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コンテンツ２：大学評価に活かす米国 IR の知見 

 

情報支援サークル：組織学習のプロセス 

 

九州大学 基幹教育院     

准教授 小湊 卓夫  

 

 最後のお題といいますか、考

え方の枠組みですね。アメリカ

で一般的に、特に IR の中で使わ

れている枠組み、主要なものが

三つあるという話の中の3番目に

なります。情報支援サークルっ

ていう風に訳してますが、これ

は先ほど佐藤さんが少し言及さ

れた組織のインテリジェンスを

どう高めていくのか、それをど

ういうステップを踏んで高めて

いくのかっていうこと、そうい

う観点からまとめられたフレー

ムになります。ですから、副題として組織学習のプロセスという風に書いてます。 

 残念ながら、このマクラフリンというのか、マクローリンと呼んでいいのか、よく分かりませ

んが、取りあえず私たちはマクラフリンと呼んでますけど、ハワードさん、2 名の方が書いた

『People, Processes, and Managing Data, second edition』っていうのが出てますが、これ、一

般に流通してない本です残念ながら。 

 アメリカの IRの担当者が入っております AIR：Association for Institutional Research に入る

と、実はこれ売ってもらえます。私が随分前に入ったときには、最初 2 年間くらい続けて、AIR

が出しているハンドブックや、この手の冊子はただでもらえたんですね。何せ、学会費みたいな

のが非常に高いので、本の 1 冊ぐらいは送ってくれるわけですが、その中で送ってもらったので、

私は手元にあるんですが。普通の方は、なかなか、これ、アクセスできないので、ちょっと残念

ながら、おまえの言ってること、本当に正しいのかっていう検証が難しいかもしれませんが。た

だ、手掛かりが一つあって、同じくこのハワードさんです。同じ人物です。リチャード・ハワー

ドさんですけども、2012 年に私たちメンバーも入っておりますけれども、ご存じの方もいらっ

しゃるかもしれませんが、この『IR 実践ハンドブック』というのが、玉川から出てています。宣

伝というわけではなくて、これの第 6 章に実は、情報支援サークルの話が簡潔にまとめられてお

ります。 

 ですから、興味のある方は、この本を私の報告と共に見ていただけると、なるほどねと思って

いただけるかもしれません。ちなみに、この本、読まれた方います？ ちょっと読んでなくても

買ったという人はどのくらいいます。ああ、はあ。ありがとうございます。 

情報⽀援サークル：組織学習の
プロセス
⼩湊 卓夫

九州⼤学 基幹教育院

McLaughlin, G. W., Howard, R. D.,(2004), People, Processes, and 
Managing Data, second edition, Association for Institutional Research.
リチャード・D・ハワード編（2012）、『IR実践ハンドブック：⼤学の意思決定⽀援』、⽟川
⼤学出版部
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 最初の第 1 刷で、もう終わりかと思いきや、実はもう 3 刷までいったというので、そこそこ、

ちょっと難しい本ですけど、出てるなという印象を持っています。 

 実は今年度、AIR の総会に私ようやく行くことができたんですけども、たまたま偶然このハワ

ードさんと会って、開口一番、「本売れてるか」って言われました。「そこそこ売れてます」っ

ていう話でごまかしてきましたが。 

 

 

 本題に入りたいと思います。

前の 2 人が、例え話がうまいの

で。私はそういうのがなかなか

苦手ですから、ちょっと抽象的

な話になって申し訳ないなとは

思うんですけれども、最初にデ

ータとインフォメーション、情

報の違いについて、少し理解し

ておくことが必要なので、この

サークルを考えるときに。その

話をさせていただきと思いま

す。 

 よく向こうの方と話をすると、

データとインフォメーションという言い方をしますね。データというのと、インフォメーション

っていうのを、区別して実は使われています。どういうことかって言うと、学内のいろんな活動

の結果として、いろんな事実が出てきます。これ、向こうではファクトと呼びますね。例えば、

学生数が何名だとか、日本でいうと学部数が幾つあるだとか、そういうのは全部ファクトになり

ます。そうすると、このファクトは集積されていない、通常いろんな所に点在する、または分散

してる形でデータがあるわけですね。 

 それを場合によっては、データベースの中に全部入れて、いつでもアクセスできるようにして

るっていう大学もあるかもしれませんが、日本の大学の常として、多くの大学ではそれぞれの部

署で、それぞれのデータを持っているということが一般的かもしれません。 

 そのこと自体は全然構わないんですけども、そうすると、そのデータはある特定の文脈の中で

構造化されるって、難しい言い方してますが、これ、あるデータって、データは特定の文脈の中

で実は情報という形に変わっていきます。 

 どういうことかと言うと、例えば、ここに一つの例を挙げていますけれども、それぞれの学部

の学生数、トータルで大学で何人学生がいるのか、大学院生がどのくらいいるのか、教職員がど

のくらいいるのかというのは、単なるファクトとしてのデータです。そこには何の意味もありま

せん。ところが、このデータが意味を持つ文脈っていうのが出てくるわけですね。この例が適切

がどうかは別にしても、例えば定員管理。国立では昔から結構きつめにやられていました。第 1

期目の中期目標計画でも、特に大学院の定員管理っていうのは、結構ギリギリやられた思い出が

ありますけれども、最近では私学もだんだんそういうような形になってくるようなことが、ちょ

データから情報へ
• 学内の諸活動の結果としての事実(fact)は、集

積されていない分離されたデータという形で⽰さ
れる（各部署に偏在）

• データは特定の⽂脈の中で構造化される時に情
報(information)へ変換される（時に複数の
データをつなぎ合わせることもある）

• 学⽣数（データ）→定員管理（⽂脈）→定
員充⾜率の⽔準（情報）

27
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っと出されましたね。 

 例えば、この定員管理をするっていうのは一つの文脈になります。すると、この段階で学生数

っていうのが初めて、ある特定の意味を持ってくるわけですね。つまり現員数と定員数の割合を

示したものが定員充足率という形になりますけども、この学生数は単なるデータですが、定員管

理という観点でデータを眺めると、充足率はどうなのかっていうのが、やっぱりすぐに私たちの

頭の中には思い浮かんでくるわけです。そうすると、このデータ、この定員充足率って数字自体

は、一つの情報、インフォメーションに変わったという話になります。 

 

 

 つまり、その情報を生み出す

っていうことは、ある特定の文

脈がある特定の観点である価値

を付与する、そういう行為その

ものだというわけですね。する

と、それにもとづいて、組織、

例えば、私たちの大学がうまく

いっていればそれはそれでいい

んですけど、うまくいってない

場合は、それをどう改善してい

こうかというところにドライブ

をかけていくことができるんだ

という話になります。 

 ですから情報の伝達というのは、非常に重要だということが指摘されていまして、例えば、定

員充足のデータを大学の企画部辺りが取りまとめて、まとめたとします。すると、そういう情報

は決して企画部だけに秘匿されるわけじゃないですね。各部局に、例えば普通はデータが伝達さ

れていきます。流されます。そして、各部局で定員管理どうされますかという問い掛けがなされ

る場合があるかもしれません。すると、そこの背後には何があるかと言うと、定員管理きっちり

しないと、要するに、補助金等に関わってくる問題になる、予算の配分に関わる話になるという。

だから、そのために定員管理はしっかりしなきゃいけないっていう信念が、組織の中で共有され

始めますね。 

つまり、単なるデータを見ただけではそういう話にはならないんですけども、情報に変わった

段階で、その情報に付随してくる価値というものが共有される形で、信念というものが形成され

るということです。これがある程度、全員まで行き渡ることはなかなか組織としてはないかもし

れませんが、ある一定の割合、この信念というものが大学の中で形成されてくると、ようやく執

行部としても、じゃあ動こうという形で意思決定ができるという話です。ですから、意思決定を

促すためのきっかけとして、この情報の伝達というのは非常に大事になってくるという話になり

ます。 

 ですから、さっきの例ですけれども、もう、すぐに思い浮かぶと思いますが、例えば、ある年、

定員超過がかなり大幅に出てしまったとなると、じゃあ、その定員管理、やっぱりしなきゃいけ

組織学習
• 情報を⽣み出すことは組織に価値を付与するこ

と＝組織の改善や質の向上の基盤
• 情報の伝達→信念の形成→意思決定
• 定員超過→定員を管理する必要性（超過分

の削減が⾏われないと補助⾦削減）→次年度
⼊学者数の絞り込み

• そこで得られた理解は個⼈とともに集団（組
織）においても蓄積され、学習が継続される＝
組織学習

28
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ないという文脈が出てきます。そうすると、次年度、この入学数をどう絞り込んでいくのか、定

員をどう 4 年間、4 年生の段階でならしていくのかということを考えながら、入学者の受け入れ

を考えるということにつながっていくかもしれないですね。 

 そこで得られた理解っていうのは、当然、そこに関わる個人だけではなくて、組織全体におい

ても、その信念を通じて蓄積されています。そういう風な形で、実は学習が組織の中で継続され

ていく。これを通常、組織学習って呼びます。それをテレンジーニは、まずは個人っていうとこ

ろに、IR のスタッフというところに焦点を当てて、オーガナイゼーショナル・インテリジェン

ス（Orgnizational Intelligence）っていう言い方をしてるんですね。 

 

 

 そうすると、IR の担当者って

いうのは、今は大学全体を見渡

したときでの話ですけれども、

どういうところに関わるのかっ

ていうのを簡単にまとめたのが、

これです。大きくは三つあるん

だろうと思います。一つはファ

クトであるデータを文脈の中で

情報に変換する、そういう役割

をやっぱりどうしても担わざる

を得ない。IR 室だけが担わなき

ゃいけないのかっていうのは、

また大学の文脈の中で、それぞ

れあるのかもしれませんけれども、そこを主に担うっていう主体になるかもしれないですね。 

 あと、そういった意味では、広くですけども、組織学習を支える一つのきっかけだったり、要

素だったり、そういう役割を担ってるということです。そこがうまく回れば、改善支援の活動と

いうものにつながっていきますし、広い文脈では、大学の質保証というものを担う一つの要因に

なり得るんだろうという風にも思います。 

 

 

ＩＲ担当者の役割
• 事実を⽰すデータを⽂脈の中で解釈される情報

に変換する
• 組織学習を⽀える要素
• 改善⽀援活動へとつなげ、⼤学の質保証の⼀

要素となる

29
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 じゃあ、具体的に情報支援サ

ークルって何かっていうわけで

すけれども、端的にはこういう

図で示されてる内容です。この

赤で書いてある所が、実は抽象

的ですけれども、主体です。一

人一人の人間というよりも、そ

ういう役割を担ってる主体とい

う意味ですね。 

 この主体が受け持つ範囲とい

うのがあるんですけれども、そ

れをデータから情報に変換して、

学内に流通させて、特定の信念

っていうのを形成して、意思決定にうまく結び付けていく。その重要さを全学的に理解を深めて

いくということを考えたときに、実は踏まなきゃいけないステップが五つあるというわけです。

ここの部分に、IR の担当者は程度の差はあれ、深く関わることになる。それを示したものが情

報支援サークルになるということです。 

 で、この青字で書いているのがキーの部分になります。これもちょっと英語をそのまま直訳し

てるところがあるので、意味が分かりにくいかもしれません。どういうことかっていうことです

が、先ほど嶌田さんの報告の中で、IR または評価の人材の能力段階別の表をお見せしてたかと

思うんですけど、あれを考えるときのフレームワークは、実はこれに割と沿った形になっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報⽀援サークル
管理⼈・提
供者

収集・コーディング・
蓄積

再構築・分析・統合

仲介者・⽣産者

良質な意思決定

⽣成・配布・報告

影響・意思決定

運営者・利⽤者

概念のモデル化・測
定⽅法の選択

5つの機能はＩＲに関係する業務のプロセスを⽰している
McLaughlin, Howard,(2004)から
報告者作成

ＩＲや評価の活動は、データを組織⽂脈に沿った形で付加価値を与え
た情報に変換し、組織の意思決定を⽀援する活動

30



H27.8.27 大学評価担当者集会 2015 全体会（於：神戸大学） 

61 

 一番最初に設計が大事です。何かデータを集めて取りまとめて情報として提供する際には、ど

ういう手法を使うのか、どこからデータを集めてくるのか、それが本当に適切なものかどうかで、

まとめたものが、ちゃんとどういう解釈がなされるのかということも含めて設計をしていく。で、

それを収集して、データをそれに従って収集して、分析して、活用は二つに分かれてますが、報

告をするという話ですね。 

管理⼈・提
供者

収集・コーディング・
蓄積

再構築・分析・統合

仲介者・⽣産者

良質な意思決定

⽣成・配布・報告

影響・意思決定

運営者・利⽤者

概念のモデル化・測
定⽅法の選択

設計

収集

分析
（情報化）

活⽤Ⅰ
［報告］

活⽤Ⅱ
［報告］

31

 

 先ほどの中で抜けてたのが、

恐らくここだと思うので、それ

ぞれのステップについて、ちょ

っと説明をしたいと思います。

どういうことかと言うと、ます

一つ目、ちょっと行き来します

が、スライド上はですね。まず

ここ、「概念のモデル化や測定方

法の選択」という風に書いてあり

ますが、これは、要は分かりや

すく言うと、こういうことです

ね。先ほど、イシュー・インテ

リジェンス、問題、学内の問題

• 概念のモデル化・測定⽅法の選択：学内の問
題の特定と状況把握、そのための測定の指標の設定、
分析の⽅法の検討

• 収集・コーディング・蓄積：利⽤可能なデータの把
握、データ収集の基盤の活⽤（ＤＢからのデータの抽
出等）

• 再構築・分析・統合：複数のデータ源から指標を
得る、得られたデータを概念的・実証的・経験的観点
からまとめ直す（解釈する）

• ⽣成・配布・報告：誰に何を提供したのか、明らか
になった事項をどのように伝えたのか

• 影響・意思決定：情報の受取⼈から有⽤なフィード
バックを得る、新たなデータ要求を受け担当者に伝える

32
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がどこにあるのかを把握することも大事だという話ししていただきました。まさにそこに関わる

話で、学内の問題をきちんと特定して、状況がどうなっているのかっていうのが分かっている。

それを踏まえた上で、その状況をどういうデータを使えば、そういう状況なんだということが示

せるのか、そこが設計の部分ですね。場合によっては、その指標をつくるっていう話です。 

 そして出てきたデータをうまく組み合わせながら、場合によっては分析、ある特定の手法を使

って分析すれば、よりよく理解をしてもらえる結果が得られるだろう。こういうことを最初にや

っぱり設計しておくことが大事だということですね。実際、こういうのは、現場で働いてる人に

伺うのが一番いいと思うので、時間があれば、後で藤原さんにちょっとコメントいただければと

思いますけれども。まず最初のステップとして、これが求められるということです。 

 次に、こういう設計をした上で、「収集・コーディング・蓄積」、ここの部分ですね。データ

を実際にいろんな所から集めてくる。場合によっては、そのデータを自ら取りにいくということ

をやらなきゃいけないわけですけれども、利用可能なデータがどこにどういう形であるのかだと

か、データ収集の基盤が学内ではどういうものがそろっていて、何が足りていないのかというこ

とも踏まえながら、集められるデータ、集められないデータ、いろいろあり得ると思いますけど

も、そういったものが、ちゃんと判断して使えるような状況になっているかどうかですね。ここ

に関わるステップというのがあるということです。 

 そして三つ目のステップが、この「再構築・分析・統合」という話ですが、よく見てもらえる

と分かるように、赤字が主体と言いました。誰がっていう風に考えると一番分かりやすいかもし

れませんが、若干、誤解があるかもしれないんで、そういう言葉遣いしてなかったんですが、取

りあえず人で考えてもらってもいいかもしれません。すると、人によっては、ここから始まって、

データの収集と、場合によっては分析までやる人もいるかもしれないですね。そういう形で、集

合の円みたいなのが描かれていると思って理解してもらえればいいと思いますが、三つのステッ

プを合わせて、ここに関わる話です。 

 すると、これはいろんな所からデータを取ってきます。問題はその集めてきたデータをこの段

階でいろんな設計で、どういう目的で、またはどういう意図で、そのデータを使うかというのが

ありますので、それに沿って、実際にまとめる、と。場合によっては解釈するという話ですね。

その問い掛けが実際に概念的だったり、経験的なものを裏付けるものであっても、全然それは構

わないわけですけれども、それぞれの立場から、データをまとめ直して解釈するという作業が必

要になってくるということです。 

 四つ目のステップが、この「生成・配布・報告」ですね。これは通常の報告、短いものです。

つまり、いろんな依頼があれば、依頼主に対して、目的に沿った情報を提供し、こうなっていま

すということを伝えます。そういうのが、ここの部分です。 

ちょっと先ほど嶌田さんのところで、説明では抜けましたがという話をしましたが、「影響・

意思決定」というところですが、実はここが完結しないと、このサークルが回っていかないとい

う意味で、ちょっと肝の部分だと私自身は理解しています。要は情報を受け取る人、または利用

する人がいます。大学の執行部だったり、学部の運営者だったりするかもしれません。場合によ

ってはそれぞれの部やセクション、責任者なのかもしれませんが、そういう情報の受取人が、実

際にこちら、IR のスタッフがまとめたデータをどういう風に使っているのか。または、その使

った結果、それがうまく使われたのか、場合によってはあまり使われなかったのかということも
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含めて、フィードバックを得る。ここ極めて重要だということですね。 

 PDCA で言うと、チェックの部分に当たるんだと思いますけども、そうしないと、次にまた何

か新たな要求があったときに、そもそもこの受取人はどういう意図でこのデータを欲しがってい

たのか、どういう背景のもとにデータを使おうとしたのかということの理解がないままに、情報

提供は難しいわけですね。 

 ですから、そういうのを得るために、きちんとコミュニケーションを取ってフィードバックを

得る。これが非常に大事だということです。そうすると、さっきのもう一回、図に戻りますけど、

ここですね、実際にこの意思決定にうまくデータを使うのは運営者や利用者ですけれども、IR

のスタッフが実はここに少し関わり合いながら、フィードバックをきちっと得ることによって、

次、より精度の高いデータ、または意図に沿ったデータをまとめあげて、情報として配布できる

という、このサイクルを回すことができる。これが意思決定をうまく支援していく上で、大事な

円環になっているということで、情報支援サークルという風に呼んでいるわけです。 

 

 

 すると、ここから個人ワーク

の話に入っていきたいと思いま

すが、私のところの個人ワーク、

一番多くの色を使います。全部

で 5 色ですね。申し訳ないです。

ただし、これはさっきも見てき

たように、それぞれのステップ

にどの程度関わるか、また関わ

っているか・いないかも含めて、

人によって随分違いがあると思

います。ですから、まずはご自

身のされている今の評価や IR に

関する業務がどこに当てはまる

のかっていうのを、まず判断してください。 

 全部入るよっていう人もいるかもしれない。その方は全部書いていただいて全然構いません。

でも、限定的、もう収集だけっていう人もいるかもしれません。それはそれで構いません。また

はこれから自分が担わなきゃいけない業務、それから大学からこういう風にしろって言われてる

業務もあるかもしれない。そうすると、実際にやってる業務と、これからやんなきゃいけないな、

しなければいけないなという業務も含めて、ここにそれぞれ当てはまるものを書いていただきた

いと思います。よろしいでしょうか。なおかつ、それぞれ実施上の課題についても記入をしてく

ださい。 

 

 

２）個⼈ワーク

• ご⾃⾝のされている（しなければならない）評価やIRの業務が
どのステップの業務なのか分類してみてください。

• それぞれ実施上の課題についてご記⼊ください。

５分

管理⼈・提
供者

仲介者・⽣産者

良質な意思決定

運営者・利⽤者
設計：概念のモ
デル化・測定⽅

法の選択

収集：収集・
コーディング・蓄積

分析：再構築・
分析・統合

活⽤Ⅰ：⽣
成・配布・報

告

活⽤Ⅱ：影
響・意思決定

※それぞれの⾊の附箋に書き込んでください。
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 例えばということですが、勝

手に私、書いてありますけど、

設計というところでいくと、私

の大学では 3、4 年に 1 回、学生

生活実態調査ってやりますけれ

ども、調査項目の見直しから始

まって、実際、どういう風なプ

ロセスを経て実施するのかとい

うことを設計するということは、

必ずワーキングの中でやるわけ

ですね。例えば、そういうのを

中心に今までやってきたってい

う人は、この設計の部分にピン

ク色、書いていただければいいですね。 

 例えばデータ収集、いろんな学生調査を実施して、そのデータを取りまとめましただとか、あ

ることが要求されて、データベースからそのデータを取ってきてまとめました。またはデータの

定義集だとか、データカタログを作成しましたというのでもいいです。場合によっては、課題が

あると思いますね。これこれ、こういうことをやったんだけれども、実はそこのデータに関して

は、データベースがきちんと整備されていないので、データ収集は非常に困難を極めたとなれば、

それは一つの課題として出てくるわけですね。で、提案としては、データベースの構築が必要な

んじゃないか、そういうのを課題として書いてもらってもいいですね。 

 分析に関しても、例えばどういうことをやったかを書いてもらえればいいですね。一つの例で

すけれども、学務の、要は成績のデータベース、入試形態別のデータがありますが、それらを突

き合わせて、学生個人のパネルデータを取って、どういう入試で入ってきた学生がその後、大学

の授業を受けて成績がどうなったのかを追ってみたいということを、例えばデータを突き合わせ

てやりましたとなれば、そういうことを書いてもらえればいい。やってなければ何も書かなくて

も何ら問題ありません。これはあくまでも例です。 

 活用のところはちょっと使い分けていますけれども、これはどこにどういうものを提出したか

っていう話ですね。例えば、ここに書いてあるのは、自己評価書という風にまとめました。実は

私も認証評価や個人評価、第 1 期目はそういう作業をかなり従事しましたが、そういう作業をや

って、報告書をまとめて執行部に出していました。または機構に提出しました。ところが課題も

あると。なかなか読んでもらえなかっただとか、フィードバックが得られなかったということを、

例えば書いてもらえればいいですね。 

 ちょっとフィードバックに関しては、本当はこっちに書く部分もあるかもしれません。例えば、

活用のⅡっていうところですね。あるレポートを作ってデータをまとめて出したんだけれども、

それが使われなかった、うまく使ってもらえなかった。だから次の報告ではちょっと視点を変え

て、こういう風にデータを取りまとめて出したところ、なんかうまく使ってもらえました、みた

いなことが、もしあれば、そういうのを書いてもらえればいいし、そこがやっぱりうまくいかな

かったのであれば、それを課題として書いてもらっても構わないと思います。 

２）個⼈ワーク 例⽰

九州⼤学 基幹教育院 ⼩湊卓夫の場合

設計：学⽣⽣活
実態調査の段取りを

組む 収集：○○学⽣調査の
実施、△△ＤＢの構築等、
データ定義集・データカタロ

グの作成
課題：□□に関連したＤ

Ｂ構築の必要性

分析：学務ＤＢと⼊試Ｄ
Ｂからデータを抽出し学⽣個

⼈のパネルデータを作成

活⽤Ⅰ：⾃⼰評価書のとりま
とめ、○○レポートを作成し△△へ

提供等
課題：受け取り先でどのように使わ
れたのかフィードバックを得ていない

活⽤Ⅱ：○○レポートにお
いて△データは使われなかったた
めに、次回の報告では□□デー
タをとりいれた、執⾏部に提供し
た＊＊報告書で何が有益だった

かを把握した等

34
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 こういうような形で、気軽に書いていただければと思います。当てはまるものについてですね。

で、この色です。設計に関してはピンク、オレンジが収集、分析が黄色ですかね。活用のⅠ、と

にかく提出するっていう段階では緑。フィードバックをきちんと得て、どうだったかということ

に関しては青のシートを使って書いてください。では、よろしくお願いします。 

 

 

＜作業１＞附箋紙に用いて自分の３つの知性それぞれ分析しバランス（個人、組織）を確認する

作業を実施（５分） 

 

＜作業２＞以下のようなペアで作成した附箋紙を見せ合いながら討論を行う（５分） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜回収＞ 作成した附箋紙をスタッフが回収・貼りつけ（５分） 

・ご協力いただける方には、附箋紙の隅に座席番号と属性をご記入いただいた。 

① どちらかと言えば IR の業務が多い方 

② どちらかと言えば評価の業務が多い方 

③ その他の方 

※座席番号をもとに国公私立の別、教員・職員の別のみをデータに附加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 赤枠の方とペアになってください。

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30

31 41 51

32 42 52

33 43 53

34 44 54

35 45 55

36 46 56

37 47 57

38 48 58

39 49 59

40 50 60

61 71 81

62 72 82

63 73 83

64 74 84

65 75 85

66 76 86

67 77 87

68 78 88

69 79 89

70 80 90

91 101 111

92 102 112

93 103 113

94 104 114

95 105 115

96 106 116

97 107 117

98 108 118

99 109 119

100 110 120

３）近隣の方と討論
35

• お休みの方がいるところにはスタッフが入りますが、お近く
にスタッフがいない場合などは３名で進めてください。



小湊 卓夫［大学評価に活かす米国 IR の知見］「情報支援サークル：組織学習のプロセス」 

66 

＜結果１：画像＞（後日調整予定） 
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＜結果２：表＞ 

別紙のとおり（報告書版は巻末・web 版なら右隣にあります）。 

※座席番号をもとに国公私立の別、教員・職員の別のみをデータに附加した。 

 

 

＜講評＞ 

 みなさん、どうもありがとうございました。ちょっとバーッと眺めて読んでいたんですが、何

か傾向があるかなと思って見ていきましたけれども、なかなか書いてあること個別、いろんな案

件があるようでして、これっていう傾向はなかなか見てとれなかった。ただ最初予測していたと

おりだったのが、ここですね、やっぱり。何かデータを集めて報告したところまでは、みなさん、

なんか当然のごとくやられている。ところが、それが本当にどういう風に使われたのか、または

本当に使われたのか・使われてないのかも含めて、なかなかそこがうまく把握ができていないと

いう現状が、予想はしていましたが、やっぱり事例としても少ない。実際、中身を見ても、課題

のほうがやっぱり多いというのが傾向のように思います。 

 あと収集、分析に関しては、予想どおりいろんなものが出てきていました。設計ですが、こち

らは少ないんじゃないかと思ったところ、大学評価担当者集会ということもあるんでしょうけれ

ども、自己評価書の作成だとか、法人評価、認証評価の報告書を取りまとめ、確かにあれも設計

に入ってくるので、実は意外にそういう記述が多いんだなという風にはちょっと見ていたところ

です。確かにそういう場面で設計するっていうことは当然のごとくあるんだろうと思います。た

だ個別の学生の調査だとか、プロジェクトに関わるような形で、データを何か集めなきゃいけな

いという事例は、若干ありますけれども、さほど多くないのかなという印象を持ちました。 

 ただ全体を眺めてみて、先ほど、こちらからもいっぱいクレームを受けたんですが、やっぱり

ちょっと分かりにくかったかなと思うんですね。これ、今、五つのステップについて記述してい

ただきましたが、その上を取り囲むように三つの主体がありました。あれをだから私、説明の中

で、1 人の人間として個別に捉えるっていうのは、ちょっと難しいんじゃないかっていうことを、

チョロッと言ったつもりだったんですけれども、そこがひょっとしたら理解を難しくさせていた

のかもしれません。 

 どういうことかと言うと、私の経験した事例では、こういうことがありました。私の大学、も

うはっきり言いますけど、経済学部です。経済学部で学部長になった方がいらっしゃって、ちょ

っとあるきっかけで、状況を伺いたいということで、私が訪問して、いろいろ話を、意見交換し

たことがあったんですね。そうすると、経済学部長になられたときに、自分の学部の学生の状況

というのを知りたかった。だからデータを集めようと思ったんだけども、学部事務に言っても、

データがちゃんと集まらない。だから仕方ないから自分で手当たり次第集めたと。だから、先ほ

どの情報支援サークルで言うと、管理人だとか提供者っていうところを、まず学部長が担わざる

を得なかったということですね。 

 実際に分析して、誰に出したかと言うと、自分向けに作っているわけですから、仲介者・生産

者っていう部分も学部長が全部自分で担った。そのデータを使いながら、うちの学部はこういう

状況なんだ。特に退学者の問題というのが、社会科学系は非常に大きな課題として取り上げられ

ることが多いんですけれども、やっぱり案の定そうだったということで、そこをどうやっていこ
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うか。教授会にやっぱりちゃんとかけて議論しようということ。これもやっぱり学部長が担う。

そういう状況だと、この三つの主体というのは、全部、学部長 1 人の個人が担うわけです。 

 ところが、例えば IR オフィスが独立でちゃんとできていて、そこがもうデータ管理だけをし

てくださいっていう形になれば、これはもう管理人や提供者だけで終わるかもしれません。です

から、ここの部分はどういう位置付けで、どういう役割を担っているのかっていう、その組織の

中の状況によって、随分ここが変わる。 

 だから、みなさまに書いていただきたかったのは、実際に今自分がやってる仕事、業務の内容、

またはこれから求められる内容について書いてくださいというつもりだったんですが、結構、み

なさんまじめに全部書いていただいた方も多かったようにちょっと見えました。 

 やはり、この議論は何の議論だったかというところにもう一回立ち返りたいんですが、組織的

なインテリジェンスをどう高めていくか。つまり、私もよく経験しますけれども、大学の中でい

ろんなことが行われています。行われたことの知見だとか、経験則みたいなものが、大学の組織

の中できちっと共有できているのか。改善に向けて動くときに、それがちゃんと共有できている

のかと言うと、そこはやっぱり弱いんですね。アメリカもやっぱりそうだという話のようです、

いろいろ話を伺うとですね。 

 そうすると、そこをどうやって乗り越えていくのかという形になったときに、今のようなこの

五つのステップというのを、うまく回していくっていうことは、一つのやり方ではないかという

意味で、提示されたサークルだということですね。そうすると、改善のサイクルを回していくと

いうところの肝になるのは、一つはやっぱりここなんだろうなと思うわけですね。きちっとやっ

ぱりフィードバックを得て、何が足りなかったのか、十分だった点が何であったのかということ

も含めて、自分たちの業務をもう一回きちっと見直しながら、次のデータの収集、提供へつなげ

ていく。ここがやっぱり肝心なところではないかなと思ったところでした。 

 ちょっと感想めいた話になりましたが、以上で私のセッションは終わりにしたいと思います。

どうもありがとうございました。 

 


