３．「答えは目の前の学生から～アサーティブプログラム・アサーティブ入試～」
追手門学院大学アサーティブ課

アサーティブオフィサー
志村

知美

「答えは目の前の学生から」というタイトルを付けています。今、一人ひとりの学生を大切に
ということをすごく聞く時代になってきたなと思うのですが、本当に一人ひとりの学生を見てい
るのかなと疑問に思うことも多々ありまして、私が取り組んできたアサーティブプログラム・ア
サーティブ入試は、本当に一人ひとりの学生を見て、そこから導き出した答えを一つ形にしたも
のと考えておりますので、答えは目の前の学生から読み取ってほしいなという願いを込めて、こ
のタイトルを付けています。
「アサーティブ」という言葉は、もともとアサーションコミュニケーションから来ている言葉
です。ただ、本学では、アサーティブな態度というのを、相手の意見にきちんと耳を傾けながら
自分の意見や考えを表現することができる態度、それはすなわち自分というものを知ることが始
まりだと解釈して、そういった意味で「アサーティブ」という言葉を使っております。
１．自己紹介
自己紹介

志村 知美と申します。

2013年1月より
追手門学院大学の職員です。

雇用形態は様々ですが、
４つの大学を経験しました。

修士論文のテーマは、
「育てるAO入試の可能性」です。

アサーティブオフィサーと名乗ってます。

今年の4月から大学院生になりました。

愛知県出身です。

博士論文のテーマは、
「学生の成長支援と大学経営（仮）」です。
大学では中国語を学びました。

将来の夢は「寮母さん」です。
2015年4月より
アサーティブ研究センター研究員も。
2

簡単に私の自己紹介をさせていただきます。名前は志村知美と申します。2013年１月に、大阪
にあります追手門学院大学の職員として赴任しました。現在はアサーティブ課というところで課
長をしております。また、アサーティブ研究センターの研究員にもなりました。
そして、外ではアサーティブオフィサーという形で名乗っております。これはアドミッション
オフィサーと何が違うのかとよく聞かれるのですが、アサーティブをつくったというところで、
アサーティブオフィサーということを使っていいと学院から許可をいただいている名称となって
います。
もともと愛知県の出身です。こういったお仕事をしていると、
「教育学とか心理学を学んだの
ですか」と聞かれるのですが、大学では中国語を学んできました。今の仕事で役に立っているの
かということもよく高校生に聞かれるのですが、中国語自体は使っていなくても、中国語を学ん
でくる過程の中でいろいろなことを学んだことは、十分役に立っているなと思っています。
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雇用形態はさまざまなのですが、追手門学院大学が４つ目の大学となります。これも、一人ひ
とりの学生をきちんと見ていくというところには大変役に立った職務経験ではないかなと感じて
います。
そして、修士論文を、
「育てるAO入試の可能性」ということで研究をしてきました。アメリ
カのアドミッションオフィス入試に大変感銘を受け、それを調べていきながら、自分なりに考え
た「育てるAO入試」というものを研究としてまとめたものが出来上がりましたが、４月からま
たこれをさらに研究していこうと思いまして、現在、博士課程に進学をし、まだ仮称なのですが、
「学生の成長支援と大学経営」というタイトルで研究を進めています。
そして、これも高校生とよく話をするときに「夢は何？」とか「夢を持ちなさい」ということ
を言うのですが、逆に「志村さんの夢は？」と聞かれるので、私なりにまとめたのが、退職した
らどこかの学生寮とかの寮母さんになりたいなということを思っています。
２．入試改革のはじまり
２．入試改革の始まり

「自分のような学生を
増やさないで」

なんとなく

ツチノコ？

期待なし

不本意

学位を買う？

三者面談

この気持ちを変えなければ、大学での学び
の姿勢は変わらないのでは？
3

入試改革なのですが、本学が取り組んだ入試改革のきっかけ、なぜこんなことをしたのかとい
うと、私が追手門学院大学に着任したときに、まずその大学の学生がどんなカラーの学生たちな
のかなということを調べようと思いました。学内をウロウロしながらそのあたりを歩いている学
生を捕まえて、所属を聞かずに、名前も聞かずに、ただただ「よそから追手門学院大学に来た人
間に対して大学の良さを教えてほしい」とお願いしたところ、大体１週間で20人ぐらいお話をし
ましたが、８割ぐらいが「別に何もない大学だ」とか「大した大学じゃない」というようなネガ
ティブな回答をする学生がたくさんいたことに少し驚きました。
そこで、彼らにいろいろ大学についてとか進学をした理由などを聞いたところ、一番多かった
のが「何となく」でした。何となく大学に行く。ですから、学部学科の選び方も「何となく」です。
例えば、マーケティングは横文字がちょっと格好いいとか、心理は面白そうという、「何となく」
という学部学科の選び方、大学の選び方がものすごく多いなと考えました。
そこから、
「じゃあ、大学生活は楽しいの？」と聞きますと、
「別に来たくて来たわけじゃない」
という。そのあたりをもう少し深く聞いたところ、いわゆる不本意入学だと学生たち自身が言う
んですね。「不本意入学？

どうして？」と聞くと、関西では関関同立、産近甲龍、摂神追桃と
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いう序列のところで、上の大学に行けなくて、仕方なく落ちたところで追手門に来た、だから自
分たちは不本意だ、だから学部学科の選び方も何となくだと。中には、そんな大学の生活で楽し
いのかということを聞いたら、
「就職に大学卒業というのはたぶん必要だから、学位を買いに来
たと割り切っています」と言った学生にも出会いました。
中には、ここに「ツチノコ？」と書いてあるのですが、学校に用がないんですね。授業だけ受
けに来る。友達と絡むこともなければ、部活とかサークルにも興味がないので、本当に授業にし
か出てこない。「だから、自分を捕まえるのはかなりレアケースなんだ。だから、今日志村さん
は僕に出会えてすごくラッキーなんだ」と言った子もいました。
どうして、たくさんの学生が口を揃えてこんなことを言うのだろうということで、高校の先生
とかそこに来た学生たちに高校時代の三者懇について話を聞いたところ、多くの高校生だった子
たちが、
「お前の成績だったらここの群から１つ。ここの群からいわゆる滑り止めみたいなとこ
ろを選べ」という進路指導をされてきていたということが見えてきました。ですから、大学に対
して期待もない、楽しくもない、何となく来た。この気持ちを変えない限りは、大学での学びの
姿勢は変わらないのではないだろうか。
そのころ大学はいろいろなプログラムを用意したり、いろいろな施設を造ったりしていました。
ただ、学生たちは、そんなプログラムは聞いたことがない、知らない。そういう場所があるの？
それも知らない。要は、大学に興味がないので、大学がいくらいいものを用意しても利用者につ
ながらないという問題も出てきました。ですから、どうしたら大学での学びを楽しくできるのだ
ろうかということを考えていくことが、入試改革の鍵ではないかと考えたのです。
「私は入試改革をするためにこの大学に赴任してきた。私ができることは何だろう」と学生た
ちに問い掛けたら、これも面白いように同じような答えが返ってきました。
「自分のような学生
を増やさないで」と。不本意だとか楽しくないという学生を増やしてほしくない。そういう思い
は持っていたということが分かったのは、一つ救いだったのではないかなと感じました。ですか
ら、
「自分たちのような学生を増やさないで」と言われたので、これも安請け合いで「任しておけ」
と。そんな感じで私の入試改革の取り組みが始まります。
２-１．入試改革の目的
＜この大学に入学してよかったと思う学生を増やしたい＞
2013年4月から制度設計の本格始動

高大接続改革答申
【学力の3要素】
2014年12月

2014年4月スタート

4

入試改革は、不本意で、
「何となく」で来た子たちを減らすという目的なので、追手門学院大
学に入学してよかったと思う学生を増やす、これが一番の目的ではないかと考えました。2013年
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４月から制度設計の本格的な始動になります。手探りで学生たちとお話をしたり、教職員にいろ
いろお話を聞いたりして動きだしたのですが、やはりどこの組織に行っても新しいことをすると
いうのは抵抗感があったりしました。
ありがたいことに、追手門学院大学は一度も定員割れをしたことがない大学なので、なぜ定員
割れをしていないのに入試を改革しなくてはいけないんだと。新しいことをするのはいろいろ大
変だということで、いろいろと言われました。その意味も込めて足を引っ張る画像を使ったりし
ているのですが、ただ、そういった中にも、もっともっと学生のことを何とかしていかなくては
いけない、そういった形で入試を変えていくなら手を貸すよ、一緒にやっていこうということで、
仲間も見つけることができたんですね。そして、一緒にいろいろ試行錯誤しながら、何とか１年
後には新しい入試を打ち出すことができました。
そのときは学力の３要素ということも意識はしていなかったのですが、ただ、本学として学生
たちを見て、基礎学力の見直しはすごく大事なキーワードであるということは認識していたので
すが、この後に「高大接続改革答申

学力の３要素」というのが2014年の12月に出されることに

なりました。よく「この入試改革は文科省がこの答申を出したからやったんですよね」と聞かれ
ることがあるので、あえて、答申が出る前に私どもは独自で取り組んできたということをここで
ご報告させていただきたいと思っています。
2-２. 追手門学院大学の入試改革
【アサーティブプログラム・アサーティブ入試の目的】
 第一志望の入学者を増やしたい

【受験生像の設定】
 追手門学院大学で学びたいという気持ちを描き、その思いを伝えられる人
 今は確かな希望や理念がなくとも、知的な事柄への興味や活動を通じ、何のために学ぶのかを問い続け、努力する人
 高校までの基礎的な知識や技能の習得を見直し、向上しようと努力する人

【期待する効果】
 シラバスの活用ができる

平成26年度大学教育再生加速プログラム テーマⅢ「入試改革」に採択
選定された大学は３大学
・追手門学院大学
・お茶の水女子大学
・岡山大学

 講義への参加意欲の向上
 各種活動への積極的参加

平成29年度
中間評価で最高評価
「Ｓ］を頂きました。

5

そして、入試改革で取り組んできた大きな改革の内容として、受験生像というものを設定し
ました。よくアドミッションポリシーというものがありますが、そもそも本学へ入ってくる学生
というよりは、まず本学の入試を受ける受験生にこういう姿勢を持って受験をしてほしいという
メッセージを伝えようということで、受験生像というものを設定しました。
まずは「追手門学院大学で学びたいという気持ちを描き、その思いを伝えられる人」
。思って
いるだけはなく、伝えるということを意識してほしい。ということは、面接入試につながってく
るキーワードだと思っています。
そして、
「今は確かな希望や理念がなくとも、知的な事柄への興味や活動を通じ、何のために
学ぶのかを問い続け、努力する人」
。これも、たくさんの高校生とお話をすると、将来まだ何が
やりたいか分かりません、職業も決まっていません、だから大学の選び方がよく分かりません、
やっぱり職業に直結する学部のほうがいいんですよねというような質問をたくさんいただきま
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す。ただ、大学というのは、興味・関心のものを学んでもいいんだよということを伝えながら、
その中で、学びを通じて将来いろいろなことにチャレンジしていく。そういう姿勢を持って入学
してほしい、受験をしてほしいということで、こういったメッセージを作りました。
そして、３つ目の「高校までの基礎的な知識や技能を習得し、見直し向上しようと努力する人」
に受験をしてほしい。これも、たくさんの高校生に「どうして大学に行きたいの？」「大学に何
をしに行くの？」と問い掛けますと、
高校まではいわゆる９教科を嫌でも受けなければいけない。
でも、大学は自分の興味のあることを中心に学べるので、大学に行って好きなことを学びたい。
でも、高校の９教科に対しては、あまり成績が良くないし、例えば理科が苦手だとか、体育が苦
手だとか、中には文系の大学を選ぶのは数学が嫌いだからと。
ただ、数学が嫌いだからといって文系の大学に行って、それでよしというわけではないよとい
うことを伝えています。ちゃんと数学的な考えも持って、大学での学びをしっかりと修めてほし
いので、高校までの勉強で苦手だというものがあれば、ぜひそれは見直す努力をして受験に臨ん
でほしいと伝えるために、この３つの受験生像というものをつくりました。
そして、受験のときにこういったことを考えて本学に入学してきた学生であれば、入学してき
た４月からシラバスの活用をしっかりして、自分で選んだ授業に責任を持って、講義への参加意
欲も変わってくるであろうし、大学でのいろいろな活動、いろいろなプログラムだとかいろいろ
な施設を活用して、いろいろなことに積極的に参加してくれる。そういった入学者になっていく
のではないかと考えました。
これらの取り組みが、平成26年度大学教育再生加速プログラムのテーマⅢ「入試改革」に採択
されました。全国で３つの大学が採択されましたが、私立大学では本学のみという、大変嬉しい
結果をいただいたなと思っています。そして、平成29年度の中間評価では、最高評価のＳをいた
だくことになりました。
アサーティブプログラム・アサーティブ入試の概要
ガイダンス

員

入 試

職員
教員

プログラム

職 員

アサーティブノート（自己成長の確認）

職

コンタクトシート（
教育成果の記録）

プログラム

• 大学と受験生の「相互理解」

個別面談

主体性を育成

• 高校生のスタート地点の確認と「相互選択」

基礎学力の見直し

MANABOSS
• 基礎学力

・・・ 弱点克服に向けた計画的な学習を促す

• 追手門学院バカロレア

・・・ 議論する力を身につける

思考力・判断力・表現力を育成

アサーティブ入試
• 1次試験・・・グループディスカッション
基礎学力適性検査
• 2次試験・・・個別面接

入学前学習
• 社会との繋がりを考える

主体性・協働性・思考力・
判断力・表現力を評価
基礎学力を評価
志望理由・意欲・知的関心等を
評価

6

こちらが私たちが取り組んでいるアサーティブプログラム・アサーティブ入試の全体像です。
一番左から、コンタクトシートは、将来的に入学してくればこれをポートフォリオにつなげてい
きたいなという思いで、いわゆる学生カルテのようなものですね。私たちが受験生と出会ったと
きに、その子がどうであったかとか、どんなお話をしたかというようなことを書き留められるよ
うな、メモみたいなものになっています。
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そして、プログラムと入試というふうにつながっているのですが、実はこのプログラムという
ところが、本学に必ず入学しなければいけないというプログラムにはなっていません。入試を受
けていただいた方は専願入試になるので、本学への入学という形になりますが、プログラムはあ
くまでも進路を考えるためのプログラムとして位置付けていますので、プログラムを受けて、しっ
かりと自分の進路を考えた先に追手門学院大学があれば入試を受け、本学に入学してくれるとい
うような形を取っています。
こちらのプログラムの内容は、後ほどご紹介させていただきますが、このプログラムと入試の
取り組みの一番大きなところは、職員が全部関わっているというところです。教員は入試の部分
で面接入試がありますので、そちらを担っていただくだけで、他は全て職員で担当しています。
これらの理由もまた後ほどご紹介させていただきますが、大きな流れとしては、ガイダンスを受
け、個別面談を受け、MANABOSSというものを利用しながら進路を考え、アサーティブ入試を
受ける人にはアサーティブ入試の出願をしたいただき、１次試験、２次試験と進み、最後、合格
した方には入学前学習に取り組んでいただくという流れになっています。
これらのそれぞれ何を育成しながら、何を評価していくのかというところなのですが、個別面
談では、
まず主体性を育成していきたいと考えていました。これも入学してきた学生たちを見て、
高校までは先生がやってくれた、どこどこに貼り紙がしてあった、どこどこでこういったお便り
をもらっていた、大学になったらそういったものは一切ありません。もちろん掲示板はあります
が、いろいろな情報は今、自分でポータルサイトにアクセスして、そこから情報を持ってこなけ
ればいけない。ただ、そういった習慣がない入学してきた大学１年生がいろいろな情報を見落と
していたりしたので、まず、必要なことは主体的に自分で取りにいくという姿勢を、この個別面
談で育てていきたいと思いました。
そして、MANABOSSというのはインターネットを使った学習システムなのですが、勉強が苦
手とか勉強が嫌いという高校生に基礎学力の見直しをするツールとして使ってもらうように、大
学が無償で提供しています。思考力、判断力、表現力なども育成できたらいいなということで、
いろいろなコンテンツが搭載されています。
そして、アサーティブ入試では、このプログラムで培ってきた力を評価するという設定になっ
ています。
2-３. アサーティブプログラム （3つの柱）
1.ガイダンスと本学職員との「個別面談」
オープンキャンパスも含めて年10数回のガイダンスとその際の個別面談。本学の専任職員が担当。
自分を知り、大学で何を学びたいかを問い、自ら気づくように促す。この面談は、本学への受験を促
すことはせず、本人の将来を一緒に考えるというスタンスで行っている。

7
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アサーティブプログラムの具体的な内容なのですが、アサーティブプログラムは３つの柱で構
成されています。１つ目が、ガイダンスと本学職員との個別面談です。大体、オープンキャンパ
スも含めて年に十数回のガイダンスと個別面談を行っています。個別面談は全て、職員がこのよ
うな１対１でお話をする形を取っています。
どうしてこのような形を取ったかというと、最近、保護者の付き添いが年々増えているなと感
じています。高校生に、どうして大学に行きたいのかとか、何を学びたいのか、どんなことに興
味があるのかということを聞くと、
どちらかというと高校生よりお母さんやお父さんのほうが「こ
の子はこういったことが得意です」と。
「この子にはこういったことを学ばせたい」というか、
「こ
ういった先に就職させたい」とか、親御さんが結構お子さんの代わりに話をするというケースが
多くなってきたなということを感じておりまして、そこから少し親御さんと切り離す方法はない
かなということで、
「個別面談」ということをあえて強調して面談を行うようにしました。
これを導入したときも、
「この子のことは私のほうがよく分かりますので」とお母さんが結構
付いてこようとするのです。お子さんと１対１でゆっくりとお話をさせていただきたいというこ
とで、外でお待ちいただく形を取るのですが、こうしたときに高校生はどうなのかというと、い
ろいろなことを話してくれるんですね。今まではお母さんにこう言われていた、こうしろと言わ
れていた、でも、本当は自分はこういうことを考えているという、高校生の本音を結構聞ける場
になってきたなということを感じています。
ここで、お母さんやお父さんとは関係なく、あなた自身がまず何を学びたいのか、何のために
大学に行きたいのか、そこをしっかり話をしていこうということを伝えながら、ああしたらどう
だろう、こうしたらどうだろうということをアドバイスしたり、じゃあ、お父さんやお母さんを
納得させるためにはどうしたらいいだろうという、いわゆる作戦会議のようなこともしたりして
います。あくまでもこの面談は、面接入試ではない、自分の思っていることを相談する場として
利用してほしいということを伝えていますので、本学への受験を促すことはせず、
「あなた自身
の将来を一緒に考えましょうね」というスタンスで行っています。
2. 本学独自開発のシステム
基礎学力の確認と向上、計画的学習を習慣づけると同時に、追手門学院大学バカロレアで、多様な観点から考
察する力を育て、自分の意見を述べる力や他者の意見を受容する姿勢を養おうとするシステム。

『MANABOSS（マナボス）』 https://www.manaboss.com/

3. 自己成長を促す「アサーティブノート」
このプログラムの結果を記録し、振り返ることで自己成長を促す。自分自身を主語にして記述する。

8

大体、時間は15分ぐらいかけていますが、後ろに次の人がいなければ１時間でも２時間でも、
最長４時間という面談時間を持っている高校生もいました。本当に、自分のことを話しだすと目
がキラキラしてきて、どちらかというと堰を切ったように話し始める高校生たちも多いなと感じ
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ています。
「自分のことを話すって胸が熱くなってくるというか、気持ちがいいです」と言う高
校生にも出会ったのが印象的でした。
２つ目が、先ほどご紹介したMANABOSSという学習システムです。これは、いわゆる国語と
数学の基礎学力を見直すためのコンテンツが搭載されています。今、問題数にして約３万問近く
搭載されています。
「国語が嫌い」とか「数学が嫌い」ということを高校生は簡単に言いますが、
そこを少しひもといていくと、漢字は得意だけれども敬語がちょっととか、基礎数学は結構でき
るけれども分数がちょっと難しくなってくるというところが出てきたりします。ですから、カテ
ゴリー別に勉強ができるようにということで、いろいろなカテゴリーを取り揃えています。こち
らは、自分で勉強する習慣を身に付けてほしいということで、いつでもどこでもできるようにと
いうことで、パソコンやスマホからアクセスできるように整備しています。
３つ目が、自己成長を促す「アサーティブノート」というノートを独自で開発しました。基本
的に、これも入学した大学生を見ていて思い付いたものです。高校までは先生が黒板に書いたこ
とを一生懸命ノートに書いてきた子たちが、入学すると、大学の先生によっては黒板に字を書か
なかったり、資料を配るだけ、パワポを使うだけという授業の中で、どうやってノートを取って
いいか分からないと戸惑っている大学生がたくさんいました。メモを取るという習慣もなければ、
字を書くということもあまりなかったという学生もいたので、高校生のうちにできることとして、
メモを取るとか書き留めるということを習慣付ける、そういったノートをお渡しして見直しをし
てもらうきっかけにもなるのではないかなということで、ノートというものを作りました。
これには１つだけルールがありまして、
自分を主語にして書こうねということを伝えています。
中には、人には見せられないようないろいろな嫌なこととか悲しいこととかも書き留めて、でも、
そこでスッキリして次に進んでいくことができたとか、志望理由書を書くときにこれを読み返す
と、あのころはあんなことを思っていたんだなとか、ああいうことを考えていたのに今はこんな
ふうに考えが変わったと、自分の成長を感じながら志望理由書をまとめているという子もいまし
た。中には、全く使っていません、ノートの取り方が分からないという子もいましたので、この
ノートも、毎年ヒアリングをしながら、こういったカテゴリーを付けようとか、例えば升目の紙
を付けたほうがいいんじゃないかとか、ポケットを付けたほうがいいんじゃないかということを
振り返りながら、ノートを更新していっています。
２-４．アサーティブ入試

＜アサーティブプログラムの力を発揮する場所として設計＞
１次試験（グループディスカッションと基礎学力適性検査）
・グループディスカッションは、1グループ5～6名で約30分の議論。

・主体性や協調性、論理性等を評価して合否を判定（職員2名による判定）。
・基礎学力適性検査は、60分40問（国語と数学) 。
・それぞれが一定水準以上かどうか総合的に評価して合否を判定。

２次試験（個別面接）
・教員と職員がペアとなり、志望理由や学問に対する意欲や知的関心のレベル等を評価し判定。

9
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これらのプログラムを受けた人が培ってきた力を発揮できる場所にと、アサーティブ入試とい
うものも一緒に設計をしてきています。アサーティブ入試は、１次試験と２次試験という形で２
段階の評価をしています。
１次試験はグループディスカッションと基礎学力適性検査を行います。グループディスカッ
ションは、大体１グループ５名から６名という形で、いろいろな学部を混ぜてランダムにグルー
プを作り、約30分ぐらい議論をしていただくという内容になります。大学から与えた答えが１つ
ではない問題について、初対面の受験生同士で議論をしていくという形を取っています。
最初導入したときに、かなり高校の先生から、ディスカッションを入試に入れられると困ると。
何が困るのか。高校ではあまりディスカッションの授業をしていないから、これを受験という形
で取られると、受験がとても不利になるのではないかというお声をいただいたのですが、やはり
これも在学生を見ていると、高校でやったことのないディスカッションが、大学に入ると「さあ、
君の意見は？」とか、
「グループで話し合いをしてください」という授業が増えてきていること
に戸惑っている。そういった大学生を見てきたので、高校生にグループディスカッションという
ものを体験してもらい、グループディスカッションが増えるんだ、こういった形でいろいろな人
と議論をしていく、そういった授業が増えていくということを実感しながら入試に挑んでいただ
き、入学後の授業につなげていくために、グループディスカッションをあえて入れました。
実際に入学してきた学生から、アサーティブ入試でグループディスカッションがあったおかげ
で、４月からの授業が大変分かりやすく、ディスカッションの授業でも自分が結構仕切ったりし
ていて、入試が無駄ではなかったということを聞くようになりました。
基礎学力のほうは、あくまでも大学で学ぶための基礎学力、最低限の基礎学力として、国語と
数学をしっかりと見直してきてほしいということで、こちらを評価させていただいています。そ
して、グループディスカッションの点数と基礎学力適性検査の点数の両方がどうであるか。片方
が良ければいいということではなく、両方の一定水準を見て、バランス良く総合的な判断をする
という評価をしています。
そして、１次試験に合格した人は２次試験へと進んでいただき、２次試験は個別面接という形
で、ここで初めて教員が出てきます。ここでは教員と職員がペアとなり、志望理由書や学問に対
する意欲などを10 ～ 15分ぐらいの面接でお聞きしています。ここも、どうして教員が２次試験
の面接だけにしか関わらないのかというお問い合わせをいただくのですが、先生方はすごく忙し
いですし、私立大学なので入試の数がすごく多いです。ですから、職員がもっともっと教育に携
わっていく必要があると考えたので、アサーティブプログラム、そして１次試験のところは職員
で担っていこうと、こうした形を取っています。
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2-５. アサーティブ入試結果
2018年10月29日現在

2015年度
実人数
面談者総数
（１～３年生）

リピーター（延人数）
延人数

アサーティブ入試募集人員
出願者

Ａ日程

2018年度
772人

31人

153人

155人

206人

191人

221人

710人

906人

978人

1147人

60人

111人

216人

230人

200人

91人

203人

261人

270人

414人

―

87人

134人

113人

290人

395人

383人

Ａ日程

80人

188人

144人

161人

Ｂ日程

―

72人

69人

69人
230人

80人

260人

213人

Ａ日程

53人

89人

130人

Ｂ日程

―

41人

60人

60人

53人

130人

190人

197人

入学者

2019年度

751人

91人

合計
2次合格者

2017年度

557人

Ｂ日程
合計

1次合格者

2016年度

190人

956人

100名

137人

85名

10

これらの取り組みが数字として表れてきたのが、今、５年目を迎えた現状になっています。最
初のときは、よく分からない入試で受験生も来るのか、本当に大丈夫なのかという不安もあり、
定員が60名からスタートしました。初年度は定員割れをしていますが、他の入試での受験もあっ
たので、大学全体としては問題なく過ごしてきているのですが、５年目を迎えた今年度はかなり
の受験者になりまして、前期日程で約５倍という数字が付く形になっています。これから後期日
程が始まるのでまだ空白にはなっておりますが、おかげさまで順調に進んでおります。
３．入試改革からの展開
３．入試改革からの展開
滋賀県教育委員会との連携協定（5つの連携校） 2016年4月～
それぞれの高校の状況に合わせてカスタマイズ
例：ＭＡＮＡＢＯＳＳの一斉利用
進学相談会にご指名参加
ＰＴＡ総会や保護者説明会での講演会
保護者のための「初めての大学」
高大接続プログラム「自分のモノサシを持つ」「大学仮説検証プログラム」

岡山県（1校）、高知県（1校）、沖縄県（13校）、長野県（1校）、岐阜県（1校）、
京都府（1校）、大阪府（5校）、兵庫県（3校）、栃木県（1校）、北海道（1校）

※予定含む

11

これらの取り組みから展開していったことがあります。１つ目が、滋賀県の教育委員会と連携
協定を結ぶことになりました。これは、１つの高校ではなく、教育委員会という団体と連携協定
を結んだということです。当時の教育委員会の委員が、滋賀県の教育力を底上げするということ
に大変力を入れていたと聞いております。そうした中から、１つの大学へ誘導するという形では
なく、高校生一人ひとりの進路をしっかりと考えてもらえるアサーティブプログラムをぜひ滋賀
県の高校で実施してほしいということで、お話をいただいた形になっています。
ですから、
まず最初は滋賀県の教育委員会に、
ここの高校とここの高校といろいろなことをやっ
てくださいということで高校さんを指定していただいて、その５つの高校とお話をしながら、そ
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の高校が何に困っているのか、何を求めているのかということを聞きながら、カスタマイズをし
て実施してきています。その内容として、まずはMANABOSSの一斉利用をご紹介しています。
基礎学力として、なかなか塾に行けないとか、塾が遠いとか、そういったところを解決していく
のにMANABOSSを使ってもらったりということをご提案しています。
そして中には、年間行事が決まっていてこれ以上何もできないという高校さんは、そうはいっ
てもということで、進学相談会にご指名参加をさせていただいていたりしています。最近は、
PTA総会や保護者の説明会でお子さんの大学の選び方についてお話をさせていただく、講演会
の依頼などが増えてきています。そこから、大学生のためというよりは保護者のための説明会も
必要ではないかなということが見えてきました。
これもよくお問い合わせをいただくことが増えたのですが、子どもが初めて大学受験をします、
私の大学受験のときとは違い、親としてどうしていいのか。制度やお金などいろいろな仕組みが
たぶん違うと思っているけれど、何が違うのか、どう違うのか、何をどうしたらいいのかと、か
なり込み入ったお問い合わせをいただくことがあります。保護者は保護者で、新しい大学入試に
対して興味はあったり気にはなっているけれども、具体的なところを知る機会がないのだなとい
うことで、保護者の人たちに大学というものを知ってもらう機会を提供するイベントも開催する
ようになりました。
そこから生まれてきたつながりで、高大接続プログラムの一環として、自分のモノサシを持と
うとか、
大学仮説検証プログラムというものも生まれました。自分のモノサシを持つというのは、
大体、高校１年生向けに、高校を卒業するまでの３年間の過ごし方を考えてもらうのに、自分は
何のために大学に行こうとしているのか、または就職を意識しているのか。そうしたことを高校
３年間の間に見つけていかなくては駄目だよというようなお話を中心にしています。
大学仮説検証プログラムは、１～２年生の夏休みにオープンキャンパスに行きなさいという宿
題がすごく増えてきています。ただ、高校生と話をしていると、学校からプリントを渡されて、
いついつからいついつまでに自分の興味のある大学に最低２つ、３つ行きなさい、そして報告書
を書きなさいという、それだけなんですね。そうすると、何をどうしたらいいか分からない高校
生がすごく戸惑って、
「こういう宿題が出ているんですけれど、どうしたらいいですか」とオー
プンキャンパスに来て相談することも増えてきたので、オープンキャンパスに行く前に、こういっ
た考え方を持って、こういう調べ方をして、行く大学を選んで、こういう報告書を書けるような
形を取れるといいねという、オープンキャンパスの歩き方をお話ししているプログラムです。
ですから、大学に行く前に、きっとなんとか大学はこんな感じだろうという仮説を立てて、実
際にオープンキャンパスに行って検証をする。そして、それを報告として高校に提出すれば、た
ぶん大学選びの手助けになるのではないかなということで、こういったことも展開してきていま
す。おかげさまでこれが全国に広がり、今、かなりの高校さんからお話をいただくようになって
います。
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３-１.高大接続のための高大連携の効果
•
•
•
•

キャリア教育の考え方の変容
単なる大学合格でいいわけではない
高校と大学で生徒を挟んで育てる
役割分担？

12

そして、最近、私が考える「高大接続」という言葉と「高大連携」という言葉を整理したとこ
ろ、高校から大学への接続をするために高校と大学が連携をしていく必要があるのではないかと
考えています。
ここが高校の先生方とお話をしてきて聞こえるようになってきた内容なのですが、
キャリア教育への考え方が変わりました。高校でもきちんと生徒一人ひとりのことを考えてやっ
ているはずなのですが、いかんせん、大学進学率を上げなければという思いもあったと思います
ということを、高校の先生から聞くようになりました。ですから、単に大学に合格させればいい
ということではなく、本当にその子にとってこの大学でいいのかということも踏まえた進路指導
をしていかなければいけないということを思い出させられましたというようなことをおっしゃっ
ていただくようになりました。
そうはいっても、高校の先生方がかなり忙しいということも見ていてすごく感じるので、高校
と大学が、その生徒を挟んでできることをできるほうがやっていけばいいのではないかなという
こと、その役割分担をするための連携をしっかりできればいいなと思うようになりました。
３-２.学内での効果
ＳＤ 【Staff Development（職員の能力開発）】の効果
教育改革との連動
エンロールメントマネジメントの視点と具体化に向けて

アサーティブ研究センターの研究
「学びと成長の可視化」
ベネッセ教育総合研究所との協同研究（2016年4月～2018年3月）

13

先ほどのは学外での効果になりますが、学内でも、このアサーティブプログラム・アサーティ
ブ入試の取り組みは大きな効果をもたらしました。１つ目がSDの効果です。職員が高校生とた
くさん関わることによって、今どきの高校生はこんななんだ、思っていたのと違うとか、この子
たちがいずれうちの大学生になるということは、この子たちが学びやすい環境をもっともっと考
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えていかなければいけないのだなということが身近になってきたということを、職員から聞くよ
うになります。
また、職員も、配置によっては高校生とあまり触れ合わない、学生とも接しない部署にいる人
たちが、学生と接することによって、大学という教育の場で働いているという気持ちを思い起こ
させてもらえたというような声もいただいています。
そして、教育改革との連動という、大学としての大きな課題が見えてきました。アサーティブ
プログラムで、大学は何をするところ、何のために行く、自分はこの学校で頑張りたいという意
欲を高めて入学へ導いた子たちが、入学後にガッカリして、最悪の場合、退学をするといったこ
とが起こらないためにも、大学自身の教育を変えていかなければいけないという考えも根強く出
てきましたので、いろいろな具体化に向けて、各部署、各学部で取り組んでいる、今現在となっ
ています。
そして、2015年度にアサーティブ研究センターができました。アサーティブプログラム・ア
サーティブ入試を学術的な見解でバックアップしていこうということでできたセンターなのです
が、ここがベネッセ教育総合研究所と共同研究を始めまして、今年で３年目になりますが、１つ、
「学びと成長の可視化」ということで報告書を出すことができました。「学びの可視化」というと
ころはよく聞かれることであるかと思うのですが、本学が着目したのは、「成長の可視化」です。
その子その子がきちんと成長していくポイントを見て、必要なことをアドバイスして、
「ああ、
成長したな」
とその子が振り返れるような形が取れるようにということで、
「学びと成長の可視化」
ということを現在も研究しております。
４．学びと成長の可視化の目的
４.学びと成長の可視化の目的
＜可視化の目的＞
①アサーティブプログラム・アサーティブ入試で想定した入学者像の可視化
②アサーティブ入試入学者の学びと成長の可視化

アサーティブプログラム
①自分とお話しなさい（自己省察力）

Self-direction
＆

②他の進路や可能性を模索しなさい（探索力）
③大学合格がゴールではなく、人生の歩み方を考えなさい（計画力）

【アサーティブ入試入学者像】
・ シラバスの活用ができる学生

Challenge

・ 講義への参加意欲の向上

【納得した受験】

・ 各種活動への積極的参加

進学モチベーショ
ンの形成が必要
14

これらの目的は、一番最初はアサーティブプログラム・アサーティブ入試で入学してきた学生
たちが一体どんな実態なのかというところから着目していったのですが、これも不思議なことに、
アサーティブプログラム・アサーティブ入試という新しいもので入ってきた子たちに対する、も
のすごく過度な期待が高かったということを感じました。いかにお勉強ができる、いかに活動的
な学生というようなイメージが持たれていた半面、実際に成績を見たら、ひどくはないのですが
高くはない、そこそこという結果だったのが、学内で、期待外れとまではいかなかったのですが、
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「何となく思っていたのと少し違うかな」というようなことも聞こえてきたりしました。
中には、アサーティブ入試で入った子だけを集めて何かプログラムを受けさせるのがいいので
はないかというような提案もあったのですが、もともとアサーティブ入試というのは、主体性を
育んでいって、それを評価している入試なので、入学後に何かに集めてやらせるというよりは、
自分たちで自分がやりたいことを見つけて、そうした学校生活を切り開いていく子たちが増えて
いけばいいと思っていたので、そちらは丁重にお断りしてきました。
ただ、そうはいっても、この入試がよかったのかというところはきちんと検証していかなけれ
ばいけないので、アサーティブ入試で入学してきた子たちの学びと成長というものをきちんと可
視化できるようなシステムを作っていこうということで動いています。
このアサーティブプログラムの位置付けを、自分とお話をするとか、他の進路や可能性もある
はずである、
大学に合格することがゴールではないということを伝えながら、ここは進学モチベー
ションを形成していく場であり、それらをコンタクトシートで可視化し、自分で決めて納得した
受験ということでアサーティブ入試を受けてもらい、入学してきたアサーティブ入試の入学者像
が、シラバスを活用して、講義への参加意欲が向上して、いろいろなことに積極的に参加してい
る学生になっていくということで、これらが目に見える形でできていったらいいなということで
考えております。
４-１.アサーティブ生の成長と課題
• 第一志望入学が多い → 入学後の失望感の懸念
• 進路意識・行動が高い → 「就職」が意識されている → 大学で学ぶ
価値が高い
• 学生生活の不安 ＜ 学力の不安
• 基礎学力向上の課題 ⇔ 高校時代の学習習慣の大切さ
なのに？読書量と自習時間は増加

教育改革との連動
15

そうはいっても課題も見えてきていまして、先ほどのベネッセ教育総合研究所との研究から見
えてきたアセスメントテストのデータから出ているものですが、確かにアサーティブ入試で入学
した子は、
この大学がいいということで第１志望の入学者が多いという結果が出ています。ただ、
その半面、入学後の失望感がとても怖いなとも考えています。ですから、今、教育改革をすごく
加速して取り組んでいる現状になっています。
そして、進路意識や行動がとても高いというデータにもなっているのですが、これは、何のた
めに大学で学ぶのか、何をするために大学に行くのかということを入学前に考えてもらって入学
してきているので、就職への意識も高く、大学で学ぶということに対しても価値があると考えて
いる子たちが多いという結果になっています。
学生生活への不安は、友達ができるかなとか、なじめるかなという不安よりは、一般入試やセ
ンター入試で入ってきた子たちに対するコンプレックスというか、学力に対する不安はデータで
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も出ていますし、実際にヒアリングをしても出てきている課題です。ですから、基礎学力の向上
が、このアサーティブプログラム・アサーティブ入試の一番大きな課題ではないかとも感じてい
ます。
ただ、ヒアリング調査から、高校時代の学習習慣が乏しい子たちが多いのではないかというこ
とが見えてきていますので、
いかに高校時代に学習習慣を身に付けさせるかということも、アサー
ティブプログラムの課題ではないかと思います。
ただ、この関係性がよく分からないのですが、基礎学力とか学習に対しての不安はあるものの、
読書量と自習の時間は、アサーティブプログラム・アサーティブ入試で入学してきた子は増加し
ているという結果になっているので、入学後にいろいろなことに取り組んでいる一つではないか
なとも思いたいと考えています。ですから、一番大きく教育改革への連動というのがここから見
えてきている課題という形になります。
学びと成長の可視化に関する探索的仮説
キャリア開発理論の視点から捉える

キャリアの自己開発力

４年間の学修の成果
（内部質保証の視点も含む）

学修成果（静的プロセス）と自己開発力（動的プロセス）
の両方の学びを捉えるのが
アサーティブプログラムの役割
→アサーティブラーナーへの育成

※原動力は学びの
モチベーション
※学びと成長の行動の原動力に、
「学びのモチベーション」を位置付ける。
ここで示す「成長」とは、grow（成長する）ではなく、
career development （キャリアの自己開発）であり、
可視化指標は自己省察力・探索力・計画力である。
チェックリストで、お互いに確認ができる。

16

志村・池田 作（2018.3.1）

この共同研究から見えてきた探索的な仮説として立てたのが、こちらの図になります。キャリ
ア開発理論の視点から考えて、４年間の学修成果は内部質保証の視点も含む大切なものではあり
ますが、ただただ学修成果の内容だけではなく、学生自身がどれだけ成長したかという、ここを
しっかりと見ていく必要があるのではないかと思いました。いわゆる学修成果というのは、その
ときそのときの切り取った静の成果であって、学生自身が成長しているというのは動の成果であ
ると位置付けました。学生たちが成長していく大事な原動力は学びに対するモチベーションであ
り、この学びのモチベーションを形成していくのがアサーティブプログラムの役割であり、これ
をアサーティブラーナーと呼んで、アサーティブラーナーへの育成をプログラムが担い、入試で
評価し、入学してきてもモチベーションを持ち続けて学び、自己成長につなげていくような形を
大学と一緒につくっていけるといいなと、アサーティブ研究センターでは考えています。
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今回の共同研究から見えたこと
学内には、入学後の評価がＧＰＡや修得単位などの静的な指標しかない。
アサーティブ入試の評価軸とのズレを実感。
→ ２軸の評価と成長支援の方法論のため次年度も継続して外部アセスメントを活用（対象者を拡大）
アサーティブプログラム

静

ＭＡＮＡＢＯＳＳ
「基礎学力」

動

英語の基礎力検定制度（もうすぐ始動）

アサーティブ入試
「基礎学力適性検査」

数的理解の基礎力検定制度（英語の次）
日本語表現の基礎力検定制度（数的理解の次）

アサーティブプログラム

アサーティブ入試

個別面談

「グループディスカッション」

「３つの力（自己省察力・探索力・計画力）

「コンタクトシート」

「個別面接」

チェックリスト」による面談

学力（静的）と成長（動的）の情報を集約し、１人ひとりにあった適切な成長支援のために、
学生カルテ（大学側）が必要であり、自己の実績証明と振り返りのポートフォリオ（学生側）として活用できるようなシステムを構築中。

17

ここから新しく生まれてきたのが、入学後にGPAという形でアサーティブ生が今まで評価を
されてきたのですが、数字だけというか、静の部分だけではない、もっと違う指標を用いて学生
たちの成長を評価していくものができないかと。そういうことでいろいろ試行錯誤をしながら、
今、ｅポートフォリオという形で、大学側としては学生カルテになるようなもの、そして、学生
たち自身は自分の成長を感じられるようにという、ポートフォリオとして活用できるようなシス
テムを構築しています。
その学生カルテ、ポートフォリオの中には、静の部分と動の部分の評価を入れられるように考
えていきたいと思っています。アサーティブプログラムを受けた子たちは、高校生のときからの
情報もありますので、高校時代どうであったのか、入試のときに出す調査書などの情報も含めて、
入学後に行われるいろいろなテストや成果物などをつなげていって、成長を見ていく必要もある
でしょうし、彼らが動的な部分として、友達と喧嘩したとか、中には彼氏に振られてしまって少
しやる気がないという相談を受けたりもしますので、そうしたいろいろな私生活も踏まえてアッ
プダウンがある。そういった心の成長というところも考えながら、これが全部、学生カルテとポー
トフォリオということで蓄積ができ、必要なことを必要な子に伝えていけるような支援の仕方が
できるといいなと思っています。
５．最後に
最後に

アサーティブオフィサーの定義→ 設計・運営・実施・判定まで携わる人
進学モチベーションを育てる（受験生の心構え）
高校生と大学の信頼関係を構築する支援（諦めさせない環境作り）
入学後の安全基地となる存在（入れたら終わりではない）
1人で大きくなったと思わせる匙加減
学生の成長支援とその制度設計を提起
18
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最後になりますが、アサーティブオフィサーの定義を私なりにまとめました。これはアドミッ
ションオフィサーの定義でもいいかと思いますが、高大接続や入試改革、学生たち、受験生、高
校生の実態を見ながら、必要なものを設計し、運営し、実施し、必要であれば判定まで、全ての
ことに携われる。そういった人をアサーティブオフィサーと定義付けたいと思っています。
私がこの間、関わってきて、受験生にもっと進路について考えなきゃ駄目だよということを伝
えていくと、本当にモチベーションが上がってきているなという手応えもあります。ですから、
進学モチベーションを育てていくという役割を担いながら、高校生と大学が持つ信頼関係を構築
していく必要があるのではないかと思います。高校生が大学に対して、よく分からないとか不安
を持っている。その不安を取り除いていきながら、この大学だったら安心だな、この学校で頑張
りたいという気持ちをつくっていく環境づくりも、アサーティブオフィサーの必要な業務ではな
いかと考えました。
そして、入れたら終わりということではなく、入学してからも、ちょっと困ったときに「あそ
こに行ってみようかな」という場所になれるようなことも心掛けています。ですから、入学して
きた子たちが、最初、教務部とか学生課になかなか行きづらい、人見知りではないのですが、初
めての場所でどうしていいか分からないというときにどうやって相談したらいいのかという、相
談の相談に来るというのが私の場所になっています。
そして、今、アサーティブの１期生が４回生となり、卒業を迎える年になったのですが、１人
ですごく成長したと思わせるさじ加減も大事だなと思っています。よく、誰々先生のおかげとか、
こういったシステムのおかげというようなことを言う学生たちもいるのですが、自分たちで培っ
てきた力が、今、この形としてなっているのだということを思わせる。そこが自信につながって
いくと思っているので、誰一人として、アサーティブプログラムのおかげだとか、志村さんのお
かげだと言ってほしくないなと勝手に思っている内容にはなりますが、そういったテクニカルな
部分も必要ではないかなと感じています。
そして、学生の成長支援とその制度設計について学内で提起をきちんとできるということをし
ていく責任もあるのではないかと考えました。
以上で私からのお話は終わりとさせていただきます。ご清聴、ありがとうございました。
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