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入り口調査を教育と広報の出発点に

エンロールメント・マネジメントと学生調査

入学前から卒業後まで一貫して
私たちの学生を知り抜くために
山形大学エンロールメント・マネジメント部教授
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※あくまでもコンセプトであり、現在統合されていないデータも含む。 ※EM：エンロールメント・マネジメント

る。
大切なことは、私たちの学生を、そ
して、私たちの大学を継続して知り抜
き、その可能な最大限の価値を創造す
るために、私たちの大学にとってふさ
わしい方向性を考え抜き、大学が組織
一体となって、歩みを続けることであ
る。

＊アメリカマーケティング協会による2007年の定義（高橋郁夫訳）
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