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目標１：人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学生を育成する。

（責任部局：学務部） 
 
計画１－２：学生に対するアンケート調査を実施し、獲得した知識・技能・態度について確認す

る。 
 
全学教務委員会の議論に於いて、本学における学修成果の把握については、当初、授業アンケ

ートさえ行っていればよいのでは、という考え方が支配的であった。それに付け加える形で、卒

業式の前後に、何人かの卒業内定している学生に４年間の学習成果に関する意見を聴取したり、

教員に対して、学生が十分な学習成果を得ているかどうかのアンケート調査を行う予定であった。 
しかし、授業アンケートで満足度や理解度を把握しても、それは間接測定（学生の主観にもと

づく学習成果の測定である）であるため、本当に実力が付いたのかどうか、ということについて

は、実際分からない。したがって、４年間の本学の教育の満足度や理解度を単に学生や卒業生に

聞いただけでは学習成果の把握としては不十分なのではないか、という意見が出た。 
しかしながら、学生の学習成果を直接的に測る術を本学は持っていない。本学の授業アンケー

トは無記名なので、どのような理解度の学生がどのような成績なのかも、分からない。そこで、

平成 24 年度中に、卒業時に高い GPA、平均的な GPA、低い GPA の学生の成績の推移について

分析を行い、各グループの学生の学習成果について、教員から聞き取り調査を行った。 
本学では、GPA は導入されており、学生への成績通知には明記されているが、授業料免除の際

くらいにしか利用しておらず、その活用方策が待たれていた。ただし、成績には学習によって得

た知識や技能や学習にともなう行動変容だけでなく、授業や課題に対する学習態度も含まれるた

め、成績＝学習成果ではないが、GPA を成績の代理指標として重視することとした。 
資料１－２－１には、基礎資料の例として、工学部の平成 19 年度入学生の退学、留年、卒業状

況の状況を示した。本学では、平成○年に○年生が○人、という管理は行っておらず、伝統的に

入学年度ごとの学生管理を行っている。資料１－２－２には、工学部と文学部の GPA の推移に関

する予備調査結果を示す。４年間の GPA が高い学生は、教養の GPA（1 年前期で代理）も学部

専門の GPA（3 年前期で代理）も高く、高い成績を維持する学生が多いことが分かった。また、

GPA の低い学生は教養の GPA も学部専門の GPA も低く、低い学習成果しか得られていないこと

が想像された。工学部では、低位成績層での留年率や退学率が高いが、文学部では、工学部ほど

顕著な差は無かった。 
実際に、上位層の学生、下位層の学生がどのような学習を行っていたのかについて、それぞれ

の学部でトップ 20 名、ワースト 20 名の学生の氏名リストを教員に示して意見を聴取したところ、

トップ 20 名の学生は、授業態度等がよかったり、授業にも積極的に参加しているという意見が多

く、高い学習成果を得ていることが想像された。しかしながら、ワースト 20 名については、担任

でない教員からは、ほとんど印象が無い、という意見が多く、例え、担任などでその学生との個

人的なつながりがあったとしても、芳しくない成績や学習態度であることという意見が多かった。 
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資料１－２－１ 工学部における入学生の推移（コーホート） 

H19 年度入学 入 学

者 

１年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後 

％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 

在籍継続率 300 99.0 297 97.67 293 97.00 290 19.33 58 9.33 28

卒業率 － 0 － 0 － 0 75.33 226 84.33 253

在籍+卒業率 99.0 297 97.67 293 97.00 290 94.67 284 93.67 281

脱落率 1.0 3 2.33 7 3.00 10 5.33 16 6.33 19

 
資料１－２－２ グループごとの成績の変化と留年、退学状況 

文学部（平成 19 年度入学生） 

 ４ 年 後 期

終 了 時 の

GPA 

１ 年 前 期

の 区 間

GPA 

３ 年 前 期

の 区 間

GPA 

中 途 退 学

率 

留年率 

上位層 3.09 3.03 3.15 0 0

中位層 2.61 2.6 2.65 0 6.35

下位層 1.81 2.06 1.71 7.69 26.15

 
工学部（平成 19 年度入学生） 

 ４ 年 後 期

終 了 時 の

GPA 

１ 年 前 期

の 区 間

GPA 

３ 年 前 期

の 区 間

GPA 

中 途 退 学

率 

留年率 

上位層 2.39 2.37 2.33 1.11 2.22

中位層 1.67 1.84 1.66 1.67 5

下位層 0.95 1.18 0.83 9.42 48.69
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５班 
平野 哲生（名城大学 経営本部総合政策部）、淺野 昭人（立命館大学 学生部）、 
百瀬 郁男（信州大学 経営企画部経営企画課）、飯野 善行（株式会社ＳＲＡ東北 システムグループ）、 
松野 祐子（滋賀県立大学 経営戦略グループ）、遠藤 章憲（三重大学 企画総務部企画チーム） 

 
アンケート調査を実施して学習成果を確認するというのが計画の主旨なのですけど、我々が考

えた課題ですが、まず大きいものとして GPA だけに頼って測定しようとしているところがそもそ

もの課題じゃないかと。GPA だけではなくては正課外の学習成果を調べる必要があるのではない

か、ということを課題として挙げました。 
原因としては、大きいところとしては学習成果とは、という定義が明確になっていない。また

教育目標の設定が、こちらの資料では不明確である、と。また、そもそも学習成果の定義から

終的に PDA としてどのようにフィードバックして改善していくのか、という計画全体の部分も甘

かったのではないか、というところが原因として挙げられました。 
支援の対象なのですけども、こちらの大学では全学教務委員会で議論がされたということが資

料に記載がありましたので、そこをメインターゲットにして支援していくことになると思います。

ですので、その責任者の教育担当副学長／理事と全学教務委員会を担当している学務課にまず支

援をする、ということになります。ここは並列的に書いていますが、まずは副学長さんを支援し

た上で担当部署の学務部に話しに行って、議題にこれらの計画を見直してもらうというようなこ

とを投げかけていきたい、という風に考えました。ここに教員と書いたのは、間接的ですけども

全学教務委員会に出すということで、そこから教員にも学習成果ということで GPA に対する認識

を改めて考えていただく、ということを支援の対象者としました。 
支援の内容ですが、課題と原因のところで「GPA だけに頼っている」ということを挙げました

ので、GPA 以外の学習成果の測り方を他大学の例などを含めて示していく、と。そもそも GPA
自体も質を上げるためには成績評価の平準化も提案していきたいと思います。 
あとは計画として、フィードバックにつなげていくという全体設計、PDCA を回していくとい

う意味で調査の体系化、PDCA マネジメントの研修を実施して、職員、教員、それぞれが勉強し

ていって全体が回るようにしてきましょう、というような意見も支援していく必要があるかな、

と思いました。また、GPA だけではダメというところで、例えば、学習ポートフォリオみたいな

もの学生が１年、１年どのように成長していくのかという経年変化を見たり、GPA に関してはア

ンケートを、例えば記名式にしてこういう成績の学生が、こういう意見を出していて、というよ

うな複数の観点を総合して学習成果を測っていくということも必要ではないか、という意見も出

ました。 
支援対象に期待することとしては、この「原因」に挙げられていることを直してください、と

いうことになるんですけど、学習成果をきちんと定義づけてもらって、あとはそれにもとづいて、

その学習成果を測る指標および調査方法を再検討していただく。さきほどアンケートを記名式に

してもらうと言っていたのですが、記名式にするからには学生へのフィードバックもしていただ

けるといいかな、というような検討を行いました。 
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［当日の報告した以外のポスターの説明］ 
（１）計画の課題（問題点） 

アンケート調査を実施して学習成果を確認するとなっているが、この調査において、GPA だけ

に頼って測定しようとしているところに問題があると考えた。一例を上げれば、GPA 以外にも正

課外の学習成果を調べる必要性を課題として挙げた。 
（２）原因 
原因として、そもそも「学習成果」という言葉の概念・定義が明確ではないこと、教育目標の

設定が不明確であることが上げられた。また、「学習成果」の定義から始まり、その結果を PDCA
マネジメントとしてどのように循環させるのかが、この計画では甘いのではないかという点が原

因として挙げられた。 
（３）支援の対象者 

文書には、全学教務委員会で議論がされているとなっていることから、この構成メンバーを支

援の対象者とすべきと考える。具体的には、同委員会の責任者である教育担当副学長・理事と全

学教務委員会の事務局を担う学務課を支援をする必要がある。その際、 初に副学長を支援し、

副学長の意向を踏まえて、学務部に相談に行き、計画の見直しを検討して貰うように持ちかけた

い。さらに、全学教務委員会での議論を通じて、委員である教員にも、例えば GPA に関する意識

の転換などの学習効果をもたらしたいと考えている。 
（４）支援の内容 
支援にあたっては、フィードバックに繋げるためのアンケート調査の全体設計、アンケートを

記名式にして、他のデータとクロス集計できるようにする、PDCA を回すための調査の体系化、

PDCA マネジメントサイクルに関する研修を、教職員向けに実施していくことが考えられる。ま

た、計画の課題を指摘する中で、GPA にだけに頼って測定していると述べたことから、GPA 以

外の学習成果の測り方の具体例として、他大学の例を紹介することや、学習ポートフォリオを導

入し、学生の成長を経年的に把握することも必要である。また、GPA 自身の質向上を図るために、

成績評価の平準化も提案していきたい。 
（５）支援対象者に期待すること 
 学習成果をきちんと定義づけることに加えて、その学習成果を測る指標および調査方法を再検

討して欲しい。また、アンケートを記名式にし、その結果を学生にフィードバックする仕組みも

導入していくことが期待される。 
 
□ 評価を改善に活かすためのポイント 
（グループ討論を通して感じた評価を改善に活かすためのコツ等） 

（１）有効（効果的）なアクターを探す 
課題解決に向けて誰がキーパーソンなのかを見極め、そのキーパーソンにたどり着くためのプ

ロセスを考える。その際、組織内の意思決定プロセスに詳しい人物の協力を仰ぐことが重要であ

る。また、議論のための場を作るところまで踏み込むことも検討する。 
（２）改善を進めるための雰囲気づくり 
改善を図るためには、構成員もしくは関係者が共通認識を持つことが重要になる。何のための
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改善なのか、その目的は何なのかを明確にし、そのこと自体をまず共有化する。 
（３）外圧を利用する、他大学の事例に学ぶ 
大学は、外圧を嫌う風土があるが、省令や規定、答申などを通じて、取組まざるをを得ないケ

ースも多い。また、文科省などが実施する補助金を通じた政策誘導など、外圧を上手く利用する

ことは十分に考えられる。また、アイデアのない中では、模倣から始めるケースもあり、 初は

模倣で良く、制度などを入れようする過程の中で、当該大学の実態に合わせて調整を図る。 
（４）改善に向けたシステム構築 
改善ためのシステムの構築は、それを上手く運用する体制が同時に実現する必要がある。この

ため、システム構築にあたっては、その内容を構成員全体が理解することに加え、運用チームの

育成が重要である。これらシステムの構築と運用をどのように支援するのかは課題である。 
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支援の
内容

成績評価の
平準化が不可欠

調査方法の
体系化

ＰＤＣＡマネジメン
トサイクルの研修
実施

支援の
対象者

全学教務委員会 教育担当副学長 学務部

課題 ＧＰＡだけに
頼っている

結果のフィード
バックがなされて
いない

正課教育での学
習成果に片寄っ
ている

原因 計画に
方向性がない

目標の設定が
不明確

学習成果の定義

が明確になってい
ない

支援対象に期
待すること

「学習成果」の定
義の明確化（言語
化）

授業アンケートの
調査の記名化提
案

調査結果の公開

（特に学生への
フィードバック）

学習ポートフォリ
オ（経年的な把
握）の導入

教員

課外活動の成果
が把握できていな
い

「学習成果」に基
づいた指標・調査
方法の再検討

ＧＰＡ以外の学習
成果のはかり方
の例示

評価大学がかかえる
５班

課題とその原因

１－２
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９班 
龍野 範生（信州大学 経営企画課）、佐藤 仁（福岡大学 人文学部）、 
丹羽 啓介（大阪府立大学 総合戦略課計画・評価グループ）、松永 雅弘（長崎国際大学 学務支援室）、 
塚本 憲司（福岡教育大学 経営政策課）、津曲 まとな（鹿児島大学 総務部企画評価課） 

 
計画の実効性を高めていく、その実効性の確保に関して、GPA の調査のほかにいろいろな指標

を提示していく、アドバイスしていくという方針自体は５班さんと同じです。私どもとしては、

GPA 調査を指標化していくときに、もっと実質的に評価できるものにしていけないか、というよ

うな観点で GPA の客観性を担保するような手段を考えました。計画のところで獲得した知識、技

能、態度を測るものとして GPA が認識されていますので、各学部で、知識、技能、態度を成績、

GPA に反映できるようなカリキュラムを作っていただけるように教務委員会などに働きかけて

いって、成績評価の基準、他大学の情報なども参考にしまして、FD などをしっかり整えていく

ようなことが、この計画を進捗させる上で必要な要素になってくるかな、と思いました。 
データ提供に関しては、認証評価等でもこうした学生の学習成果みたいなものは求められます

ので、そういった評価機関から、こうした指標を使っているのか、というような提示を他の部署

を巻き込んで、全学を巻き込んで、こういった教育の質保証を推進ということで、真ん中に提示

させていただいているのですが、これを全学で取り組んで行けますよう、この青で書いたような

方々に働きかけをしていきたいな、と考えています。 
 
［当日の報告した以外のポスターの説明］ 
・ 計画 1－2 の事例を通じて、「計画の浸透」及び「実効性の確保」が評価大学の課題であると

分析し、IR 部門として「教育における大学の質保障を確保」するため、支援策を検討した。 
・ 「計画の浸透」については、計画の文言で触れられた学生調査の未実施という課題から、計

画策定時の合意形成のあり方が問題と考えた。対応策として、教務担当副学長や計画策定責任

者を支援し、計画の進捗状況の確認を定期的に行うことで、全学に対し計画の再認識を促した

い。計画策定の部分について、評価・IR 担当者として意見できるかどうかは、各大学の体制に

より違うと思われるが意見できる体制でなくてはならない。 
・ 「実行性の確保」については、第一に、全学部のデータがない、GPA の基準が曖昧、留年・

退学率の分析からの改善がないといった課題から、評価指標の未設定が問題と考えた。対応策

として、評価指標設定部署を支援し、必要データの提示等により、課題の再認識を促したい。

（支援策例） 
・留年・退学率について、そもそも留年・退学率が学習成果の把握に繋がるのかどうか。 
・計画１－１で、「成績評価基準が各教員に一任されている」との記載があり、GPA を指標と

して利用することができるのかについて疑問がある。 
  →GPA を指標として利用するには、評価の基準を整備し、厳格な成績評価を行う必要性があ

る。 
・計画１－１では、カリキュラムマップが作成されていないという記載もあり、各科目でどの

ような成果が期待されているのか分からない。 
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→カリキュラムマップを作成して、連動させる必要性がある。 
 
［グループ討論を通して感じた評価を改善に活かすためのコツ等］ 
・ 評価や IR の部署と比較すると、他部署は「指標」に対する意識付けが低い傾向にある。評

価を改善に活かすための計画の策定においては、自大学及び他大学の各種評価における指標を

情報提供し、計画の策定に適切な指標が必要となることを担当課へ意識付けする。 
・ 改善計画の PDCA を順調に回していくために、計画の実施状況につき担当課に自己評価をし

てもらい、課題等をできるだけ浮き彫りにし、次年度の計画の修正にあたる。その際、達成困

難な計画については、担当課の肩を持って全学に報告し、適宜修正を心がけることで、担当課

との協力関係を構築する。 
・ 評価部門と教務部門は、大学の質を担保し、向上させることを目標として業務を遂行してい

るという共通点がある。教務を巻きこんでいくことは困難であるが、教務委員会や教務部門に

おいて、評価で浮き彫りとなった改善を要する事項を報告し、教務の観点からの助言・補助を

受けて、全学で取り組む体制を構築する。 
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原因
支援
策

課題

評価指標の未設定

対象
者

効果

アンケートでは学習成
果は測れないという課
題に対して、教員への
聞き取り調査？

・教員への意見聴取の
妥当性（ゼミ担当者や
担任なら把握できる可
能性はあるが単なる
講義）

ＧＰＡ調査なので、技
能・態度の要素が充分
に確認できていない。
（教員の聞きとりのみ）

学習成果の把握の方
法
・知識の整理？

ＧＰＡでは測ることので
きない学習態度の部
分を、どうやって指標
とするか。

教務委員会
共通教育センター

厳格な成績評価他大学の情報提供

・カリキュラムとの連動
が必要。
・ＧＰＡの客観性

評価・ＩＲ部門からの評
価指標の提示

入学時のデータ、進路
のデータが必要

データの経年分析

課題の再認識
・ＦＤ
・カリキュラムマップ等作成

評価指標を立てる
部署

９班

大学の教育におけ
る質保証の推進

１，２学部のみのデー
タ分析（不十分）

・教養と専門のＧＰＡの
とり方

留年・退学率の分析か
らの改善がない。

★実行性の
確保

★教育にかかる
計画の浸透

計画１－２

計画の再認識

計画実施の進捗状
況の確認

計画内容の全学
への不徹底

アンケート調査の
未実施

全学教務委員会と
いう体制の問題

計画策定時の合意
形成ができていない

教務委員長
教育担当副学長

計画策定者
（学務部長）

学生に対する
アンケート調査
未実施

★＋★＝
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大学評価担当者集会 2013 第一分科会「評価と IR：活用編」 

１０班 
篠田 雅人（学習院大学 人文科学研究所）、稲丸 貴志（宮崎大学 企画総務部 企画評価課） 
阿部 一晴（京都光華女子大学 情報教育センター／EM・IR 部）、 
武田 邦宏（東京学芸大学 教育研究支援部情報基盤課）、 
萩原 貴志（東京学芸大学 総務部総務課評価推進室）、森藤 郁美（鳥取大学 総務企画部企画課） 

 
初に立てた「学生に対するアンケート調査を実施し、獲得した知識・技能・態度について確

認する。」という計画が、「アンケートを実施しても、学生の主観に基づく間接測定では学習成果

の把握には不十分ではないか」という教務委員会の意見により、GPA に置き換えられてしまって

いる。それは計画というものが、正しく議論されていないか、もしくはガバナンスが出来ていな

いのではないか、などの意見につながっていき、このような視点で議論を行いました。 
支援体制では、「そのガバナンスに対する支援策を評価担当者から提言して良いものなのか」、

「それを行えるほどには十分コミュニケーションがとれていないのでは」、「やはりコミュニケー

ションを重視するということを、支援していく必要がある」、「そもそも年度計画を立てる段階に

おいて、きちんとしたコミュニケーションが取れていなかったのではないか」、といった意見があ

りました。 
ガバナンスは当事者ではなかなか変えられないと思われるので、他大学の情報、事例を提供す

ることによって、例えば「他の大学ではこのような体制で取り組んでいます」というような情報

を提供することができるのではないかと考えました。 
それから、「教務委員会が機能していないのではないか」、教育担当副学長、学務部の職員に対

する支援策として、「委員会の構成自体を見直してはどうか」、といった意見もありました。一般

に、教務委員会は各学部から委員の教員が選出されていますが、実際には持ち回りのような形で

やっていますので、委員会としてあまり活発な意見が出ないというようなことがあると思われま

す。実際に運営していく中で学務部の職員というのは、それを裏方として支えるわけですが、「学

務部の職員が教務委員会の委員ではない」、または「学務部長クラスが委員になっている」という

ケースもが多いので、学務課長、係長などの実務担当者レベルが積極的に参画できるような仕組

み、陪席でも発言できるような仕組みができてくると、委員会が活発になるのかもしれません。

ただ、それに対して、IR 部門や評価担当者がそこに口出しができるのか、少し疑問ではあります。 
今回のアンケートで知識・技能・態度といったものが果たして測れるのかということについて

は難しいのではないかと思います。「質問紙の作り方がよくないのではないか」、「アンケートを実

施する部署は、学務部・教務委員会とは別に設置することで視点の共有ができるのではないか」、

といった意見がありました。 
 
「自己評価書の書き方自体がよくないのではないか」といった評価書の質についてですが、ま

ず、データの数が全く不足しているのではないか。GPA を比較するにしても 4 学部ある大学で、

2 学部のみで評価している。資料 1－2－1 においても工学部のみである。他の学部のことがまっ

たく分かりません。やはり評価書にまとめるのであれば、他の学部も横並びで見られるように、

書き方についても工夫の余地があるのではないかと思われます。 
先にアンケートで知識・技能・態度を測ること自体が難しいのではないか、と提起しましたが、
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グループディスカッション結果 
 

 
 

それは基本的に評価担当者からの提案という形になるのでしょうが、e ポートフォリオ、学生ポ

ートフォリオを活用するという考え方が 近出てきています。学生ポートフォリオは、常日頃自

分が受けている授業・学習といった単位で評価しています。自己評価と他者評価で、先生と友人

が評価し、三者の評価を蓄積していき、アンケートの代わりになるのではないか、という取り組

みが少しずつ始まっていますので、こういう動きに期待したいと思います。授業アンケートにつ

いては、この大学では数多く実施しています。ただし、授業アンケートの結果が信用できないな

ど教員の不信感があるのではないかと考えられます。授業アンケートは実施しているが、その結

果を教員に返却したとき、真面目に学生が回答しているか細かく見る先生と、袋すら開けない先

生がいるのが実状です。教育の質保証を考える上で実施しているのですから、アンケート自体を

意味のあるものにしていくということをしていかなくてはならないと思います。学生アンケート

を実施する意味、学生と先生との信頼関係を築くためにはどうしたらいいのか、そのことを FD
研修に盛り込んでいく必要があるのではないかと思います。 

 
［グループ討論を通して感じた評価を改善に活かすためのコツ等］ 
・評価を形式的なものにするのではなく、真に改善に活かすという意識を学内の各層に醸成させ

ることが重要ではあるが現実には非常に難しい。まずは、学内のコミュニケーション向上という

形で、学内に散在している「思い」のある教職員が繋がっていくというボトムアップの考えが大

切である。 

・基本ではあるが、学生中心という視点での検討が必要ではないか。 

・日頃改善が必要と思われる業務で、なかなか改善が進まないものについては（今回の事例では、

アンケート調査や全学的なＧＰＡの分析の実施、教務委員会のあり方など）、例えば認証評価や法

人評価といった評価の受審を良い機会（武器）と捉えて、改善へと働きかけるきっかけとしては

どうか。（評価を受審するという外圧をうまく使う。） 

・評価担当部署は、評価の結果、「改善せよ」という上から目線ではなく、現場目線で支援策を提

示したり、情報提供をしたりすることが大切なのではないか。（今回の事例では、計画の立て方そ

のものがまずかったが、現場任せのまま放置せず、進捗状況を確認したり、どのようにすれば計

画を実施できるかという方策をいくつか提言ができたのではないか。） 
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教員ＦＤ研修

授業アンケートを意味
のあるものにするため
の方策

恒常的に学生の知識・
技能・態度について図
れる仕組を検討

学長 各現場とのコミュニ
ケーション

他大学etcの事例提供

課題

そもそもの年度計画の
立て方が悪い

学生eポートフォリオ
（のようなもの？）

評価室
年度計画の進捗管理
自体を把握・チェックす
る部署を作る

学長上層部の意見？を無
視する組織体制

全学教務委員会

各学部（教員） 学務部

委員構成の見直し（実
務担当者（≒職員）レ
ベルの委員を増やす）

副学長
（教育担当）

全学教務委員会が機
能していない

学務部

質問紙の作り方の学
習

全学教務委員会
「知識」「技能」「態度」
が測れるアンケート調
査を工夫していない

学務部

アンケート実施部署を
別に作る（学務部・教
務委員会ではない形
で）

データの見せ方の学
習

意識改革

対象 支援策

期待されるもの
＝［課題］のウラがえし

評価室自己評価書の質

学務部
資料・データが一部の
学科分しかない

１０班

計画１－２

こういうことをすると･･･
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