
危機の時代の大学経営2022『少子化時代の大学経営と入試広報の現在』

講演者 [登壇順]

ご挨拶

プログラム

3年にも及ぶパンデミックの蔓延、18歳人口の漸減、DXの加速的進行のなかで、大学関係者の皆様におかれては、デジタル
機器を最大限活用しながら、教育・研究を進める一方で、縮小しつつある大学受験市場において、それぞれのアドミッション
ポリシーに叶う受験生を確保し、大学の安定した運営に資するべく、多大な努力を図ってこられたことと存じます。

2010年12月に始まった弊所の連続シンポジウム「危機の時代の大学経営」は、コロナによる2年連続の中止を余儀なくされ
ながら、本年10月、第10回目の開催を迎えるに至りました。これもひとえに講師の大役をお引き受けいただいた先生方、お忙
しい中毎回ご参集いただいた関西の大学関係者を始めとする各界の方々のおかげと深謝しております。

記念すべき本シンポジウムは、入学志願者数と入学定員数の逆転現象が生じている中、大学広報の現在と課題を論じてもら
うことを目的として、全国一の志願者数を連続して集めている近畿大学、国立女子大学初の工学部設置を決断した奈良女子大
学、秋田空港から車で10分と立地上ハンデを背負いながら、リベラルアーツ教育の新機軸を樹立した国際教養大学から広報戦
略の策定と実施に深くかかわってこられた先生方をお招きします。大学広報ひいては大学ブランディングのあるべき方向性を
論じていただくとともに、横山様からはジャーナリストの立場から見た大学の諸課題を提起していただきます。

それに先立って前文部科学事務次官義本様には、本年5月に公表された「教育未来創造会議第一次提言」を中心とした今後の
我が国の教育行政の基本戦略をご紹介していただきます。

大学改革推進フォーラム

大学改革と「教育未来創造会議第一次提言」の目指すところ

知と汗と涙の近大流コミュニケーション戦略

少子化時代における大学経営の在り方をめぐって（シンポジウムの総括）

我が国の高等教育の将来展望と大学広報

「少子化時代の大学経営と入試広報に関するアンケート」の報告

前文部科学事務次官 義本博司氏

大学問題研究所所長 阿部功

株式会社NPCコーポレーション代表取締役社長 西井幾雄

近畿大学経営戦略本部長 世耕石弘氏

元日本私立学校振興・共済事業団理事長 河田悌一氏

大学問題研究所

パネラー 前文部科学事務次官 義本博司氏
近畿大学経営戦略本部長 世耕石弘氏
奈良女子大学理事長参与 小路田泰直氏
国際教養大学理事長・学長 モンテ・カセム氏
日本経済新聞社客員編集委員 横山晋一郎氏

モデレーター 株式会社ホトゼロ代表取締役社長 花岡正樹氏

基調報告

閉会挨拶

開会挨拶

パネルディスカッション

総 括
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これからの大学
広報、コミュニ
ケーション戦略

我が国の高等
教育の将来像
をめぐって

第1部 第2部

1947年 スリランカ民主社会主義共和国コロンボ
生まれ。
スリランカ大学自然科学部建築学科卒業後、日本
へ留学し 東京大学大学院工学系研究科博士課程
で都市工学を専攻に学ぶ。 国際連合地域開発セ
ンター（UNCRD）主任研究員等を経て、1994
年に立命館大学国際関係学部教授。2004年に立
命館アジア太平洋大学学長、学校法人立命館副総
長、2018年大学院大学至善館学長等を経
て、2021年6月より公立大学法人国際教養大学
理事長・学長に就任。

Monte CASSIM（モンテ・カセム）氏
国際教養大学理事長・学長

パネルディスカッション

1977年3月 京都大学文学部卒業
1984年3月 京都大学大学院文学研究科単位取得

退学
1986年4月 橘女子大学文学部講師（常勤）
1988年4月 京都橘女子大学文学部助教授
1989年4月 奈良女子大学文学部助教授
1998年1月 奈良女子大学文学部教授
2013年3月 同上退職
2013年4月 奈良女子大学理事・副学長
2022年3月 同上退職

小路田泰直（こじたやすなお）氏
奈良女子大学理事長参与

パネルディスカッション

河田悌一（かわたていいち）氏
元日本私立学校振興・共済事業団理事長

文部科学省 中央教育審議会 臨時委員（2009∼2021年2月 、大学教育再生加速プログラム（AP）委員会委員
長、日本学術振興会育志賞選考委員会委員、国立大学法人金沢大学経営協議会学外委員、国立大学法人千葉
大学経営協議会学外委員、国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員など。2021年春瑞宝重光章
〔専門分野〕中国思想史、現代中国論

1945年 5月 京都市生まれ（昭和20）
1968年 3月 大阪外国語大学中国語学科卒業
1972年 3月 大阪大学大学院文学研究科博士課程所定単位修得後退学

大阪大学博士（文学）
1972年 4月 和歌山大学助手
1980年 4月 文部省長期在外研究員（イェール大学）
1986年 4月 関西大学教授（文学部）
1993年 4月 関西大学国際交流センター所長
1998年10月 関西大学文学部長
2001年 4月 関西大学副学長（共通教育担当）
2003年10月 関西大学学長（∼2009年9月）
2010年 1月 日本私立学校振興・共済事業団理事長（∼2018年3月）
2018年 7月 一般社団法人大学資産共同運用機構理事長
2020年 9月 一般社団法人大学基金推進機構理事長

（一般社団法人大学資産共同運用機構から名称変更）
2021年 4月 関西大学東京センター長（現在に至る）

総 括

大学改革推進フォーラム

NPCコーポレーションは、2007年「大学問題研究
所」を設置。国公私立大学の抱える諸問題を摘出
し、その解決策の検討を行い、課題レポートを各
大学に対して提出してきました。2010年からは
『危機の時代の大学経営』と称して多くの有識者
を招いたシンポジウムを開催しています。
大学をめぐる環境条件の深刻化に対応するため体
制を強化し、2016年より「大学改革推進フォーラ
ム」として、総合的に調査研究、講演活動を進め
ております。

昭和36年12月20日生 出身地京都府
昭和58年10月 国家公務員採用上級甲種試験(法律)合格
昭和59年 3月 京都大学法学部卒業
昭和59年 4月 文部省入省
平成 3年 8月 福岡県教育委員会指導第二部義務教育課長
平成 7年 2月 外務省在ﾌﾗﾝｽ日本国大使館一等書記官
平成12年 7月 文部省大臣官房総務課課長補佐

(文部大臣秘書官事務取扱)
平成15年 1月 文部科学省初等中等教育局幼児教育課長
平成16年 7月 文部科学省大臣官房文部科学広報官
平成18年 7月 厚生労働省雇用均等･児童家庭局保育課長
平成21年 7月 文部科学省高等教育企画課長
平成24年 8月 文部科学省大臣官房会計課長
平成25年 7月 文部科学省大臣官房審議官

(初等中等教育局担当)
(併)国立教育政策研究所次長､内閣府大臣官房審議官､
(併)内閣府子ども･子育て支援新制度施行準備室次長
平成26年 7月 文部科学省大臣官房審議官

(高等教育局担当)
平成28年12月 文部科学省大臣官房総括審議官
平成29年 7月 文部科学省高等教育局長
平成31年 1月 独立行政法人大学入試ｾﾝﾀｰ理事
令和 3年1月 文部科学省総合教育政策局長
令和 3年9月 文部科学事務次官
令和 4年8月 同上退官

義本博司（よしもとひろし）氏
前文部科学事務次官

基調報告
パネルディスカッション

奈良県出身。

大学を卒業後、1992年近畿日本鉄道株式会社に

入社。以降、ホテル事業、海外派遣、広報担当を

経て、2007年に近畿大学に奉職。

入試広報課長、入学センター事務長、広報部長、

総務部長を歴任。2020年4月から広報室を配下

に置く経営戦略本部長となり、現在に至る。

世耕石弘（せこういしひろ）氏
近畿大学経営戦略本部長

特別講演
パネルディスカッション

横山晋一郎（よこやましんいちろう）氏
日本経済新聞社客員編集委員

1955年 茨城県生まれ
1979年 一橋大学経済学部卒業

日本経済新聞者入社流通経済部、
広島支局、東京社会部等を経て

1992年4月 東京社会部次長
1996年4月 東京社会部編集委員（教育担当）
2016年4月 東京編集局長付編集委員
2021年4月 編集総合解説センター専門人材グループ編集委員
2022年6月 日本経済新聞社退職
2022年7月 日本経済新聞社と業務委託契約を結び客員編集委員

編集委員時代は朝刊「教育」欄を20年余、担当。
大学を中心に教育問題を取材執筆

パネルディスカッション 花岡正樹（はなおかまさき）氏
株式会社ホトゼロ代表取締役社長

株式会社ホトゼロ代表、ウェブマガジン「ほとん
ど０円大学」編集長。
ディレクター、プロデューサー、ライターとし
て、大学関連の広報戦略や広報物の企画立案と作
成に携わるほか、大学の魅力を社会に広く伝える
書籍の執筆にも取り組む。

著書に『50歳からの大学案内関西編』（ぴ
あ）、『年齢不問！サービス満点!! 1000％大学活
用術』（中央公論新社）、『定年進学のすすめ−−第
二の人生を充実させる大学利用法』（花伝
社）、『フツーな大学生のアナタへ−−大学生活を
100倍エキサイティングにした12人のメッセー
ジ』（共著、くろしお出版）。

パネルディスカッション
モデレーター




