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長岡大学学長
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“個性が輝く大学”を目指して･･･
崖っぷちからの脱出大作戦（第2回）

Point
1 定員割れ大学の生き残りは、教育の特徴化、個性化しかない。長岡大学は大学教育に対する社会の

要請に積極的に対応する方向で個性化に挑戦。
2 弱みを強みに変える逆転の発想で、小さい大学だから、長岡立地だからできる「幅広い職業人と

しての人づくりと実学実践教育」を追求。
3 戦略構想力と組織能力と科学的アプローチの 3点セットで、ものづくりマネジメントの「良い設

計から良い流れ」を。
4 4 年連続で入学者が増加した、完全黒字化が見えてきた、特徴ある大学として全国的に知られる

ようになった、だが、成功感はない、不安は増すばかり。

4. 長岡大学改革宣言
最悪の条件

私が学長を務めている長岡大学は新潟県内で人

口 2番目の産業集積地、長岡市にある。経済・経

営系の 1学部 2学科、入学定員 160 人の小規模大

学である。短大では学生が集まらないから、とい

う安易な発想で 2001 年に 4 年制大学に改組転換

した。文科省によると、定員割れは大都市圏に近

い地方の小規模、新設大学に圧倒的に多いという

が、その条件をすべて満たしている。

開学時から定員割れ、次の年は実質的にもっと

減った。これに理事会は強い危機意識を持ち、対

策を検討する小委員会を設けた。半年後に出され

た小委員会の結論は、“特徴がない、顔の見えな

い大学、教育力と地域密着度の再構築が喫緊の課

題”であった。文科省が言う通り、もともと条件

が悪い上に特徴がないのだから、これは最悪。こ

のまま行けば倒産は目に見えている。

小委員会の答申を受けて、理事長、学長も動き

始めるのだが、そこで突然、理事長は辞表を出し

てしまった。表向きの理由は高齢に伴う健康不安

であったが…。次の理事長は、「おやじが設立に

貢献した学校法人を放っておくわけにはいかな

い」と地元中堅企業の会長が引き受けた。新理事

長は就任とともに「長岡大学緊急アクションプラ

ン」を示した。とにかく、当時の理事会と新理事

長は見事に機能を発揮した。理事長の強いリー

ダーシップで、この時期に後の改革を導く重要な

決定をしている。①カリキュラムの抜本的改革、

②教員勤務の厳正化、③留学生受け入れの厳格化

と推薦入試の評定値アップなどである。③項は入

学者減の大学の常識とは反対の決定である。

私は理事長交代までは、大学のマネジメントに

はまったく関与していなかった。当時、東レ経営

研究所などの仕事の手伝いで忙しかったので、大

学の経営は野次馬的に見ていただけだ。



2009.11 経営センサー
1111

“個性が輝く大学”を目指して･･･崖っぷちからの脱出大作戦（第2回）

だが、新理事長に口説かれて、マネジメントに

かかわるようになり、結局は“崖っぷちに立つ地

方弱小大学”の学長を引き受ける羽目になった

（前号参照）。その時悩んだことは、リーダーとし

て舵取りを間違えた場合の責任の取り方である。

私財を投じても、補うことは到底不可能。決して

手抜きせずに全力を尽くすしかないと覚悟を決

め、他の仕事はすべて断った。このような劣悪な

大学を作った当時のトップには激しい憤りを感じ

た。

東レのトップマネジメントの近くで、長い間経

営の修羅場を見聞きし、重大な意思決定にも関

わってきた経験の蓄積と、その過程での経営に関

する勉強の蓄積を総動員して、是が非でも「生き

残りプロジェクト」を成功させると心に決めた。

特に経営戦略の勉強は徹底的にやったので、自称

戦略家の手腕を見せつけたい。更には、PNC法 1

の工業化、インターフェロンの事業化、技術セン

ターの仕組み作りなど、初めの内はどうしたらで

きるのか皆目見当の付かなかった多くの大プロ

ジェクトを何とか成功させてきたという自負心も

心の支えとなった。

充実感、達成感、満足感

“窮すれば通ず”と言うが、困り果てれば必ず

道が開けるのか。そんなことはない。正確には、

“窮すれば則ち変ず、変ずれば則ち通ず、通ずれ

ば則ち久し”、自らを変えないと通り抜けること

はできない。長岡大学が生き残るためには、変

身・改革は不可欠と考えた。学長の果たすべき役

割は、単なるマネジャーではなく、改革プロジェ

クトのリーダーでなければならない。お手本とし

たのは小倉昌男氏（ヤマト運輸元社長）とカルロ

ス・ゴーン氏（日産自動車社長）。彼等は現場の

現実を徹底的に分析し、計算し尽くして戦略を練

り上げ、それを着実に実行させて成功するという

点で共通している。

何をどのように改革すれば生き残れるのか。学

長に就任した 2004（平成 16）年 4月の教授会で、

「改革の基本方針」を発表した。改革の方向は理

事会小委員会答申の「教育力と地域密着度の再構

築」を基本に、その後の新カリキュラムの検討で、

おおよそはコンセンサスができていた。これを具

体的に文書化したのである。その中で、「長岡大

学改革宣言」を内外に発表すると言った。

その宣言の中で、何をどのように改革するのか

を明確に具体的に示そうと思った。カルロス・

ゴーン氏の日産リバイバルプランのように具体的

な数値目標を掲げて、やるべき重要手段を示すも

のにしたいと思ったのだが、それはとてもできな

かった。大学間競争に勝ち残る定石も手筋も拠り

所になるものが見当たらない上に、自分らのマー

ケット（高校生の意識）も自分らの大学の強み弱

みも十分に掴んでいない。こんな状態では、論理

と計算に基づいた本当の戦略は立てられない。

そこで、教育において何を目指して改革に取り

組むのか、そのコンセプトをコンパクトでアピー

ル力のあるスローガンにして、特徴のある新しい

大学に変えようとする意欲や熱意を、先ずは大学

内外に発信したいと考えた。ところが、これが難

しい。教職員にもアイデアを求めたが、納得のい

く言葉が見つからない。

1   ナイロン原料のカプロラクタムの製法。光合成反応を利用する東レの独自開発技術。

⇒長岡大学は「ビジネスを発展させる能力」と「人間力」を鍛える大学です 
⇒長岡大学は学生に「毎日の大学生活に充実感を、能力アップを確かめて 
　達成感を、卒業のとき４年間を振り返って満足感を」実感させます 

図表 1 長岡大学の基本理念（約束）
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9 月頃、あることがヒントになって、「充実感、

達成感、満足感」という言葉にたどり着いた。そ

の時、思いもかけなかったが、“目の前の霧がま

たたく間に晴れ上っていく思い”がしたのである。

進むべき道筋とやるべきことがはっきりと見通せ

た。経営で言葉は大事だと痛感した。この言葉を

頭に「長岡大学改革の基本方針」と題した B5 判

裏表のパンフレットを印刷し高校側に一斉に配布

し始めた。

2004 年（平成 16 年）10 月 23 日、新潟市で県

内の高校長が集まるイベントが開かれた。私はそ

こに出席し、何十人もの校長に名刺とパンフレッ

トを渡して回った。丁度その日の夕方である、あ

の新潟県中越地震が襲ったのは。2 週間休校、被

害額は 7千万円以上、比較的軽微とはいえ貧乏大

学にとっては痛かったが、それ以上に風評被害で

その年の入学者は激減したのである。

学生募集についても新しい手を打ち始めていた

が、その程度ではほとんど効果が見られない。学

長就任 1年で、学生募集停止を考えざるを得ない

窮地に追い込まれた。減り始めた学生を増やすこ

との難しさを思い知らされたのである。

21世紀の社会ニーズに対応した教育で特徴化

当時でも、多くの私学は学生募集に苦労してい

た。学生募集活動はまさにマーケティングだが、

その戦略の選択肢は様々である。その当時、人気

のある専門分野への学部学科の再編、キャンパス

の都心回帰、スポーツでの知名度アップなどでの

成功例は知られていたが、これらには資金力が必

要で、貧乏大学では失敗すると命取りになる。実

際に学内の議論でも出てきたが、長岡大学はこれ

らは初めから諦めざるを得なかった。

それよりも大学改革の本丸、すなわちわが国の

大学が抱える教育上の最重要課題に挑戦する道を

選ぶのが本手だと考えた。

1998 年の大学審議会は 21 世紀の大学は「競争

環境下で個性が輝く大学」と言った。2005 年の

中央教育審議会では、大学の果たすべき機能を 7

つ挙げて、それぞれの大学はどの機能に特化する

のかを定めるように求めた。

一方で、わが国の大学教育については、これま

でも実社会で役に立つ教育を行っていないという

厳しい批判があった。それに加えて、大学卒業者

を大量に採用する産業界からは、今の若者は社会

人基礎力が弱いという大きな問題が提起され始め

ていた。これが若年者の失業率を高め、ニート、

フリーターを増やすと専門家は危機意識を募らせ

ていた。大学教育はこの問題に立ち向かうことが

強く求められるようになったのである。更に、学

生の学びに対する姿勢も変わった。大学教育の在

り方は変わらざるを得ない状況にあるのだ（前号

参照）。

長岡大学は大学教育に対するこのような社会の

要請に積極的に対応する方向で徹底して先行し、

個性化・特徴化を実現する、これに賭けるしかな

いと教職員の気持ちはまとまった。ほとんどが県

内出身で地元での就職を希望している学力中位レ

戦略的要因に 
どれを選ぶかで 
戦略は異なる 

戦略 
 

組織 
能力 

就職の実績 

有名な教員 

留学生依存 

安い学費 

豪華な施設設備 

魅力的な立地 

知名度アップ 
（スポーツなど） 

資金力 

人気のある専門分野 

教育理念 

優れた教育サービス 

財政 
支援 

図表 2 大学の特徴・個性あるいは競争優位性は何で決まるのか

出所：筆者作成
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ベルの学生全員を、地元の産業界に歓迎される幅

広い職業人に鍛え上げることを戦略ターゲットに

定めた。そして、「実質就職率 100 ％、ニート、

フリーターは出さない」と前述の改革宣言に明記

した。

5. 地方小規模大学の弱みを強みに変える逆転

の戦略
面倒見の良さと地域の教育力のフル活用

目指すべき戦略のターゲットは決まった。経営

戦略のテキストによれば、戦略ファクターは自己

の強みを活かすことである。実績の乏しい新設大

学に強みはない。逆転の発想、弱みを強みに変え

てしまえ。

第一に小さいこと、全国でも最も小さい大学だ

ろう。小さい単科大学だから教職員を結束させや

すく、小回りも効く。これを活かして徹底的に面

倒見の良い、きめの細かい教育をやる。4 年間必

修の少人数ゼミで個別に目標管理の指導を行い、

少人数の課題解決型、自律実践型科目の個別指導

でビジネス展開能力と人間力を鍛える。

第二は長岡という地の利を活かして、徹底的に

地域の教育力を取り込む。特に産業集積地で力の

ある独立系中堅企業が多いので、実学実践教育に

は適している。大都市圏と違って、地方では大学

と地域社会や地域の産業界との連携は具体的にイ

メージしやすい。地元も大学に関心を持ってくれ

る。地域の産業界の実務家に実学教育の指導を依

頼すると同時に、実習実践の場も提供してもらう。

卒業に当たっては実課題を取り上げて調査研究を

行い提言を発表し、実社会の関係者の評価を得る。

その他に実学重視の視点で、専門教育は日商簿

記、販売士などの職業資格に合格できる水準を目

標に体系的に授業を行う、就職力向上と就職への

意欲を啓発するキャリア開発科目を充実するなど。

平成 17 年度から導入した新カリキュラムは以

上のような特徴を持っている。その後、ほぼ 2年

ごとに大きな改定を行っているが、いずれも「幅

広い職業人としての人づくりと実学実践教育」を

徹底させる改良改善である。結果として、実際に

随分と特徴のある大学教育プログラムになってし

まった。

生き残りのグランド・ストラテジー

生き残りのグランド・ストラテジーは教育で高

校側が注目する特徴を打ち出すことを中核に構成

した。並行して、意識改革と経営体質の強化と入

学者を増やすための学生募集活動の戦略化を行

う。同時に地域貢献活動にも力を入れる。これは

地域の教育力動員もあるが、次のステージで安定

構造の確立を狙う上で、地域社会を味方にしてお

く長期戦略的狙いがある。また、こうした戦略展

A.　意識改革、経営体質強化 

入学志願者の増加 
　（短期戦略） 

安定構造の確立 
（長期戦略） 

B. 
学生募集活動 
の抜本的見直し 

C. 
教育の差別化 
と教育力の強化 

D. 
地域貢献 

図表 3 生き残りのグランド・ストラテジー

出所：筆者作成
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開の過程で、国の政策は極力活用して、特別補助

金の獲得と知名度のアップを狙った。

以上のようなグランド・ストラテジーは皆と相

談してできるものではない。ほぼ半年かけて、私

の頭の中で作り上げた。もちろん、議論はしたが、

この段階では反対もとくになかった。教職員の多

くは、私が何を考えているのか理解できなかった

のではないか。

「教育の差別化」も「学生募集活動」も「地域

貢献」も一つの統一された理念・方針の下に組織

的に展開されない限り、効果は発揮されない。資

金力は要らないが、戦略構想力と組織能力が不可

欠である。前号でも述べたように、大学の教員は

組織的な仕事に弱い。彼らが組織能力を持つよう

にするには、根気よく意識改革をやらなくてはな

らない。

金が無かったお陰だが、考えてみれば大学とし

て最も難しい道を選んだことになる。だが、これ

が成功すれば、他の大学にはなかなか真似ができ

ない競争上の強みになる。とにかく、進むべき方

向と基本となる価値基準はしつこく繰り返して浸

透させた。その上で、メクラ判マネジメントを

やった。そのうちに危機意識を持ちやる気のある

何人もの教員は勝手に動き出し、互いに声をかけ

あって、自律分散型の組織能力がそれなりに育ち

始めた。

戦略経営は科学的アプローチから

小倉氏、ゴーン氏を見るまでもなく、戦略的経

営は客観的なデータと論理的思考の上に成り立

つ。今までの大学には、教育サービスについてさ

えデータを取るという習慣はなかったようだ。こ

れでは戦略は立てられない。戦略構想力と組織能

力ともう一つ、科学的アプローチが不可欠などで

ある。

長岡大学の戦略上最も重要な目標指標は、①実

質就職率、②卒業時満足度、③主要職業資格取得

数、④退学率などである。これらの推移で教育成

果をチェックする。教育サービスを改善するため

には、上記のアウトカム指標と学生個々のデータ、

更に教育プロセスでの様々な実績データの間の構

造的関係を知る必要がある。成果とプロセスを

「見える化」するのだ。これは社会学が得意とす

る分野、専門の教員も何人かいる。

面倒見の良い教育を標榜する長岡大学では、特

に個々の学生についての調査を重視してきた。全

学生を対象に 4年前から学生満足度調査（日常生

活、価値観、大学に対する意見など）、3 年前か

らは、フューチャーマップ診断（意欲や基礎能力

に関する自己評価）を実施し、データの蓄積を

図ってきた。学力と異なり、意欲や能力を客観

的・定量的に評価する一般的な手法はない。長岡

大学では、こうしたデータを元にして手法の開発

を始めている。こうした科学的アプローチが教育

サービスの特徴になり、競争優位に繋がると考え

たのである。

若干の知見を紹介しよう。たとえば、長岡大学

の学生は 5つのタイプに分けることができる。こ

の中で、中位型が就職に最も強く、規則・内向き

型は成績の良い学生が多いにもかかわらず就職に

は最も弱い。したがって、実質就職率 100 ％を狙

うためには、約 20 ％いるこの学生グループをど

う鍛えるかが焦点となる。

社会人基礎力の高い学生は明らかに就職に有利

である。そして、グループで取り組む課題解決型

の実践科目の履修で、確実に社会人基礎力が向上

することも確認している。

規則・内向き型 
１８％ 

規則・外向き型 
２５％ 

不規則・内向き型 
１２％ 

不規則・外向き型 
１０％ 

中位型 
（バランス型） 
３５％ 

図表 4 学生のタイプ分類

出所：筆者作成
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6．「良い設計」から「良い流れ」に
やってきたこと

「ものづくり経営学」の創始者　藤本隆宏先生

（東大大学院教授）は、“ものづくりの基本は良い設

計・良い流れを作ること”と言ったが、これは大学

改革にも当てはまる。小倉昌男氏が言うように

「経営は論理の積み重ね」。客観的な現状認識と論

理に基づいて最善の設計はしてきたつもりである。

新理事長の「緊急アクションプラン」が出され

た 2003 年（平成 15 年）以降にやり始めた改革は

古くからいる教員にとっては不愉快だったに違い

ない。前の学長をはじめ古だぬき教員が次々と辞

め、その穴を公募でやる気のある大学の方針に共

感する教員を選んで補うことができたのが大いに

幸いした。これで意識改革は随分と進んだ。

設計図に従って、やる気のある教職員が先頭に

立って着実に新しい仕掛けと仕組みを作っていっ

た。私はそうした流れに乗っただけである。戦略

作りでは頑張ったが、実行面では特にリーダー

シップは発揮しなかった。理事長も口を出さな

かった。それでも実に多くのことが決められ、実

行された。以下はその年表である。

“個性が輝く大学”を目指して･･･崖っぷちからの脱出大作戦（第2回）

0

アクション 

シンキング チームワーク 

100

83.8 70.6

内定者 未内定者 

内定者 

未内定者 

アクション 

チームワーク 

シンキング 

74.5

70.6

83.8

50.0

62.5

66.7
62.5

74.5

50.0

66.7

図表 5 社会人基礎力の高い学生ほど、就職の内定が早い

出所：筆者作成

カリキュラム改革 

大学改革宣言の発表 

新聞意見広告 

大学魅力アップ戦略 

年度 
（西暦） 

04年 

03年 

05年 

06年 

07年 

08年 

09年 

Ａ．意識改革、 
 経営体質改善 

Ｂ．教育の差別化 Ｃ．学生募集活動の 
 戦略化 

Ｄ．地域貢献 

緊急アクションプラン 
教員採用公募制 

改革の基本方針 
給与体系改定 
教員昇任規定 
教員勤務の厳正化 

費用構造改善 
学生満足度調査 
委員会制度の改革 

GP精神本部設置 

入学定員削減 
給与期限付きカット 
定員割れ改善計画採択 

私学事業団の診断 
自己点検評価 

経営会議設置 
大学第3者評価 

新カリキュラム導入 
FD研究会の本格化 
学生指導カルテ 

入学式での学長方針発表 
現代GP選定 

2学科制移行 
現代GP選定 

就職力No.１計画 
基礎力グランプリ 

テーマB選定 

推薦入学、 
留学生入学厳格化 

学長の高校長訪問 
高大連会の模索 

学生募集体制刷新 
対高校情報サービス強化 
センター入試参加 

新聞広告、テレビCM 
ホームページ強化 

文化講演会 
復興祭開催 

商工会議所と提携 
産業活性化協会加盟 
防災安全機構参加 

経産省MOT事業、 
キャリア開発事業受託 
まちの駅開設参加 

県調査研究受託 
長岡市と協定 
社会人学び直し事業 

県・市研究受託 
戦略的大学連携参加 

図表 6 長岡大学改革の内容

出所：筆者作成
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総論は賛成でも各論になると反対は世の常、教

授会でもたくさん出てきたが、勉強量の差と論理

で抑え込んだ。今では、各論で反対意見は出なく

なってしまった。外部の大学関係者からは、その

辺を大いに不思議がられる。

教職員の給与水準を大幅カットし、費用構造を

改善して、損益分岐ラインを大きく下げた。これ

で定員の 70 ％で収支トントン、85 ％あれば健全

経営というスリムな体質になった。賃金カットは

したが、職能給をうまく入れたので、給料に対す

る不満は逆になくなった。

学生はあいさつをするようになり、活気が出て

きた。長岡大学の良いところは、学生と教職員の

距離が近いことと学生は一様に言う。授業中に私

語はほとんどない。これは珍しいと言われる。

2007 年、文科省は「定員割れ改善計画」の優

れたものを支援するという制度を作った。これに

申請して採択された。計画の評価項目は①学生確

保、②カリキュラム改革、③改組転換、定員減、

④外部資金の獲得、⑤諸経費の削減、⑥施設整備、

寄付金募集だが、施設整備、寄付金募集を除いて

他の項目はすべて手を打っていた。審査側から漏

れ聞いたところによると、最も模範的な計画との

こと。専門家からもやるべきことはやっていると

評価されたことになる。

面倒見の良い教育と地域貢献で全国注目株に

戦略のコアは教育の差別化、教育力のアップ。

「人づくりと実学実践教育」を標榜して面倒見の良

い教育を目指した。長岡大学の開発してきた教育

プログラムは文科省の現代的ニーズ対応教育支援

プログラムの「とくに優れた取り組み（通称、現

代GP）」に 06、07年と連続で選定され、その先進

性が公に認められた。GP選定は大学改革の勲章の

ようなもの、新設の地方小規模大学が 2回選ばれ

たということで自慢の種にもなり、注目もされた。

2008 年には、読売新聞の「大学の実力」欄が

面倒見の良い教育の典型例とした長岡大学に注目

した。2008 年 7 月以降、2回の囲み記事を含んで

実に 7回、長岡大学の教育についての記事が全国

版に載った。読売新聞では、“全教員に毎月学生

の個別面談を義務化”“全教員の授業評価ランキ

ングを学生に公表”など、他の大学では到底、で

きそうもないことをやっていると紹介され、その

反響も大きかったのである。

もっと驚いたことに、2008 年 10 月、日経新聞

は全国大学地域貢献度ランキングで長岡大学は全

国 8位、私大ではトップと報じた。マスコミが注

目したのが「学生による地域活性化提案プログラ

ム」で、長岡市の総合計画に挙げられている課題

をゼミ単位の学生グループ（2009 年度は 10 グ

ループ）が卒業提案のテーマに選んで地域の関係

者と一緒に調査研究し、政策提言を市の当局者に

対して行うもの。これが担当教員を感動させるほ

ど学生を成長させ、しかも、地域の関係者からは

学生の提言に対して予想を超える高い評価を受け

たのである。

更に、2006 年に経産省からキャリア教育関連

の事業と MOT 教育事業を、2008 年から 3 年間

は文科省の社会人の学び直し事業を受託し、地域

の産業界に対して東京の専門職大学院レベルの

MOT 教育を無料で行って、存在感を強く印象付

けた。受託した事業費総額は 7千万円ほど、国か

らチョットした公共事業を持ってきたようなもの

である。

こうしたことで、2009 年になると、大学関係

のジャーナルに何回もインタビュー記事が載り、

セミナーでの講演も頻繁に依頼されるようになっ

た。全国の大学から幹部が来訪するようになり、

ついには早稲田大学の御一行が理事を先頭にやっ

てきたのだ。大学教育関係者の間では教育と地域

貢献の両方で長岡大学は「全国レベルで有名な大

学」に成り上がってしまった。

国の政策に乗って収入増大

文科省は大学改革を促進するために、いろいろ

な政策を出している。現代GPなどはその代表で、

選定されると特別交付金が 3年間、定員割れ改善
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計画では 5年間交付される。

長岡大学はこれらに積極的に応募した。2006

年度以降、厳しい審査を経て獲得した特別補助金

（社会人の学び直し事業委託も含む）は今後の確

定分を含めて 2億 3千万円に達する。これは小規

模大学にとってはバカにならない収入増。入学者

の数割アップに相当する。お陰で、本体は赤字で

ありながら、学生への教育サービスだけは贅沢に

やることができた。

更に、知名度アップ（学生募集には効かないと

言われてはいるが）や学内の士気の向上にも少な

からぬ効果があった。

こうした競争的資金の獲得には、相当に高い戦

略構想力が必要である。長岡大学には、民間のシ

ンクタンク出身の戦略構想力に長じた教員が何人

かいたことが幸いした。

7．新たな不安
ゴーン氏のようにはいかない

結果として、入学者数は 2005 年度（平成 17 年

度）を底に 4年連続して増加した。それでも入学

定員までは届いていない。その意味では目標未達

である。カルロス・ゴーン氏の見事な V 字型回

復の再現を夢見たのだが、そんな甘いものでな

かった。

それでも、入学者ベースで健全経営ラインに達

し、「定員割れ改善計画」の収支見通しを上回っ

て昨年度はキャッシュフローで収支トントン、今

年度以降、完全黒字化が見えてきた。当面の危機

は脱したことになる。

“天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に

如かず”、これはかなり早い時期から意識してい

た言葉だった。天とは大学改革の時流に乗ること、

地とは長岡の立地をフルに活かすこと、人とは教

職員の組織能力で勝つことである。この戦略の発

想はこれまでのところは間違ってはいなかった。

たまたま、今年の NHK 大河ドラマは新潟が舞台

の「天地人」。これは何を暗示するのか。

困難の大きさが見えてきた

崖っぷちから少しは安全な所に移動できたが、

危険が去ったわけではまったくない。定員まで増

やすことができるのか、学生募集で安定した地位

を確保できるのか、見通しは立っていない。とい

“個性が輝く大学”を目指して･･･崖っぷちからの脱出大作戦（第2回）

入学者数 
大学改革 

オープンキャンパス参加者数 
（高校3年生のみ） 

年度 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

中越地震 

図表 7 入学者数の推移

出所：筆者作成
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うよりも分からなくなってきたのである。

実は、これまでの入学者増加の理由がよく分か

らないのである。前述したように、全国レベルで

は「教育力の強い大学」としての知名度が上がっ

たのだが、県内の高校側や一般市民にはまったく

浸透していないし、高校生や高校の先生は、大体

そんなことにはあまり関心がないらしい。高校側

への PR戦略も練り直さなければならない。

文科省筋から聞いたが、「定員割れ改善計画」

で公的支援を受けている大学のうちで、入学者を

増やしているのは 2割に満たないとのこと。一度、

入学者が減り始めた下向きベクトルを上向きに変

えることがいかに困難なことか。今のところ優等

生になっている長岡大学もいつどうなるか分かっ

たものではない。

もっと大きな問題にぶつかっている。実質就職

率 100 ％がとてつもなく困難な目標であることが

分かってきたのである。実質就職率 100 ％とは、

大学院等への進学を除いた卒業生全員が正規の職

に就くことである。通常の就職率は大学の就職支

援センターの世話になった就職希望者のうち、実

際に就職した人の割合で、これまでどの大学も就

職しようとしない学生、つまり、ニート、フリー

ター予備軍の存在からは目をそらせてきたので

ある。

長岡大学はそこに挑戦した。いろいろな手を講

じて、80 ％レベルから 90 ％レベルまでは上昇し

てきたが、これ以上は、もともと職業への意欲と

社会人基礎力に欠ける 10 ％ほどの学生を徹底的

に鍛え直さなければ達成できない。その方法が分

かっていないのである。

私学振興事業団の専門家は、大学間競争は「戦

略の時代から戦闘力の時代へ」と変わり始めたと

言っていたが、これは私も感じていたことである。

戦闘力は「進化する組織能力」によって強化され

る。長岡大学の組織能力を今以上に高めるにはど

うしたら良いか。ソッポを向いている教員もまだ

いる。職員の多くは指示待ち。彼らを何とかしな

いとこれ以上はムリだが、その答えはまだ見つ

かっていない。今年の 4月頃から、感じていた底

知れぬ不安感の原因がそこにあることに、私は最

近気づいた。
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