
14-1 オープンキャンパス実施の流れ

14-2 イベントを作成する

14-3 来校受付を設定する

14-4 アンケートを作成・管理する

14-5 イベントにアンケートを設定する

14-6 開催準備をする

14-7 受付・アンケートを実施する

14-8 受付・アンケートの結果を確認する

14-補足 来校予約人数管理について

オープンキャンパスを実施する流れを説明します。

また、オープンキャンパスアンケートの作成と管理、オープンキャン
パスイベントへのアンケートの設定、オープンキャンパスの開催、お
よびアンケート結果の分析と確認について、説明します。

第14章

オープンキャンパスの実施



業務の流れ 概要

オープンキャンパス
イベントの作成

スタディサプリ進路にイベントを入稿すると、スタディサプリ for 
Marketingでイベント管理の機能が利用できます。

来校受付の設定

アンケート利用のために来校受付の設定をします。

来校受付設定は全イベント共通の設定です。随時、変更・解除ができま
す。

オープンキャンパス
アンケートの
作成と管理

事前にアンケート項目を検討し、アンケートを作成します。

オープンキャンパス
イベントに

アンケートを設定

⚫ オープンキャンパスイベントの一覧、開催日時、および詳細を確認
します。

⚫ オープンキャンパスイベントごとに、オープンキャンパスアンケー
トを設定します。
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第14章 オープンキャンパスの実施

オープンキャンパス予約者へのリマインダーメール自動送付、当日の受付がデジタルに行え、予約者と実来
校者を管理できます。※別マニュアルの「受付管理の手順案内」を参照してください。

また、開始前と終了後に参加者へのアンケートを実施できます。回答を集計して分析することで、事前と事
後に参加者が感じた貴校への印象の違いを把握し、貴校の魅力の伝わり方についての課題を抽出できます。

来校受付設定、アンケートの作成と管理、イベントの管理、アンケートの回答の分析など、オープンキャン
パスを実施するために必要な作業の流れを以下に示します。

オープンキャンパスイベントは、イベント入稿機能で作成します。

重要

「14-2 オープンキャンパスイベントを作成する」

参照

「14-4 オープンキャンパスアンケートを作成・管理する」

参照

「14-5 オープンキャンパスイベントにアンケートを設定する」

参照

（次ページに続く）

設定方法はマニュアル一覧にある別マニュアル「受付管理の手順案内」
を参照してください。

参照

アンケート利用は任意です。アンケートを行わない場合は来校受付設定
は必須ではありません。

重要



業務の流れ 概要

オープンキャンパス
の開催準備

⚫ 参加者を管理します。

⚫ 登録されている個人にメッセージを送信します。

⚫ オープンキャンパスで使用する以下の資料を準備します。
出欠名簿、参加者の名札、受付・アンケート実施説明資料（QRコー
ド付き）、紙アンケート

オープンキャンパス
で来校受付、

アンケートを実施

⚫ オープンキャンパスで、受付・アンケート実施説明資料（QRコード
付き）を配布します。

⚫ 受付状況を確認します。

⚫ アンケートの回答状況を確認します。

⚫ 紙アンケートの回答を登録します。

オープンキャンパス
受付状況、

アンケート結果の
確認

⚫ 受付状況の結果を確認します。

⚫ アンケート結果を確認します。
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（前ページからの続き）

「14-7 オープンキャンパスで受付・アンケートを実施する」

参照

「14-8 オープンキャンパスで受付・アンケートの結果を確認する」

参照

「14-6 オープンキャンパスの開催準備をする」

参照
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14-2 オープンキャンパスイベントを作成する

第14章 オープンキャンパスの実施

スタディサプリ for Marketingでオープンキャンパスの管理を行うには、最初にイベントを作成・入稿する
必要があります。

各管理機能はスタディサプリ進路に掲載のあるイベントについて利用できます。

オープンキャンパスイベントの作成方法については、「第4章 イベント入稿」を参照してください。

参考

作成したオープンキャンパスイベントは、即時反映されません。翌日に［オープンキャンパスイベン
ト管理］－［オープンキャンパスイベント一覧］画面に反映されます。
アンケートの設定などの操作は、オープンキャンパスイベントが反映された後、実施してください。

重要

1. サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックします。

［原稿入稿システム（WEB/アプリ）］画面が表示されます。

2. ［入稿メニュー］の［イベント追
加/編集］をクリックします。

［イベントの追加/編集］画面が表
示されます。

3. オープンキャンパスイベントを作
成します。



14-3 来校受付を設定する
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14-3 来校受付を設定する
アンケートを利用するには事前に来校受付設定が必要です。 詳細はマニュアル一覧にある別マニュアル
「受付管理の手順案内」を参照してください。

アンケート利用は任意です。アンケートを行わない場合は開催準備に進んでください。アンケートを
利用するには来校受付設定が必要です。

重要

個人情報取得とプライバシーポリシーの設定は、来校受付設定に移管されました。オープンキャンパ
スアンケートでは個人情報の取得は行いません。来校受付設定画面では、取得する個人情報の項目と、
受付フォームに表示するプライバシーポリシーの文章を編集することができます。個人情報の取得に
ついては別マニュアル「受付管理の手順案内」を参照してください。

以下はプライバシーポリシーの編集画面です。初期状態で例文が入力されていますので、そのままご
使用いただくこともできます。

参考
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アンケートの作成と管理の流れは、以下のとおりです。

「14-4-1 アンケートを新規作成する」

「14-4-2 アンケートを下書き保存する」

「14-4-3 アンケートのプレビューを表示する」

「14-4-5 アンケートを編集する」

「14-4-7 アンケートを確定する」

オープンキャンパスイベントにアンケートを設定するにはアンケートを「確定」する必要があります
が、確定したアンケートは編集と削除ができなくなります。

注意

14-4 オープンキャンパスアンケートを
作成・管理する

オープンキャンパスアンケート（以降、アンケート）は、オープンキャンパスの参加者に対するアンケート
です。アンケートには、「開始前アンケート」と「終了後アンケート」があります。

アンケートは、掲載済みのオープンキャンパスイベント、およびオープンキャンパスの開催予定（開
催日時）ごとに設定できます。詳細は、「14-5 オープンキャンパスイベントにアンケートを設定す
る」を参照してください。

重要

アンケートは、サイドナビゲーションメニューの［オープンキャンパス管理］→［アンケート設定］をク
リックして表示される［オープンキャンパス管理］－［アンケート設定］画面で管理します。
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アンケートの「基本情報」を設定し、「開始前アンケート」と「終了後アンケート」を作成します。

14-4-1 アンケートを新規作成する

1. ［オープンキャンパス管理］－
［アンケート設定］画面の［アン
ケートを新規作成する］ボタンを
クリックします。

アンケート作成では、以下の3つの設定をします。

①アンケートの基本情報の設定

②開始前アンケートの設定

③終了後アンケートの設定

オープンキャンパスアンケートでは個人情報の取得は行いません。個人情報の取得については「受付
管理の手順案内」のマニュアルを参照してください。

参考
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［基本情報］タブの各項目について、以下に説明します。

アンケート基本情報

項目 説明

アンケート管理名
アンケートの名称を入力します。［オープンキャンパス管理］－［アン
ケート設定］画面に表示される、アンケート管理上の名称です。

アンケート表示名 実際のアンケートに表示される、アンケートのタイトルを入力します。

＜表示例＞

アンケートの基本情報は、［オープンキャンパス管理］ －［アンケート編集］画面の［基本情報］タブで
設定します。以下のいずれかの操作で［基本情報］タブを開きます。

⚫ 画面上部の［基本情報］タブをクリックする
⚫ ［開始前アンケート］タブ左下の「基本情報を編集する」をクリックする

① アンケートの基本情報の設定
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② 開始前アンケートの設定

開始前アンケートは、［オープンキャンパス管理］ －［アンケート編集］画面の［開始前アンケート］タ
ブで設定します。画面上部の［開始前アンケート］タブをクリックすると、 ［開始前アンケート］タブの
設定項目が表示されます。
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［開始前アンケート］タブの各項目について、以下に説明します。

項目 説明

順番

各設問の表示順を入れ替えます。

：順番を変更できません。

：1つ上の設問と順番が入れ替わります。

：1つ下の設問と順番が入れ替わります。

ステータス

設問のステータスです。

⚫ 共通
共通設問です。設問の削除、設問名の編集はできません。

⚫ 編集可能
追加された設問です。設問の編集・削除ができます。

設問名 設問の名称です。

回答種別

回答の種別（方式）です。

⚫ 5段階評価
5段階の評価から回答を選択します。

⚫ 複数選択
チェックボックスで回答を選択します。複数回答が可能です。

⚫ 単数選択
ラジオボタン、またはプルダウンで回答を1つだけ選択します。

⚫ 記述
テキストボックスに回答を入力します。

編集

編集可能な設問には［編集］ボタンが表示されます。

⚫ ［編集］ボタンをクリックすると、［オープンキャンパス管理］－
［アンケート設問編集］画面が表示され、［設問内容］に設問の内
容が表示されます。設問内容を編集できます。

⚫ 編集結果を保存するには、設問の設定内容を編集後に［下書き保
存］ボタンをクリックします。

編集可能な設問の編集画面については、以降で説明します。

設問を追加する 任意の設問を追加します。設問の追加については、以降で説明します。

［プレビューを見る］ボタンをクリックすると、別ウィンドウでアンケートのプレビューが表示され
ます。

参考
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編集可能な設問内容と各項目、および任意の設問の追加について、以下に説明します。

以降の説明の画面例は、［オープンキャンパス管理］－［アンケート設問編集］画面の［設問内容］部分の
み記載しています。また、スマートフォン上での設問の表示例を示します。

⚫ 設問名「希望する学部・学科・コースを教えてください」

項目 説明

設問名
設問の名称です。「希望する学部・学科・コースを教えてください」で
固定され、変更できません。

補足コメント
設問の補足説明です。「（当てはまるものすべてにチェックをしてくだ
さい）」で固定され、変更できません。

選択肢入力

⚫ 選択肢をドロップダウンリストで選択します。

⚫ ボタンをクリックすると、1つ上の選択肢と順番が入れ替わります。

⚫ ボタンをクリックすると、1つ下の選択肢と順番が入れ替わります。

⚫ ［削除］ボタンをクリックすると、選択肢が削除されます。

⚫ 「選択肢を追加する」をクリックすると、選択肢が追加されます。

＜設問の設定画面＞ ＜表示例＞
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⚫ 設問名「アンケートの完了」

項目 説明

設問名 設問の名称です。「アンケートの完了」で固定され、変更できません。

表示テキスト 「アンケートの完了」に表示する説明文を入力します。

＜設問の設定画面＞ ＜表示例＞
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⚫ 任意で追加する設問

項目 説明

必須選択
設問への回答を必須にする場合、［必須選択にする］にチェックを付け
ます。

設問種別

設問への回答の種別（方式）です。

⚫ 複数選択：チェックボックス
チェックボックスで回答を選択します。複数回答が可能です。

⚫ 単数選択：ラジオボタン
ラジオボタンで回答を1つだけ選択します。

⚫ 単数選択：プルダウン
プルダウンで回答を1つだけ選択します。

⚫ 記述：テキストフォーム
テキストボックスに回答を入力します。

設問名 設問の名称を入力します。

補足コメント 設問の補足説明を入力します。

貴校に合わせた設問を任意に追加できます。

回答の種別（方式）ごとのスマートフォン上での表示例を、次ペー
ジに示しています。ご参照ください。

参考
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項目 説明

選択数選択

［設問種別］で「複数選択（MA）：チェックボックス」を選択した場
合に表示される設定項目です。

⚫ 選択できる回答数の下限を設定する場合、「選択可能数の下限を設
定する」にチェックを付け、［以上］テキストボックスに下限数を
入力します。

⚫ 選択できる回答数の上限を設定する場合、「選択可能数の上限を設
定する」にチェックを付け、［以下］テキストボックスに上限数を
入力します。

選択肢入力

［設問種別］で「複数選択（MA）：チェックボックス」、「単数選択
（SA）：ラジオボタン」、または「単数選択（SA）：プルダウン」を
選択した場合に表示される設定項目です。

⚫ 選択肢をテキストボックスに入力します。

⚫ ボタンをクリックすると、1つ上の選択肢と順番が入れ替わります。

⚫ ボタンをクリックすると、1つ下の選択肢と順番が入れ替わります。

⚫ ［削除］ボタンをクリックすると、選択肢が削除されます。

⚫ 「選択肢を追加する」をクリックすると、選択肢が追加されます。

⚫ ［設問一覧に戻る］ボタンをクリックすると、 ［オープンキャンパス管理］－［アンケート編集］画面
の［開始前アンケート］タブに戻ります。

⚫ 追加した設問を保存する場合は、［下書き保存］ボタンをクリックします。

以下に、回答の種別（方式）ごとのスマートフォン上での表示例を示します。

＜複数選択：チェックボックスの表示例＞ ＜単数選択：ラジオボタンの表示例＞
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＜単数選択：プルダウンの表示例＞ ＜記述：テキストフォームの表示例＞
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③ 終了後アンケートの設定

終了後アンケートは、［オープンキャンパス管理］ －［アンケート編集］画面の［終了後アンケート］タ
ブで設定します。画面上部の［終了後アンケート］タブをクリックすると、 ［終了後アンケート］タブの
設定項目が表示されます。

⚫ 各項目の説明については、「②開始前アンケートの設定」を参照してください。

⚫ 「設問を追加する」をクリックして表示される、任意で追加する設問の編集画面と各項目の説明につい
ては、「②開始前アンケートの設定」の「●任意で追加する設問」を参照してください。

⚫ ［プレビューを見る］ボタンをクリックすると、別ウィンドウでアンケートのプレビューが表示されま
す。
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編集可能な設問内容と各項目、および任意の設問の追加について、以下に説明します。

以降の説明の画面例は、［オープンキャンパス管理］－［アンケート設問編集］画面の［設問内容］部分の
み記載しています。また、スマートフォン上での設問の表示例を示します。

⚫ 設問名「アンケートの説明」

項目 説明

設問名 設問の名称です。「アンケートの説明」で固定され、変更できません。

表示テキスト 「アンケートの説明」に表示する説明文を入力します。

＜設問の設定画面＞ ＜表示例＞

⚫ 設問名「本校の特長の中で、気に入ったものを教えてください。 」

項目 説明

設問名
設問の名称です。「本校の特長の中で、最も気に入ったものを教えてく
ださい」で固定され、変更できません。

補足コメント
設問の補足説明です。「（当てはまるものすべてにチェックしてくださ
い）」で固定され、変更できません。

選択肢入力

⚫ 選択肢をテキストボックスに入力します。
⚫ ボタンをクリックすると、1つ上の選択肢と順番が入れ替わります。
⚫ ボタンをクリックすると、1つ下の選択肢と順番が入れ替わります。
⚫ ［削除］ボタンをクリックすると、選択肢が削除されます。
⚫ 「選択肢を追加する」をクリックすると、選択肢が追加されます。

＜設問の設定画面＞ ＜表示例＞
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⚫ 設問名「アンケートの完了」

項目 説明

設問名 設問の名称です。「アンケートの完了」で固定され、変更できません。

表示テキスト 「アンケートの完了」に表示する説明文を入力します。

＜設問の設定画面＞ ＜表示例＞

アンケートが下書き保存されます。

1. ［基本情報］ タブ、［開始前ア
ンケート］ タブ、および［終了
後アンケート］タブで［下書き保
存する］ボタンをクリックします。

左の画面例は、［基本情報］タブ
です。

14-4-2 アンケートを下書き保存する

作成中、および編集中のアンケートを下書き保存する方法を説明します。

下書き保存されたアンケートは、編集可能な状態で［オープンキャンパス管理］－［アンケート設
定］画面に表示されます。

参考
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アンケートのプレビュー表示では、アンケートがスマートフォンでどのように表示されるかを確認できます。
アンケートをプレビュー表示する方法を以下に説明します。

14-4-3 アンケートのプレビューを表示する

1. 以下のいずれかの操作を実行しま
す。

［オープンキャンパス管理］－
［アンケート編集］画面の［基本
情報］タブ、［開始前アンケー
ト］タブ、または［終了後アン
ケート］タブで［プレビューを見
る］ボタンをクリックする。

［オープンキャンパス管理］－
［アンケート設定］画面で、プレ
ビューを表示するアンケートの
［プレビュー］ボタンをクリック
する。

別ウィンドウでアンケートのプレビューが表示されます。

⚫ 開始前アンケートのプレビューを表示するには、画面上部の
［開始前アンケート］ボタンをクリックします。

⚫ 終了後アンケートのプレビューを表示するには、画面上部の
［終了後アンケート］ボタンをクリックします。

⚫ プレビューでは、実際に回答を選択して［次のページへ］ボタ
ンをクリックし、アンケートを操作できます。

⚫ プレビュー表示を終了するには、ウィンドウ右上の［×］ボタ
ンをクリックします。
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14-4-4 既存のアンケートをコピーして新規作成する

2. テキストボックスにアンケートの
名称を入力し、［コピーを作成す
る］ボタンをクリックします。

アンケートがコピーされ、［オー
プンキャンパス管理］－［アン
ケート設定］画面に表示されます。

1. ［オープンキャンパス管理］ －
［アンケート設定］画面で、コ
ピーするアンケートの［コピーを
作成］ボタンをクリックします。

［アンケートをコピーして作成］
画面が表示されます。

3. コピーで作成したアンケートの
［編集］ボタンをクリックします。

［オープンキャンパス管理］－
［アンケート編集］画面が表示さ
れます。

4. 「14-4-1 アンケートを新規作
成する」の以下の説明を参照し、
アンケートの内容を設定します。

①アンケートの基本情報の設定
②開始前アンケートの設定
③終了後アンケートの設定
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14-4-5 アンケートを編集する

1. ［オープンキャンパス管理］ －
［アンケート設定］画面で、編集
するアンケートの［編集］ボタン
をクリックします。

［オープンキャンパス管理］－
［アンケート編集］画面が表示さ
れます。

2. 「14-4-1 アンケートを新規作成
する」の以下の説明を参照し、ア
ンケートの内容を編集します。

①アンケートの基本情報の設定
②開始前アンケートの設定
③終了後アンケートの設定

14-4-6 アンケートを削除する

1. ［オープンキャンパス管理］ －
［アンケート設定］画面で、削除
するアンケートの［削除］ボタン
をクリックします。

［アンケートの削除］画面が表示
されます。

確定したアンケートは編集できません。

重要

確定したアンケートは削除できません。

重要
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オープンキャンパスイベントにアンケートを設定するには、アンケートを確定する必要があります。

14-4-7 アンケートを確定する

2. ［基本情報］ タブ、［開始前アン
ケート］ タブ、または［終了後ア
ンケート］タブで［確定する］ボ
タンをクリックします。

左の画面例は、［基本情報］タブで
す。

［アンケートの確定］画面が表示さ
れます。

1. ［オープンキャンパス管理］－
［アンケート設定］画面で、確定
するアンケートの［編集］ボタン
をクリックします。

［オープンキャンパス管理］－
［アンケート編集］画面が表示さ
れます。

確定したアンケートは、編集および削除できません。十分に内容を確認のうえ、確定してください。

注意

オープンキャンパスイベントにアンケートを設定する方法については、「14-5 オープンキャンパスイ
ベントにアンケートを設定する」を参照してください。

参照

2. ［削除する］ボタンをクリックし
ます。

アンケートが削除され、［オープ
ンキャンパス管理］－［アンケー
ト設定］画面に戻ります。
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⚫ ［オープンキャンパスイベント一覧］ボタンをクリックすると、［オープンキャンパス管理］－［オー
プンキャンパスイベント一覧］画面が表示されます。オープンキャンパスイベントにアンケートを設定
できます。

⚫ アンケートは、確定（編集不可）の状態で［オープンキャンパス管理］－［アンケート設定］画面に表
示されます。

アンケートが確定され、［オープン
キャンパス管理］－［アンケート入力
内容確定］画面が表示されます。

3. ［確定する］ボタンをクリックし
ます。
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14-5 オープンキャンパスイベントにアンケー
トを設定する

14-5-1選択したイベント日程に一括でアンケートを設定する
1. サイドナビゲーションメニューの［オープンキャンパス管理］→［オープンキャンパスイベント一

覧］をクリックします。

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント一覧］画面が表示され、オープンキャン
パスイベントの一覧を確認できます。

「スタディサプリ進路」に掲載されているオープンキャンパスイベントには、「14-4 オープンキャンパス
アンケートを作成・管理する」で作成したアンケートを設定できます。

ここでは、オープンキャンパスイベントにアンケートを設定する方法を説明します。以下の2つの設定方法
があります。

⚫ 選択したイベント日程に一括でアンケートを設定する

⚫ 個別のイベント日程にアンケートを設定する

それぞれの設定方法について、以下に説明します。
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［開催日で絞り込む］で開催日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックすると、指定した範
囲内に開催されるオープンキャンパスイベントが一覧に表示されます。 をクリックして表示される
カレンダーで、日付を選択します。

参考

項目 説明

開催日 イベントの開催日の範囲が表示されます。

イベント種別

イベントの種別が表示されます。

イベント名 イベントの名称が表示されます。

日程
［イベント日程］ボタンをクリックすると、イベントの開催日程が表示
されます。手順2.を参照してください。

2. 設定するオープンキャンパスイベ
ントを選択します。
まず、［イベント日程］をクリッ
クします。

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント一覧］画面の各項目について、以下に説明
します。

イベント種別については、「第4章 イベント入稿」を参照してくだ
さい。

参照
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［オープンキャンパス管理］－［イベント日程一覧］画面が表示され、日程の一覧が表示されます。

［開催日で絞り込む］で開催日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックすると、指定した範
囲内のイベント日程が一覧に表示されます。 をクリックして表示されるカレンダーで、日付を選択
します。

参考
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項目 説明

［実施予定］タブ これから開催されるイベントの、日程の一覧が表示されます。

［実施済み］タブ 開催済みのイベントの、日程の一覧が表示されます。

（イベント名の下の）詳細を
見る

［イベント詳細］画面が表示されます。イベントの詳細説明が表示され
ます。

（一覧表左端の）チェック
ボックス

アンケートを一括で設定するイベント日程にチェックを付けます。

一覧表下部の［全てにチェックする］にチェックを付けると、すべての
イベント日程にチェックが付きます。

開催日程 イベント日程の開催日が表示されます。

開催日時 イベント日程の開催時間が表示されます。

アンケート
イベント日程に設定されているアンケートの名称が表示されます。

アンケートが設定されていない場合は、「未設定」が表示されます。

［イベント詳細］ボタン イベント日程の詳細情報が表示されます。手順3.を参照してください。

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント日程一覧］画面の各項目について、以下に
説明します。
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3. アンケートを設定するイベント日
程にチェックを付け、［アンケー
トを一括設定する］ボタンをク
リックします。

［アンケートの設定］画面が表示
され、設定可能なアンケートの一
覧が表示されます。

4. 選択したイベント日程に設定する
アンケートの［このアンケートを
選択］ボタンをクリックします。

［全てにチェックする］にチェッ
クを付けると、すべてのイベント
日程にチェックが付きます。

参考

すでにアンケートが設定されてい
るイベント日程を選択した場合、
設定されていたアンケートが削除
され、次の手順で指定したアン
ケートが設定されます。

注意

⚫ ［確定日で絞り込む］でアンケートの確定日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックする
と、一覧に表示するアンケートを確定日で絞り込めます。 をクリックして表示されるカレンダー
で日付を選択します。

⚫ ［プレビュー］ボタンをクリックすると、アンケートのプレビューが表示されます。

参考

アンケートのプレビュー表示については、「14-4-3 アンケートのプレビューを表示する」を参照して
ください。

参照
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アンケートが設定され、［オープン
キャンパス管理］－［オープンキャン
パス イベント日程一覧］画面に戻りま
す。設定したアンケートの名称が［ア
ンケート］に表示されます。

14-5-2 個別のイベント日程にアンケートを設定する
1. サイドナビゲーションメニューの［オープンキャンパス管理］→［オープンキャンパスイベント一

覧］をクリックします。

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント一覧］画面が表示され、オープンキャン
パスイベントの一覧を確認できます。
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2. 設定するオープンキャンパスイベ
ントを選択します。
まず、［イベント日程］をクリッ
クします。

［開催日で絞り込む］で開催日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックすると、指定した範
囲内に開催されるオープンキャンパスイベントが一覧に表示されます。 をクリックして表示される
カレンダーで、日付を選択します。

参考

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント一覧］画面の各項目については、
「14-5-1 選択したイベント日程に一括でアンケートを設定する」を参照してください。

参照
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［オープンキャンパス管理］－［イベント日程一覧］画面が表示され、日程の一覧が表示されます。

［開催日で絞り込む］で開催日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックすると、指定した範
囲内のイベント日程が一覧に表示されます。 をクリックして表示されるカレンダーで、日付を選択
します。

参考

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント日程一覧］画面の各項目については、
「14-5-1選択したイベント日程に一括でアンケートを設定する」を参照してください。

参照
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3. アンケートを設定する日程の［イ
ベント詳細］ボタンをクリックし
ます。

［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面が表示されます。

［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面が表示されます。
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4. 画面下部の［アンケートを設定す
る］ボタンをクリックします。

［アンケート設定］画面が表示さ
れます。

5. 個別のイベント日程に設定するア
ンケートの［このアンケートを選
択する］ボタンをクリックします。

アンケートが設定され、［オープン
キャンパス管理］－［オープンキャン
パス イベント詳細］画面の［アンケー
ト設定（設定済み）］にアンケートの
名称が表示されます。
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3. 「14-5-2 個別のイベント日程
にアンケートを設定する」の手
順5.を実行します。

アンケートが変更され、［オープ
ンキャンパス管理］－［イベン
ト］画面の［アンケート設定（設
定済み）］に変更後のアンケート
の名称が表示されます。

14-5-3 オープンキャンパスイベントに設定したアンケー
トを変更する

オープンキャンパスイベントに設定したアンケートを変更する方法を説明します。

1. 「14-5-2 個別のイベント日程にアンケートを設定する」の手順1.～3.を実行し、アンケートを変
更するイベント日程の詳細情報を表示します。

2. ［アンケート設定（設定済み）］
の［アンケート変更］ボタンをク
リックします。

［アンケート設定］画面が表示さ
れます。

［オープンキャンパス管理］－［イベント日程一覧］画面の、［実施済み］タブに表示されている
オープンキャンパスイベントのアンケートは、変更できません。

重要

［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面が表示されます。
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14-6 オープンキャンパスの開催準備をする
オープンキャンパスを開催するための準備として、以下の作業を実施します。

⚫ 開催準備をするオープンキャンパスイベントを検索する

⚫ 参加者を追加する

⚫ 出欠名簿を印刷する

⚫ 参加者用の名札を印刷する

⚫ 参加者にメッセージを送信する

⚫ 受付・アンケート実施説明資料（QRコード付き）を準備する

⚫ 紙アンケートを印刷する

それぞれの作業について、以下に説明します。

14-6-1 オープンキャンパスイベントを検索する

開催準備をするオープンキャンパスイベントの検索方法を説明します。開催準備は、以下の手順で表示され
る［オープンキャンパスイベント管理］－［イベント］画面で行います。

1. サイドナビゲーションメニューの［オープンキャンパス管理］→［オープンキャンパス イベント
一覧］をクリックします。

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント一覧］画面が表示され、オープンキャン
パスイベントの一覧を確認できます。

［開催日で絞り込む］で開催日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックすると、指定した範
囲内に開催されるオープンキャンパスイベントが一覧に表示されます。 をクリックして表示される
カレンダーで、日付を選択します。

参考
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2. オープンキャンパスイベントの日
程を確認します。日程を確認する
オープンキャンパスイベントの
［イベント日程］ボタンをクリッ
クします。

［オープンキャンパス管理］－
［イベント日程一覧］画面が表示
されます。

3. イベント日程の詳細情報を確認し
ます。詳細情報を確認するイベン
ト日程の［イベント詳細］ボタン
をクリックします。

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント一覧］画面の各項目については、
「14-5-1 選択したイベント日程に一括でアンケートを設定する」を参照してください。

参照

［開催日で絞り込む］で開催日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックすると、指定した範
囲内のイベント日程が一覧に表示されます。 をクリックして表示されるカレンダーで、日付を選択
します。

参考

［オープンキャンパス管理］－［イベント日程一覧］画面の各項目については、「14-5-1 選択したイ
ベント日程に一括でアンケートを設定する」を参照してください。

参照
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［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面が表示されます。
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14-6-2 参加者を確認する
スタディサプリ進路、スタディサプリ for SCHOOL 、フォーム経由で来校予約した参加者は、自動的に参
加者リストに追加されます。

その他の方法で来校予約をした参加者は、以下の操作で一人ずつ参加者リストに登録します。

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、［出欠名
簿に個人を追加する］をクリッ
クします。

［個人管理］－［個人情報登録］
画面が表示されます。

2. 各項目を設定し、［検索する］ボ
タンをクリックします。

スタディサプリ進路 、スタディサプリfor SCHOOL、フォーム以外からの参加者については、参加者
の情報をまとめたデータをアップロードして登録することもできます。データのアップロードについ
ては、「18-12 他メディアの反応情報をアップロードする」を参照してください。

参照

各項目の説明については、「18-3 
個人情報を登録する」の手順2.を
参照してください。

参照
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3. 以下のいずれかを実行します。

⚫ 該当する個人が登録されていない場合
「18-3 個人情報を登録する」の手順3.で［新規個人として登録する］ボタンをクリックして
以降の手順を実行し、参加者として追加する個人を登録します。

⚫ 該当する個人が登録されているが、追加する参加者ではない場合
「18-3 個人情報を登録する」の手順3.で［上記とは別人として登録する］ボタンをクリック
して以降の手順を実行し、参加者として追加する個人を登録します。

⚫ 該当する個人が登録されていて、検索結果が参加者として追加する個人の場合
［選択する］ボタンをクリックします。

［個人管理］－［個人情報登録］画面が表示されます。

4. 各項目を設定し、［確認する］ボ
タンをクリックします。

項目 説明

種別
コンタクト履歴の種別として「来校」が自動的に設定されます。「来
校」が表示されていることを確認してください。

予約日（登録日）
オープンキャンパスの予約日を設定します。

をクリックして表示されるカレンダーで日付を選択できます。

メディア
オープンキャンパスの申し込みで利用したメディアを、ドロップダウン
リストで選択します。

イベント名
参加者を登録するオープンキャンパスイベントの名称が自動的に設定さ
れます。オープンキャンパスイベントの名称が正しいことを確認してく
ださい。

開催日程
参加者を登録するオープンキャンパスイベントの開催日時が自動的に設
定されます。開催日時が正しいことを確認してください。

「コンタクト履歴」の各項目について、以下に説明します。

「コンタクト履歴」以外の［個人
管理］－［個人情報登録］画面、
および各項目の説明については、
「18-3 個人情報を登録する」の
手順4.を参照してください。

参照

［個人管理］－［個人情報登録確認］画面が表示されます。
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5. ［登録する］ボタンをクリックし
ます。

参加者が追加され、［個人管理］－
［個人情報登録完了］画面が表示され
ます。

⚫ 続けて別の参加者を登録する場合は、［続けて個人登録を行う］ボタンをクリックしてください。［個
人管理］－［個人情報登録］画面に戻ります。「18-3 個人情報を登録する」の手順2.を実行し、「14-
6-2 参加者を確認する」の手順3.～5.を実行してください。

⚫ 参加者の登録を終了する場合は、［オープンキャンパスイベント詳細へ戻る］ボタンをクリックしてく
ださい。［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面に戻ります。
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項目 説明

名前 参加者の氏名が表示されます。

フリガナ 参加者の氏名のフリガナが表示されます。

高校名 参加者の高校の名称が表示されます。

学年 参加者の学年が表示されます。

同行者 同行者の人数が表示されます。

登録メディア オープンキャンパスの申し込みで利用したメディアが表示されます。

アンケート 開始前アンケートと終了後アンケートの回答状況が表示されます。

ステータス

参加者のステータスが表示されます。

⚫ 予約完了
予約のみで受付をしていない方。

⚫ 受付完了
受付済みの方。パスコード・QRコードどちらでの受付でも同じ表記
です。

⚫ キャンセル
予約後キャンセルになった方

参加者が追加された［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面の各項目について、以下に説明します。
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参加者リスト内の予約は下記の方法でキャンセルできます。

重要

1. キャンセルしたい参加者の名前を
クリックします。

2. キャンセルしたいイベントの[詳細]欄
のボタンをクリックします。

3. [予約キャンセル]ボタンをクリックし
ます。

参照

イベント予約者の定員管理については、
「14-補足 来校予約人数管理について」を参照してください。
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14-6-3 出欠名簿を印刷する

出欠名簿は、オープンキャンパス開催前の参加者の受付時に、参加者の出欠を記録するための名簿です。

出欠名簿を印刷する方法を説明します。

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、 ［出欠名
簿を印刷する］ボタンをクリック
します。

印刷を実行するためのダイアロ
グが表示されます。

2. 印刷を実行します。

印刷方法については、ご使用の
OS（Windows、またはmacOS）
のヘルプ、およびご使用のプリン
ターの操作説明書を参照してくだ
さい。

参照

出欠名簿が印刷されます。出欠名簿の印刷例を以下に示します。
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14-6-4 名札を印刷する

オープンキャンパスの参加者に付けていただく名札を印刷する方法を説明します。

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、［名札を印
刷する］ボタンをクリックします。

印刷を実行するためのダイアロ
グが表示されます。

2. 印刷を実行します。

印刷方法については、ご使用の
OS（Windows、またはmacOS）
のヘルプ、およびご使用のプリン
ターの操作説明書を参照してくだ
さい。

参照
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名札が印刷されます。名札の印刷例を以下に示します。
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14-6-5 参加者にメッセージを送信する

オープンキャンパスの参加者にメッセージを送信する方法を説明します。イベント日程の参加者リストに登
録されている個人にメッセージを送信できます。

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、［メッ
セージを送信する］ボタンをク
リックします。

［個人管理］－［個人検索の結果
一覧］画面が表示されます。

2. 「19-5-1 個人を検索してメッ
セージの送信を予約する」を参照
し、以下のいずれかを実行します。

⚫ 「■複数の個人にメッセージを送
信する」の手順3.～8.

⚫ 「■特定の個人にメッセージを送
信する」の手順2.～4.
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14-6-6 受付・アンケート実施説明資料（QRコード付き）
を準備する

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、 ［受付資
料をダウンロードする］ボタンを
クリックします。

3. ダイアログのメッセージに従い、ファイルを開くか、または保存します。

4. 開いたファイル、または保存したファイルを印刷します。

受付・アンケート実施説明資料（QRコード付き）は、オープンキャンパスの当日に参加者に配布し、
事前予約者はパスコードの入力のみで、当日参加者はQRを読み取っていただき受付完了していただく
ための資料です。アンケート設定をしている場合はアンケート回答もしていただけます。

参考

上記のダイアログは、Internet Explorerの例です。Webブラウザによって表示される画面は異なりま
す。

参考

印刷方法については、ご使用のOS（Windows、またはmacOS）のヘルプ、およびご使用のプリン
ターの操作説明書を参照してください。

参照

2. ［受付資料ダウンロード］画面で、
［説明資料をダウンロード］ボタ
ンをクリックします。

ファイルを開く、またはファイル
を保存するためのダイアログが表
示されます。
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受付・アンケート実施説明資料（QRコード付き）の印刷例を、以下に示します。

＜説明資料サンプル：当日来校者用＞ ＜説明資料サンプル：事前予約者用＞
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14-6-7 紙アンケートを印刷する

通常、参加者にはスマートフォンでアンケートに回答していただきますが、スマートフォンでの回答
ができない参加者には、紙に印刷したアンケートを配布します。

参考

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、 ［受付資
料をダウンロードする］ボタンを
クリックします。

3. ダイアログのメッセージに従い、ファイルを開くか、または保存します。

4. 開いたファイル、または保存したファイルを印刷します。

上記のダイアログは、Internet Explorerの例です。Webブラウザによって表示される画面は異なりま
す。

参考

印刷方法については、ご使用のOS（Windows、またはmacOS）のヘルプ、およびご使用のプリン
ターの操作説明書を参照してください。

参照

2. ［受付資料ダウンロード］画面で、
［受付用紙をダウンロード］ボタ
ンをクリックします。
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紙アンケートの例を以下に示します。
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14-7 オープンキャンパスで受付・アンケート
を実施する

オープンキャンパスで受付・アンケートを実施する方法と、紙アンケートの回答結果の登録方法、およびア
ンケートの回答状況の確認方法を説明します。

14-7-1 資料配布して受付後、アンケートに回答していた
だく

オープンキャンパスの開催前に、出席した参加者に以下の資料を配布します。

⚫ スマートフォンでアンケートに回答できない参加者には、「紙アンケート」を配布し、回答を記入して
いただきます。

⚫ スマートフォンでアンケートに回答できる参加者には、「受付・アンケート実施説明資料（QRコード付
き）」を配布し、アンケートに回答していただきます。

紙アンケートの印刷方法については、「14-6-7 紙アンケートを印刷する」を参照してください。

参照

受付・アンケート実施説明資料（QRコード付き）の準備については、「14-6-6 受付・アンケート実
施説明資料（QRコード付き）を準備する」を参照してください。

参照

アンケートを利用するには事前に来校受付設定が必要です。 詳細は、別マニュアル「受付管理の手順
案内」を参照してください。

重要

事前予約者
イベント前日に届く受付メールにあるURL→パスコードを入力→
アンケート回答

当日来校者 QRコード読み込み→個人情報入力→アンケート回答
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14-7-2 受付状況を確認する
受付状況は、リアルタイムで確認できます。

参加者がスマートフォンで受付をすると、［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面の［ステータ
ス］に「受付完了」が表示されます。

また、予約をしなかった参加者（参加者リストに登録されていない参加者）の受付状況も確認できます。参
加者リストに登録されていない参加者の回答状況は、［予約なし参加者（直来校者）］に表示されます。

オープンキャンパスの実施中は、 ［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面で受付状況を常に確認
してください。
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入力ミスなどで、参加者リスト上の個人情報とアンケート回答の個人情報が一致しなかった参加者、
また、予約も連絡もせずに参加した参加者は、［予約なし参加者（直来校者） ］に表示されます。
［予約なし参加者（直来校者） ］に表示されている参加者を［参加者リスト］に登録するには、個人
情報を統合する必要があります。詳細については「18-6 個人情報を統合する」を参照してください。

参考

14-7-3 アンケートの回答状況を確認する
回答状況は、リアルタイムで確認できます。

参加者がスマートフォンでアンケートに回答すると、 ［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面の
［アンケート］の［開始前］と［終了後］に「回答済み」が表示されます。

また、予約をしなかった参加者（参加者リストに登録されていない参加者）の回答状況も確認できます。参
加者リストに登録されていない参加者の回答状況は、［予約なし参加者（直来校者）］に表示されます。

オープンキャンパスの実施中は、 ［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面で回答状況を常に確認
してください。
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アンケートに回答した参加者の人数を確認する場合は、「14-5-1選択したイベント日程に一括でアン
ケートを設定する」の手順1.～2.を実行します。［オープンキャンパス管理］－［イベント日程一覧］
画面が表示され、［アンケート］に回答済みの参加者の人数が表示されます。

参考
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14-7-4 紙アンケートの回答結果を登録する

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、 ［アン
ケート回答入力］の［紙アンケー
ト回答を登録する］ボタンをク
リックします。

紙アンケートは、オープンキャンパスの終了後に必ず参加者から回収してください。

参考

2. 各項目を入力し、［次のページ
へ］ボタンをクリックします。

項目 説明

お名前 回答者の氏名を入力します。

フリガナ
回答者の氏名のフリガナが自動入力されます。間違っている場合は訂正
します。

性別 回答者の性別を選択します。

卒業予定年 回答者の卒業予定年をドロップダウンリストで選択します。

学校情報 回答者の学校名を入力します。

各項目について、以下に説明します。
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開始前アンケートの1つ目の設問が表示されます。

4. 紙アンケートに記入された回答を選択し、［次のページへ］ボタンをクリックします。以降、すべ
ての設問の回答を選択・入力し、［次のページへ］ボタンをクリックします。

5. 開始前アンケートの回答の登録終了後、終了後アンケートの回答を登録します。以降、すべての設
問の回答を選択・入力し、［次のページへ］ボタンをクリックします。

アンケートが登録され、画面下部に［アンケート結果］が表示されます。

［アンケート結果画面へ移動する］をクリックすると、［オープンキャンパス管理］－［アンケート結果］
画面が表示されます。アンケート結果を確認・分析できます。

アンケートの確認・分析については、「14-8 オープンキャンパスで受付・アンケートの結果を確認す
る」を参照してください。

参照

アンケートが登録され、画面下部に［アンケート結果］が表示されます。

アンケート回答完了まで回答せず、途中で回答をやめた場合は、登録されません。最初から回答しな
おしてください。

注意
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14-8 オープンキャンパスで受付・アンケート
の結果を確認する

オープンキャンパスの受付状況の結果を確認する方法を説明します。

サイドナビゲーションメニューの［オープンキャンパス管
理］→［受付結果］をクリックします。

14-8-1 受付状況の結果を確認する

オープンキャンパスの受付状況の結果とアンケートの結果を確認する方法と、アンケート回答の集計結果、
および分析結果を確認する方法を説明します。

月毎の集計結果を確認する

受付件数が月毎に表示されます。

件数をクリックすると、イベント毎の
集計結果が表示されます。

イベント毎の集計結果を確認する

受付件数がイベント毎に表示されます。

受付状況結果をダウンロード

［ダウンロード］をクリックすると、
受付状況の結果をダウンロードできま
す。

件数はアクション毎のカウントで
す。同月に同じ人が2回受付して
いたら2件となります。

参考
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オープンキャンパスで実施したアンケートの集計結果は、以下の単位で確認できます。

⚫ イベント別

項目 説明

すべてのオープンキャンパス
イベントのアンケート結果

すべてのオープンキャンパスイベントに設定されている、すべてのアン
ケートの回答がまとめられて集計結果として表示されます。

複数のオープンキャンパスイ
ベントのアンケート結果

選択した複数のオープンキャンパスイベントに設定されている、複数の
アンケートの回答がまとめられて集計結果として表示されます。

一つのイベント日程のアン
ケート結果

選択した一つのオープンキャンパスイベントに設定されている単一のア
ンケートの、回答の集計結果が表示されます。

⚫ アンケート別

項目 説明

すべてのアンケート結果
登録されているすべてのアンケートの回答がまとめられて集計結果集計
結果として表示されます。

アンケートごとの結果 単一のアンケートの、回答の集計結果が表示されます。

14-8-3 アンケートの集計対象

オープンキャンパスで実施したアンケートの結果の一覧を確認する方法を説明します。

オープンキャンパスアンケートの結果を確認するには、サイ
ドナビゲーションメニューの［オープンキャンパス管理］→
［アンケート結果］をクリックします。

14-8-2 アンケートの結果を確認する
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アンケート回答の集計結果、および分析結果の確認操作は、［オープンキャンパス管理］－［アンケート結
果一覧］画面で実行します。

アンケート回答の集計結果、および分析結果の確認には、以下の5とおりの方法があります。

すべてのアンケート結果を確認する

以下のどちらかの操作をします。

［イベント別］タブで、［すべてのア
ンケート結果を見る］ボタンをクリッ
クします。

個別のアンケート結果を確認する

以下のどちらかの操作をします。

［イベント別］タブで、アンケート結
果を確認するオープンキャンパスイベ
ントの［アンケート結果］ボタンをク
リックします。

選択したオープンキャンパスイベント
のアンケート結果を確認する

［イベント別］タブで、アンケート結
果を確認するオープンキャンパスイベ
ントにチェックを付け、［選択したイ
ベントのアンケート結果を見る］ボタ
ンをクリックします。

［イベント別］タブ、または［アン
ケート別］タブで、［すべてのアン
ケート結果を見る］ボタンをクリック
します。

［アンケート別］タブで、アンケート
結果を確認するアンケートの［アン
ケート結果］ボタンをクリックします。
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14-8-4 アンケート回答の集計・分析結果の見方
［開始前アンケート集計結果］タブ、［終了後アンケート集計結果］タブ、および［前後アンケート相関分
析］タブに表示される集計・分析結果の見方を以下に説明します。

項目 説明

全アンケートに共通の設問
すべて同じ項目への回答として処理され、すべての回答が一つの
集計結果として表示されます。

全アンケートに共通の設問で、ア
ンケートごとに回答の選択肢が異
なる設問

回答は選択肢ごとに別々に処理され、集計結果も別々に表示され
ます。例えば、アンケートAとアンケートBで、設問は同じだが選
択肢が異なる場合、アンケートAとアンケートBそれぞれの集計結
果が表示されます。

任意で設定した設問

⚫ 回答は設問ごとに別々に処理され、集計結果も別々に表示され
ます。例えば、アンケートAとアンケートBで異なる設問がある
場合、アンケートAとアンケートBそれぞれで設問ごとの集計結
果が表示されます。

⚫ アンケートの設問内容で以下の［設問種別］を設定した場合、
集計結果は棒グラフと円グラフで表示されます。

•複数選択（MA）：チェックボックス

•単数選択（SA）：ラジオボタン

•単数選択（SA）：プルダウン

⚫ アンケートの設問内容の［設問種別］で「記述（FA）：テキス
トフォーム」を設定した場合、集計結果は回答者ごとのコメン
トの一覧表で表示されます。

「イベント別」で、すべてまたは複数のオープンキャンパスイベントに設定されているアンケートの
集計結果を表示した場合、および「アンケート別」で、すべてのアンケートの集計結果を表示した場
合、設問の内容によって集計結果の表示方法が異なります。

重要
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項目 説明

回答者数 アンケートの回答者数が表示されます。

には、男性の回答者数、および回答者の総数に対する男性の割合が表
示されます。

には、女性の回答者数、および回答者の総数に対する女性の割合が表
示されます。

（棒グラフ）

属性ごとの回答者数が表示されます。棒にマウスカーソルを合わせると、
属性の男女比が表示されます。

高校順位
回答者が多かった高校から順番に、10位まで表示されます。［もっと見
る］ボタンをクリックすると、11位以下の高校が表示されます。

◼［開始前アンケート集計結果］タブ

⚫ アンケート回答者属性

アンケート回答者の属性の情報です。アンケート回答者属性は、［開始前アンケート集計結果］タブに表示
されます。

各項目について、以下に説明します。
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⚫ 事前印象（平均点）

アンケートの設問名「本校に感じていらっしゃる印象を教えてください」に対する回答（5段階評価）につ
いて、平均点の棒グラフが集計結果として表示されます。平均点は、「回答の点数の合計÷回答者数」で算
出されます。
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⚫ 学校選びの重視（平均点）

アンケートの設問名「学校選びで重視しているのは何でしょうか」に対する回答（5段階評価）について、
平均点の棒グラフが集計結果として表示されます。平均点は、「回答の点数の合計÷回答者数」で算出され
ます。

⚫ 入学志望度

アンケートの設問名「今の入学志望度を教えてください。」に対する回答について、選択肢の回答数が棒グ
ラフで表示されます。また、全回答数に対する選択肢の回答数が円グラフで表示されます。
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⚫ 参加回数

アンケートの設問名「参加回数」に対する回答について、選択肢の回答数が棒グラフで表示されます。また、
全回答数に対する選択肢の回答数が円グラフで表示されます。

⚫ 希望する学部・学科・コースを教えてください。

アンケートの設問名「希望する学部・学科・コースを教えてください。」に対する回答について、選択肢の
回答数が棒グラフで表示されます。また、全回答数に対する選択肢の回答数が円グラフで表示されます。
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◼［終了後アンケート集計結果］タブ

⚫ 事後魅力（平均点）

アンケートの設問名「オープンキャンパスに参加してみて、魅力と感じたものを教えて下さい。」に対する
回答（5段階評価）について、平均点の棒グラフが集計結果として表示されます。平均点は、「回答の点数
の合計÷回答者数」で算出されます。

⚫ 入学志望度

アンケートの設問名「今の入学志望度を教えてください。」に対する回答について、選択肢の回答数が棒グ
ラフで表示されます。また、全回答数に対する選択肢の回答数が円グラフで表示されます。
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⚫ 本校の特長の中で、気に入ったものを教えてください。

アンケートの設問名「本校の特長の中で、気に入ったものを教えてください。」に対する回答について、選
択肢の回答数が棒グラフで表示されます。また、全回答数に対する選択肢の回答数が円グラフで表示されま
す。
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⚫ 魅力の変化×学校選び重視平均との相関グラフ

以下の設問への回答の相関関係を分析し、魅力の変化、および学校選びの理由として重視する対象の変化を
確認できます。

アンケートでの設問名 集計結果名

開始前アンケートの「本校に感じていらっしゃる印象を
教えてください。」

開始前アンケート集計結果の「事前印象（平
均点）」

開始前アンケートの「学校選びの際に重視しているもの
を教えてください。」

開始前アンケート集計結果の「学校選びの重
視（平均点）」

終了後アンケートの「オープンキャンパスに参加してみ
て、魅力と感じたものを教えて下さい。」

終了後アンケート集計結果の「事後魅力（平
均点）」

「魅力の変化×学校選び重視平均との相関グラフ」の例を、以下に示します。

◼前後アンケート相関分析結果

［前後アンケート相関分析］タブには、開始前アンケートと終了後アンケートの回答の相関関係を分析した
結果が表示されます。

前後アンケート相関分析結果について、以下に説明します。
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項目 説明

（折れ線グラフ）

⚫ 縦軸は、各設問内容の回答（5段階評価）の平均点です。平均点は、
「回答の点数の合計÷回答者数」で算出されます。

⚫ 横軸は、設問内容の番号です。折れ線グラフの下に表示されている表
の1行目の番号が設問内容の番号です。

⚫ 赤い線は、開始前アンケート集計結果の「事前印象（平均点）」です。

⚫ 黒い線は、開始前アンケート集計結果の「学校選びの重視（平均
点）」です。

⚫ 青い線は、終了後アンケート集計結果の「事後魅力（平均点）」です。

（表の1行目） 「魅力項目」のラベル番号に対応しています。

開始前 開始前アンケート集計結果の「事前印象（平均点）」の結果です。

終了後 終了後アンケート集計結果の「事後魅力（平均点）」の結果です。

学校選び重視平均 開始前アンケート集計結果の「学校選びの重視（平均点）」の結果です。

ポイント率
開始前－重視

「開始前アンケート集計結果の「事前印象（平均点）」の結果」から「開
始前アンケート集計結果の「学校選びの重視（平均点）」の結果」を引い
た値です。マイナスの場合は赤字で表示されます。

ポイント率
終了後－開始前

「終了後アンケート集計結果の「事後魅力（平均点）」の結果」から「開
始前アンケート集計結果の「事前印象（平均点）」の結果」を引いた値で
す。マイナスの場合は赤字で表示されます。

ポイント率
終了後－重視

「終了後アンケート集計結果の「事後魅力（平均点）」の結果」から「開
始前アンケート集計結果の「学校選びの重視（平均点）」の結果」を引い
た値です。マイナスの場合は赤字で表示されます。

各項目について、以下に説明します。
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⚫ 入学志望度

開始前アンケートと終了後アンケートの入学志望度の変化を、グラフと表で示します。

「入学志望度」の分析結果の例を、以下に示します。
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項目 説明

（棒グラフ）

縦軸は回答の選択肢の割合

です。横軸はアンケートの

種類（開始前または終了後）

です。

棒にマウスカーソルを合わせ

ると、選択肢ごとの回答の割

合が表示されます。

入学志望度 回答の選択肢です。

開始前 開始前アンケートの回答数です。

終了後 終了後アンケートの回答数です。

終了後－開始前
終了後アンケートの回答数から開始前アンケートの回答数を差し引いた
値です。マイナスの場合は赤字で表示されます。

各項目について、以下に説明します。

▌ 開始前－終了後

開始前アンケートと終了後アンケートの志望度の比較結果です。

▌ 入学志望度の変化

開始前アンケートと比較した終了後アンケートにおける志望度の変化です。

⚫ 表中の数値は、終了後アンケートの志望度の回答数です。
⚫ 薄赤色のセルは、開始前アンケートと終了後アンケートの両方で志望度が高いエリアです。

薄青色のセルは、開始前アンケートと終了後アンケートの両方で志望度が低いエリアです。
⚫ は、開始前アンケートと比較して、終了後アンケートで志望度が上がったことを示しています。

は、開始前アンケートと比較して、終了後アンケートで志望度が下がったことを示しています。
例えば、「開始前」－「第二志望」×「終了後」－「第一志望」のセルの は、「開始前アンケートでは
貴校が第二志望」だったが、「終了後アンケートでは貴校が第一志望」になったことを示しています。

⚫ 志望度の変化のパターンは、以下の16種類です。

開始前アンケートの志望度 終了後アンケートの志望度 志望度の高低 志望度の変化

第一志望 第一志望 高い －

第一志望 第一志望にするか迷っている 高い 下がった

第一志望 他の学校が第一志望 － 下がった

第一志望 まだ決めていない － 下がった

第一志望にするか迷っている 第一志望 高い 上がった

第一志望にするか迷っている 第一志望にするか迷っている 高い －

第一志望にするか迷っている 他の学校が第一志望 － 下がった

第一志望にするか迷っている まだ決めていない － 下がった
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開始前アンケートの志望度 終了後アンケートの志望度 志望度の高低 志望度の変化

他の学校が第一志望 第一志望 － 上がった

他の学校が第一志望 第一志望にするか迷っている － 上がった

他の学校が第一志望 他の学校が第一志望 低い －

他の学校が第一志望 まだ決めていない 低い －

まだ決めていない 第一志望 － 上がった

まだ決めていない 第一志望にするか迷っている － 上がった

まだ決めていない 他の学校が第一志望 低い －

まだ決めていない まだ決めていない 低い －

⚫ オープンキャンパス体験後に感じた魅力×学校の特長相関表

終了後アンケートの、以下の設問の相関関係を示しています。

終了後アンケートでの設問名 相関表での名称

オープンキャンパスに参加してみて、魅力と感じたもの
を教えてください。

学校の魅力

本校の特長の中で、気に入ったものを教えてください。 学校の特長

「学校の魅力」の回答で「魅力と感じた」および「やや魅力と感じた」と回答した人が選択した、「学校の
特長」の回答結果です。学校の魅力と特長の関連付けを確認できます。

「オープンキャンパス体験後に感じた魅力×学校の特長 相関表」の例を、以下に示します。
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⚫ 列項目「1」～「15」の各セルの数値について
• 上段の数値は、「学校の魅力」の回答の選択肢「魅力と感じた」および「やや魅力と感じた」の回答

数です。
• 下段の数値は、「学校の特長」の回答数の割合です。「（下記画面の①÷②）×100」で算出されま

す。

⚫ 列項目「1」～「15」の各セルの色について
• 白色のセルは、「学校の特長」の回答数の割合が「0～9％」であることを示しています。
• 黄色のセルは、「学校の特長」の回答数の割合が「10～19％」であることを示しています。
• 薄赤色のセルは、「学校の特長」の回答数の割合が「20％以上」であることを示しています。

⚫ 列項目「延べ回答集計」の各セルの数値について
• 上段の数値は列項目「1」～「15」の合計値です。
• 下段の数値は、「延べ回答集計」の合計に対する上段の数値が占める割合です。「（下記画面の③÷

④）×100」で算出されます。

①

②

③

④

◼分析軸の設定

検索条件を指定し、特定の人やグループに絞り込んで集計結果と分析結果を確認できます。

1. ［開始前アンケート集計結果］タブ、［終了後アンケート集計結果］タブ、および［前後アンケー
ト相関分析］タブの右に表示される［分析軸の設定］ボタンをクリックします。

［分析軸の設定］画面が表示されます。
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2. 検索条件を指定し、［適用する］
ボタンをクリックします。

⚫ 指定した検索条件は、開始前アン
ケート集計結果、終了後アンケート
集計結果、および前後アンケート相
関分析のすべてに適用されます。

⚫ 検索条件を指定しない場合は、すべ
ての条件に該当する集計結果と分析
結果が表示されます。

各タブに、指定した検索条件が表示されます。また、各タブには、検索条件によって絞り込まれた集計結果
と分析結果が表示されます。以下の画面例は、［開始前アンケート集計結果］タブです。



14-8 オープンキャンパスで受付・アンケートの結果を確認する

14-74

14-8-5 アンケート回答の集計・分析結果をダウンロード
する

アンケート回答の集計・分析結果のダウンロード方法を説明します。

ファイルを開く、またはファイルを保存するためのダイアログが表示されます。

3. ダイアログのメッセージに従い、ファイルを開くか、または保存します。

開始前アンケート集計結果、終了後アンケート集計結果、および前後アンケート相関分析のデータが1
つのcsvファイルでダウンロードされます。

参考

1. 「14-8-3 アンケートの集計対象」の説明を参照し、いずれかの方法で集計・分析結果を表示しま
す。

2. ［開始前アンケート集計結果］タブ、［終了後アンケート集計結果］タブ、または［前後アンケート相
関分析］タブ下部の［データダウンロード］ボタンをクリックします。

表示している集計・分析結果の種類を問わず、すべての集計・分析結果のデータが1つのcsvファイル
でダウンロードされます。

参考

上記のダイアログは、Internet Explorerの例です。Webブラウザによって表示される画面は異なりま
す。

参考
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14-補足 来校予約人数管理について

スマッケで管理されるイベント予約の経路には下記の種類があります。

・スタディサプリ進路

・スタディサプリ for SCHOOL

・スタディサプリ for MARKETING 来校予約フォーム

ひとつのイベントに対していくつかの経路で予約を受け付ける場合、各経路からの予約数は合算され、
満席時には自動的に予約が締め切られます。
なお、上記経路の予約において、予約者にてキャンセル操作が行われた場合や、スタディサプリ for 
MARKETING 上からキャンセル（予約者個人の情報を削除した場合を含む）操作をした場合、予約枠が
キャンセル数だけ解放され、予約受付が再開されます。

※複数の予約操作が全く同時に行われた場合、定員数を超えて予約を受け付けてしまう場合があります。

定員数については多少の余裕を持たせた上でのご利用を推奨します。

（例）来校予約フォームで予約した際の満席表示

上記以外の経路で登録されたイベント参加者は、定員に対して管理されません。

例）
・参加者リスト内 [出欠名簿に個人を追加する] からの登録
・同じく、[データアップロード画面へ移動する] で表示される画面での一括登録

重要

「今何人の予約が入っているのか？」を確認したい場合は、参加者リストをご確認ください。
参加者リストについては、「14-6-2 参加者を確認する」を参照してください。

参考
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