックの見 学時につけた評価との
ついてフィードバック 直しにどのように活か 質的比較を行っている。
をもらい、専門職員が されているかの情報は これは入学審査時の評
調査・分析し選抜や学 なかった。）
価規準の見直しに役立
生募集のプロセスが正
つ。これ以外にも、散
しいかを確認する。
発的（4年毎）に学生の
チェックを行っている。
卒業する学年の回想的
評価や、卒業できなかっ
た 学 生、 成 績 優 秀 者、
トラブルのあった学生
など。

— 17 —

マサチューセッツ大学
アマースト校

マサチューセッツ
工科大学

マサチューセッツ大学
マサチューセッツ
アマースト校
工科大学
「同窓会ボランティア・
卒業生から面接官を選
「同窓会ボランティア・抜し、出願者の面接を
卒業生から面接官を
プログラム」に加入し
プログラム」に加入してボランティアで担当さ
選抜し、出願者の面接
ている卒業生が高校を
いる卒業生が高校を訪せている。
をボランティアで担
訪問し、大学のフェア
問し、大学のフェアやレ 当させている。
やレセプションを開催。
セプションを開催。

卒業生と
の関係

卒業生と
の関係

アマーストカレッジ
アマーストカレッジ

ハンプシャーカレッジ
ハンプシャーカレッジ

合格者の内から少しで （情報なし）
合 格 者 の 内 か ら 少 し （情報なし）
も多くの入学者を得る
でも多くの入学者を
ために、合格者と卒業
得るために、合格者と
生の交流会
（レセプショ
卒業生の交流会（レセ
ン）を全国各地で開催。
プション）を全国各地
財力や権力のある卒業
で開催。財力や権力の
生がスポンサーになっ
ある卒
業生がスポン
たり、
コーディネーター
サーになったり、コー
になったりして、豪華
ディネーターになっ
なパーティが催される。
たりして、豪華なパー
大学に良いイメージを
ティが催される。大学
持
っ て も ら う こ と で、
に良いイメージを持
沢山の学生を得るため
ってもらうことで、沢
の、
大学と卒業生のビッ
山の学生を得るため
グプロジェクト。
の、大学と卒業生のビ
ッグプロジェクト。

＜職務モデル＞
＜職務モデル＞
以上の調査結果をもとに、アドミッションズ・オフィサーの職務モデルを下記表にまとめる。
以上の調査結果をもとに、アドミッションズ・オフィサーの職務モデルを下記表にまとめる。

アドミッションズ・オフィサーの職務モデル
アドミッションズ・オフィサーの職務モデル
高
協会主催の会議での情報共有

校
高校訪問

願書や推薦状の作成

同業者

出願者

協会主催の会議での情報共有

願書の提出・入学審査
アドミッションズ・
オフィサー

通常の職務上の情報共有

不合格者へのフィードバック

卒業生
大学教員
出願者の面接

出願者の面接

×入学審査
＜直接関わらない＞
学内ツアーや通常業務の手伝い

合格者との交流イベント
レセプションの開催

会議によるフィードバックや
在学生
入学審査を見直すための情報
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（３）まとめと展望
４大学への聴き取り調査で、アドミッションズ・オフィサーに必要とされる資質、スキル、そ
のキャリアパスなどの一端を知ることができた。また、職務内容や年間スケジュール、専門的発
達の方法などについての情報を得た。
この米国版アドミッションズ・オフィサーの制度は、日本でそのまま機能するわけではない。
それはそもそも、米国の大学の入学者選抜制度は、一般的にFaculty of Arts and Science など非
常に大きな単位で、場合によっては文系・理系などの専門も問わずに入学者選抜を行い、しかも
大学教員が入学者選抜に関わらないのに対して、現状の日本の入学者選抜制度はこの逆で、学部・
学科・専攻単位で学生を募集・選抜し、教員が問題作成、採点、面接、最終的な合否判定に関わっ
ているからである。
しかしながら、入学者選抜改革を進めなければならない日本の大学が、米国の大学のアドミッ
ション部門とアドミッションズ・オフィサーによる入学者選抜から学ぶべき点は多々あると考え
られる。しかしそのためには、アメリカの大学について、さらに幅広く深い調査を行うとともに、
自校の生徒の進学について、アドミッションズ・オフィサーと対話的に協議する高校側の大学進
学カウンセラーであるカレッジ・カウンセラーについても、調査を行うことが必要である。それ
と同時に、このような入学者選抜に近い方法で実施されているがこれまであまり取り上げられて
こなかった日本の大学入学者選抜12についても調査する必要があると考えている。

たとえば選抜性の高い大学の行う指定校推薦入学制度は、上記のような米国の大学入学者選抜に近い面を有していると考え
られる。

12
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