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教育にも DX ！
" 学校の公式アプリ特集 "

今月号は学校の公式アプリ特集です。
若い世代はほとんどがスマホを所持し
ており、情報収集も今やSNSアプリ
からがほとんどです。学校側もそれに
対応していくかいかないかでは大きな
差が出ます。新しい広報としてご参考
になれば幸いです。
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ECサイト制作サービス
ECサイト導入に必要な全てを揃えた
パッケージサービスをスタートしました。
「非対面型ビジネス」を支援します。

Shopify で
ネットショップ
構築します

お気軽にお問合せください

ほやほやバックナンバーの資料請求はこちらから！

受付時間 10:00~18:00(平日)

0120 - 117 -854TEL

info@appcooking.jpMAIL

http://appcooking.jpURL



「今日は何があったの？」「こんなことがあったんだ！」家族で食

卓を囲む時に生まれる、たくさんの会話。できたて”ほやほや”

の料理を囲みながらたくさんの会話が生まれるように、できた

て “ほやほや”のアプリを見ながらより良い未来を話し合うきっ

かけを作りたい。そんな思いから”ほやほや”は生まれました。

皆様と共創し、共に成長を目指せる会社。そんな会社になるた

め、皆様へアプリの事例を提供していこうとアプリクッキング 

は約3年間”ほやほや”を通してできたてのアプリの情報をお届

けしてきました。2020年からは、できたてアプリ情報だけでは

なく、「デジタルトランスフォーメーション」にも着目し、アプリ

で何をどのように「デジタルトランスフォーメーション」したの

か？という部分にフォーカスをあてることで企業の「デジタルト

ランスフォーメーション」が促進できればと考えています。アプ

リを中心に関わるすべての人がプラスになることを願い、「ほ

やほやDX」にアップデートしました。
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アプリで

既存顧客の囲いこみ

最初にアプリの話を聞いた時点で「おもしろそうだな」

と感じました。描いているゴールにアプリがツールとし 

てマッチしそうだと思い、具体的なアプリの活用を考え

たらワクワクしてきたんです。 弊校としては、「新規開拓

」はホームページが 担っていますが、アプリが「既存顧

客の囲い込み」の役割を担えると思ったんです。囲い込

みツールを探しているタイミングだったので、チャレン

ジしてみようと。 アプリであれば顧客ニーズに合った

タイムリーな情報提供ができるし、開封率も高いイメー

ジがありました。 

アプリ以外の話も聞いていましたが、ユーザーにとっ

て何が一番快適かを考えた最適解がアプリでした。

今まで抱えていた課題とは？

課題としては、「既存顧客の離脱」がありました。例えば 

「大学に進路変更する」など、さまざまな阻害要因によ

っての離脱があったので、それを阻止したいと考えて

いました。これまでは電話・手紙(DM)・メールでアフタ

ーフォロ ーを行なっていたのですが、少し物足りなさ

を感じていました。いろんな悩みを持っている人がい

ますが、それぞれの解決方法は異なります。例えば、学

校の様子を知りたい人ならzoomで校内の様子を見

てもらうのがベストだと思います。ニーズは人それぞ

れなので、その人に合った手段で問い合わせてもらえ

るように、アプリ内に連絡方法を4つにまとめました。

学生に楽しんでもらえるアプリに

学生からの情報提供を中心に運用を考えています。 

毎日配信する「学生ブログ」や「学生動画」「学生

取材レポート」、イベント時に絡めた「クイズ」など、

楽しんでいただける話題を配信し、飽きさせない仕

掛けをしていきたいです。 高校生にとって学校の雰

囲気が決め手になることが多いです。在学生の様子、

講師、設備施設などに関係する情報を定期的に届け

たいと考えています。 

あとはアプリの機能を活用することでいろいろな施

策を試せるのが良いですね。 例えば、ライブラリ機

能を Instagram 風に活用するなど、弊校の雰囲気

を知っていただける取り組みをしているので、今後

も継続していきたいです。

葉などを切り取っていくのが何よりも大事だと思

います。綺麗に整えたものを見せるのではなく、

日常を切り取ってありのままをお見せすることが

求められていると感じるので、そこを一番意識し

ています。

中部楽器技術専門学校アプリの見どころ

高校生の信念因子として、「在学生の雰囲気を知

りたい」が一番にあります。そのため、毎日配信

される「学生ブログ」「学生動画」「学生取材レポ

ート」をご覧いただき、雰囲気を知っていただく

のが見どころかなと。 何気ない在学生が発した言

中部楽器技術専門学校

公式アプリ

Profile

中部楽器技術専門学校は愛知県名古屋市にある専門学校です。全国から入学者が集まり、東

海三県以外からの入学が約60％を占めます。ピアノ調律師や管楽器リペアマン、ギター・

バイオリン技術者、舞台制作者、イベントスタッフなどを育成しています。

中部楽器技術専門学校

中部楽器技術専門学校
公式アプリ



オープンキャンパスの課題を解決へ

オープンキャンパスへの参加動員をもっと増やした

いという課題がありました。当校ホームページや広

告媒体を通じて案内書請求をしてもらうのですが、

その後のフォローアプリの案内も一緒に送ったら良

いかなと考えています。今後はアプリ活用の一環と

してイベントの実施報告や授業風景、スピーチコン

テストのような学校の中の様子が伝わるようなもの

を発信していきたいと考えています。

ネイティブ講師が多い、少人数制の魅力を伝えたい

うちは外国人講師による少人数授業が特徴なので、

サンプル授業動画などを配信していけたらと思いま

す。先生の雰囲気、授業の雰囲気が伝わったら親近

感を持ちやすいと思うので。先生の簡単な自己紹介

動画などを配信してもおもしろいですね。

また、他の外国語学校さんと比較すると、1 人の生

徒にか ける時間が多いところも魅力です。まだアプ

リを運用している学校自体が少ないと思いますが、

これから増えてくると思います。 その中で、うちな

らではの魅力がしっかりと伝わる発信で差別化して

いきたいと考えています。あとは、とにかく使いや

すい便利なアプリに成長させていきたいです。

一つのチャンネルとしてのアプリ

早稲田外語専門学校 公式アプリ

WASEDA GAIGO OFFICIAL APP

アプリ導入の一番のきっかけは、スマホ社会に対応するため

にアクセスしやすいアプリが必要だと感じたからで す。これ

までは紙媒体からアクションがインターネットに移行、主に

ホームページに頼るようになってきました。今はホームペー

ジのアクセスのほとんどがスマホからで、問い合わせもほぼ

スマホからです。 そんな背景から、もっと気軽にアクセスし

てもらうための手段としてアプリが必要だと感じました。若

い世代はアプリに慣れているから、とっかかりやすいだろう

なと。 ホームページのコンテンツを中心に据えて、そのコン

テンツを最大限活かすためにアプリを活用したいです。

新たな宣伝手段を求めて

正直なところ、最初は「学校とマッチするのか?」という不 安

はありました。ただ何か新しいことをやっていかないといけ

ないと感じていましたし、賭けてみる価値はあると感じまし

た。 機能的には、アプリから学校説明会の予約ができるとこ 

ろ、チャットでコミュニケーションがとれるところに魅力を感

じました。電話はやっぱりハードルが 高いと感じる人も多い

で、チャットなら今聞きたい、ちょっと聞きたいというニーズ

に応えられそうだなと。
Profile

早稲田外語専門学校は東京都新宿区にある英語の専門学校です。世界各国から英語を真剣に

学びたいという人たちが集まり、英語を使って国際的に活躍する学生を輩出しております。

英語を活かして就職、留学、大学編入など1人１人の夢の実現をサポートしています。

早稲田外語専門学校

早稲田外語専門学校
公式アプリ



OB・OG会からも期待されている公式アプリ

生徒へのアンケートや連絡網、行事の予定や、イベント 

の出欠をアプリでしていきたいです。特にOB・OG会か 

らはアプリが期待されているんです。今はOB・OG会の 

集会の案内を紙で案内しているんですが、業種的にも

女性の卒業生が多く、結婚で性や住所が変わり、紙の

案内が届かないそうなんです。 なのでOB・OG会の方

からは、在学中からアプリが馴染んでおけば卒業して

もOB・OG会の集まりもア プリを通して案内が届くん

じゃないかっていう期待をされています。

導入の決め手はスマホからの情報発信力

手頃な価格で、9割以上の人がもっているスマホを通して、連絡

網が発信できることに魅力を感じました。 中学生・高校生・大

学生が使うアプリと、年齢層が高い方のアプリは、対象者の好

みが変わってくると思うので、これから運用していきながらど

んどん良いものにしていきたいです。 うちの雰囲気が詰まっ

ているアプリにできましたし、知名度を広めるっていうのもう

ちの課題の一つなので力を入れていきたいです。

オープンキャンパスにきた受験生にアプリをインスト ール

していただいた際には、電車の中でスマホの中身をみたと

きに、奈良保育学院のアイコンが目に入って、 「今この学校

どうなっているのかな?」っていうので、気軽に見てもらえ

るきっかけになるんじゃないかなって思います。

アプリの見どころは？

理想はアプリを開くだけで気持ちが明るくなるよう

なアプリを目指しているので、そう感じてもらえる

ようなデザインが見どころなんじゃないかなと思い

ます。これからもそこは大切にしていきながら、ア

プリも育てていきたいですね。プッシュ通知もこれ

からしていくので、プッシュ通知も見て欲しいです。 

副校長のブログも更新しているので、ブログ更新も 

プッシュ通知していきたいですね。見ていただけた 

ら嬉しいです。学生は instagram とかに慣れてい

るので、長い文章よりも、短文 +写真で発信してい

く方がいいかなとも考えたりしています。

アプリで就職サポートもしていきたい

就職しても 3年以内で辞めてしまう人も少なくない

んです。そういった時の就職サポートもできるよう

に、アプリで情報配信していきたいなと思っていま

す。就職先にとっても生徒や保護者へのアピールの

場にもなると思いますし、保護者様も安心してもら

えるんじゃないかなと思います。対象者が在学生・

入学希望者・卒業生・保護者とそれぞれいるので、

それぞれの対象者にあった運用をしていきたいで

す。 将来的には、学生の出欠確認としてアプリが使

えないかなと思っています。

リ奈良保育学院 公式アプリ

Profile

奈良県奈良市にある60有余年の伝統を誇る奈良保育学院は、奈良県の保育士養成施設では

最も古い歴史を持つ伝統校です。卒業と同時に保育士資格と幼稚園教諭二種免許状の両方が

取得でき、学年担任制のきめ細やかな指導を実施しています。

奈良保育学院

奈良保育学院
公式アプリ



国家試験対策に特化した動画を
アプリでも閲覧できる

アプリとSNSの大きな違い

アプリと他のSNSの違いは、登録して会員になってくれ

たら全ての人に通知が届くところですよね。なにより、

こちらで選んで通知を送ることができる。これがとても

大きいです。学生の囲い込みだけではなく、 例えば企

業様や保護者様、それから当然職員も全員登 録してく

れているし、在校生も登録してくれているので 、いろん

なマーケットに対し直接的なアプローチがで きる点が

大きな違いだと考えました。そして、そこから HPや

SNSに飛ぶことができる。入り口として使用するのにと

てもいいツールだと思いました。そして今の在 校生や

新入生になっていく高校生たちは初めて持った端末が

スマートフォンという世代なので、アプリがあるという

のは”最低条件”になっていくと思っています。

アナログのやり方に一石を投じる

学校はまだまだアナログな業界なので、そこに一石投

じる形で、走りとして運用していければと思 っていま

す。今からいろんな学校がアプリを取り入れて くると

思うんですけど、取り入れる時の”スタンス”が必要にな

一番見てもらってるのがなにかというと、動画ページを

持ってるのですが、その中でも国家試験対策に特化し

た動画で、それが軍を抜いて閲覧数が多い。それによ

ってチャンネル登録者数もすごく伸びました。専門学校

の特色、特化したものをより詳しく動画にすることで

「理容師や美容師を目指したいな」という発掘に繋が

ったり、はたまた国家試験を受ける人にも見てもらえ

るものになっているのかなと思っています。 

るかと思います。どういったスタンスでアプリを 取り入

れるのか。というのは、「誰が見てくれるのか」「常に見

に来てもらえるのか」リピーターがいるかいないのか

でも大きな違いになると思いますね。

「リピーターが いつでも見やすいように。」これが大事

かなと考えています。今からすることは見えてはいるん

ですが、こちら から情報を発信するということは常に

しなきゃいけな いだろうということ。アプリを作ったか

らといってそのままだと学生は集まってこないので、常

に更新していくことが必要だろうと思います。

合志校長インタビュー

山口県理容美容専門学校 公式アプリ

YAMARIBI APP

山口県理美アプリの見どころとは

アプリをハブにいろんなプラットフォームに飛べるように

することをメインにしています。今からしたいのはLINEス

タンププレゼントを積極的に使っていきたい。オープンキ

ャンパスにきてもらった人にはプレゼントしているんです

が、そこをデジタルでできたらいいなと思っています。今、

学生が作ったLINEスタンプを特典に、OPにきてくれた

回数によって違う種類のものをプレゼントしています。毎

年入学生に新しいLiNEスタンプを作ってもらってるんで

すよ。毎年その年のLINEスタンプができている。喜んでく

れているこのプレゼントは続けていって、アプリのダウン

ロードに活用できてもいいかと思います。

スキルアップするためのツールを作っていくことが今後

大切だと考えています。それも置き場所がバラバラだと

意味がないので、まとめられることがアプリの良さだと

思いました。これを見れば、知りたい情報にたどり着く。

これが大切。アプリは持ち運べるものなのですごく便利

ですね。

Profile

山口理容美容専修学校は山口県山口市にある理容師や美容師の資格を取得できる専門学校で

す。60年以上の歴史があり、たくさんの理容師や美容師が卒業しています。学生一人ひと

りが一流の職業人を目指すことができる環境づくりと一人ひとりの成長が確認できる指導を

行っています。

山口理容美容専修学校

山口県理容美容専門学校
公式アプリ
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