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まえがき 

 

評価初心者セッションは、大学評価の実務経験がほとんど無い初心者を対象に、「評価と

は何か」という基本的な観点に基づき、自己評価書をどのように作成するのか、について参

加者主役型の演習を通じて評価の考え方や発想法を身につけることを第一の目標として実

施しました。 

評価に関する一般的な、あるいは大学固有の事情に応じた数々のノウハウやスキルは、こ

れからの業務で身につけていくことになります。その際に、評価に関する基本的発想を持っ

ていなければ、その場しのぎの仕事になってしまい、「改善のための評価」という大学評価

の重要な目的を果たすことができなくなります。これを踏まえ、評価担当者のほとんどが携

わることになる自己評価書の作成を題材に、評価に関する基本的なノウハウやスキルの紹

介を交えながら、参加者は「評価とは何か」という視点をつねに意識し、それを基に自己評

価書を作成する姿勢をグループワークにより体感することで理解を深めました。 

一方、各大学で実際の評価業務に当たる場合、学内の理解と協力を得ることが重要なのは

言うまでもありませんが、学外の評価担当者とのネットワークがあることも心強い味方に

なるはずです。本セッションでグループワークやポスターセッション、情報交換タイムの場

を設定したのは、他人との協働により、多様な考え方があることを知り、自らの視野を広げ、

自らの考えを深めることはもちろんですが、評価活動を通じて、学内の各組織とのコミュニ

ケーションをより円滑に進める力を養ったり、自大学の評価業務で困った際に他大学の評

価担当者と気軽に相談できる関係を構築したりといったねらいもあります。 

本報告書には、演習の解答例としてグループワークで各班が作成したポスター資料やそ

れらの総括をつけるなど、大学評価の初心者が、本セッションを受講していなくても自ら学

べるように作成しています。また、本セッションを受講された皆さんにとっては、当日どん

な話をしたか思い出したり、ポスターセッションで十分に議論できなかった部分や、講師が

当日十分説明できなかった点を補ったりしていただけると理解が一層深まると思います。 

今年度は、２日間の開催、予習用のテキストとなる「初めて評価を担当される方へ（前編・

後編）」（情報誌「大学評価と IR」第８号、第９号に掲載）の作成、「事前質問による Q&A」

や「情報交換タイム」の設定など、新たな試みが多くあってわれわれスタッフにとってもス

リリングな運営となりました。実際やってみての課題や反省も多々ありますが、参加者の皆

さんの熱意と高い理解度のおかげで無事に評価初心者セッションが終えることができまし

た。スタッフを代表して感謝の意を表します。 

 

平成 29 年 9 月 11 日 

大学評価コンソーシアム 幹事  

（新潟大学 経営戦略本部評価センター 准教授） 

関   隆 宏 
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１. 開催概要 
 

1.1 目的 

 

大学評価では、まず大学の諸活動の現状把握を行い、その結果を通じて自大学の特徴や課題を

明らかにします。そのうえで特徴をさらに伸ばしたり、課題を改善する活動への支援を行ったり

します。そのような活動は、ひいては大学の諸活動に対して社会からの理解を促進することにつ

ながります。 

そのため、評価初心者セッションでは、「評価とは何か」という基本的な観点に基づき、自大学

で自己評価書を作成する際に求められる着眼点・発想法・留意点を身につけることを目的としま

す。この分科会では、基本的な部分を講義形式で行い、受講者主役型の演習を通じて、内容理解

の定着を図りますので、積極的な参加を期待します。なお、大学評価の実務経験がほとんど無い

初心者を対象とします。 

 

1.2 開催日時及び会場 

 

日時： 平成 29 年 8 月 23 日（水）13:00～16:45（16:45～17:45 情報交換タイム） 

            24 日（木） 9:30～12:20 

会場： 立命館大学 大阪いばらきキャンパス Ａ棟中ウイング ３階 AC348 

 

1.3 班編成 

 

申し込み時に入力していただいた「所属機関名」、「所属部課名」、「役職名」及び「評価との関

わり」を参考に、班編成を行いました。業務を行ううえで、経験的・立場的に近い方をまとめ、グ

ループワーク時において、参加者同士のディスカッションが活発になるように配慮しました。 

 

1.4 参加者分析 

 

「評価初心者セッション」には、計 45 名が参加しました。参加者の属性分析は、申し込み時に

参加者から提供いただいた所属や職種等の情報を基に行いました。なお、「参加者」とは、国公私

立大学及び関係機関の「通常会員」であり、運営スタッフである「幹事」の６名を含んでいます。 

職種別の参加比率では、職員が 87％（前年度比６ポイント増）、教員が 13％でした。また、職

員の職層を「部長・課長等」及び「係長・係員等」、教員の職層を「教授等」及び「准教授・講師

等」に分けて示すと、職員の係長・係員等が 69％（前年度同数）と最も多く、次が職員の部長・

課長等の 18％（前年度比５ポイント増）でした。教員の参加比率のほとんどは運営スタッフが占

めていることから、例年どおり、評価担当職員の方々が多く参加していることになります。 

所属区分別では、国立大学が 51％（前年度比 24 ポイント減）を占めており、私立大学は 36％

（前年度比 23 ポイント増）でした。また、今年度は関係機関の参加が９％（前年度比６ポイント

増）と多かったことも注目されます。 
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地域ブロック別では、近畿地方が 33％で最も多く、次が関東地方の 27％でした。また、近畿地

方、中国・四国地方及び九州・沖縄地方からの参加比率が 58％であることから、西日本の大学等

を中心に参加していることが伺えます。 

地域ブロック・所属区分別と職種別をあわせて確認すると、近畿地方の国立大学の教職員が

18％と最も多く、次が関東地方の私立大学の教職員の 15％でした。職員については、九州・沖縄

地方の国立大学も 11％と多かったです。 
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本セッションでは、評価の実務経験がほとんど無い方（概ね１年未満）を対象としており、参

加者の「評価・IR との関わり」や「事前課題（提出任意）」の内容も確認すると、採用されたばか

りの方や人事異動により評価担当になられた職員が多く参加されていました。 

 

（大野［鳥取大］、土橋［神戸大］、関［新潟大］） 
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２. 実施内容 
 

○ タイムテーブル及び実施事項 

 

予定日時 実施事項 

8 月 23 日（水） 大学評価の基礎、認証評価に基づく自己点検・評価 

13:00～13:50 
スタッフ紹介 

講義１ 大学評価担当者の基礎知識 

13:50～14:20 講義２ 自己評価書作成に当たってのチェックポイント 

14:20～14:30 （配置換え・休憩） 

14:30～15:15 
演習１ 認証評価 

※ 事例１（認証評価）を用いた演習 

15:15～15:55 演習１の解説 

15:55～16:05 （休憩） 

16:05～16:15 演習２ 目標・計画に基づく評価  ※演習課題の説明のみ 

16:15～16:45 
事前質問による Q&A 

まとめ 

16:45～17:45 情報交換タイム 

8 月 24 日（木） 目標・計画に基づく自己点検・評価 

9:30～10:45 
演習２ 目標・計画に基づく評価 

※ 事例２（目標・計画に基づく評価）を用いた演習（ポスター作成） 

10:45～10:55 （ポスター掲示・休憩） 

10:55～12:00 ポスターセッション（グループワークの結果発表） 

12:00～12:10 演習２の解説 

12:10～12:20 
講義３ 評価を改善に活かすために 

まとめ 
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※ 以下記載の時刻は当日の実施時刻。 

 

8 月 23 日（水） 

13:00～14:05 スタッフ紹介、講義１ 大学評価担当者の基礎知識 

 

評価初心者セッションを担当するスタッフの自己紹介を行った後に、「評価とは何か」という

基本的な観点に基づき、自大学で自己評価書を作成する際に求められる着眼点・発想法・留意点

を身につけるという本セッションの主旨、スケジュール、進め方について説明を行いました。 

次に、講義１として、参加者各自が事前に予習したテキスト「初めて評価を担当される方へ（前

編・後編）」の要点をまとめた講義編スライド（8～11 ページ）に基づき、「大学評価担当者の基

礎知識と心得」、「認証評価の概要」、「目標・計画に基づく評価の概要」を説明し、評価に関する

知識の整理と共有を行いました。 
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１．大学評価担当者の基礎知識と心得
大学評価の基本的な構造

その他のマスメディアや企業、
高校関係者等の利害関係者による評価

学外の第三者組織による評価や
政府機関による評価

各大学が行う大学の
自己点検・評価

本セッションが扱う
「大学評価」

認証評価
国立大学法人評価

4

１．大学評価担当者の基礎知識と心得
大学評価の目的

① 説明責任（accountability）

 大学の教育研究活動等の目的や特徴，成果を示し，社会的説明責任を果
たすこと。

② 改善（improvement）

 大学における諸活動の現状理解を通じて，問題点や課題を改善し，大学
の質の保証ならびにその維持・向上を図ること。

5

１．大学評価担当者の基礎知識と心得
機関別認証評価と国立大学法人評価の概要

評価制度 機関別認証評価 国立大学法人評価

基礎となる法律 学校教育法 国立大学法人法

評価の対象
全ての大学，短期大学，高等専
門学校

国立大学法人，
大学共同利用機関法人

評価の目的

教育研究活動などの
①質の保証
②質の改善・向上
③社会的説明責任

①中期目標期間における諸活動の質
の向上

②次期中期目標・中期計画への反映
③国費の投入に対する説明責任

評価の内容
認証評価機関が定める評価基準
に基づき，教育研究，組織運営
及び施設設備の総合的な状況

中期目標，中期計画及び年度計画に
対する教育研究活動や経営面などを
含めた総合的な達成状況

実施時期 7年以内ごと
各年度終了時，
4年目終了時及び中期目標期間終了時

6

１．大学評価担当者の基礎知識と心得
大学評価導入の経緯

1. 大学設置基準の大綱化（1991年）

 事前規制方式を緩和する代わりに，自己点検・評価の努力義務化

2. 大学設置基準の改正（1999年）

 自己点検・評価の実施と公表の義務化

 自己点検・評価の外部者による検証の努力義務化

3. 認証評価制度，国立大学法人評価制度の開始（2004年）

 大学の自己点検・評価に基づく第三者による評価の義務化

7

１．大学評価担当者の基礎知識と心得
大学評価の現状と課題

 認証評価制度，国立大学法人評価制度の開始（2004年）に伴い，各大学
ではそれぞれの大学の文化・特性に沿う形で評価活動を展開

 エビデンス（根拠）に基づく評価の徹底

 対外的には評価文化が根付きつつあるといわれることもある。

 一方，現場レベルでは「評価疲れ」も。

 評価作業に係る負担の大きさなどの問題，評価自体が目的化していると
いう課題

 大学評価に関わる者は，これらの課題の改善について考えることも大切

8

１．大学評価担当者の基礎知識と心得
評価業務に当たって意識すべき事項

(1) 支援的であること：質の維持・向上のための手がかりを提供＝改善志向

 評価には説明責任と改善の２つの目的がある。

(2) 非排除・双方向的であること：関係部局の教職員等との密な対話と信頼構築

 評価の目的を共有する。

 教職員とのコミュニケーションにおいて，教育研究等の状況を把握し信頼関
係を構築する。

(3) 明示的であること：作文ではなく，根拠に基づいた評価とプロセスの透明化

 改善を志向するためには，誠実な自己点検・評価が必要。

 現状を把握し共有するために，多様なデータに基づいた活動の根拠を示す。

9
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１．大学評価担当者の基礎知識と心得
実際の取組を点検・評価するための考え方 (1)

○ 「目的・目標－計画－実行－評価－改
善」という一連の流れを踏まえ，点検・評
価項目を明確にする。

 計画や教育プログラムなどの実施状況や成果を確
認できる点検・評価項目を明確にする。

 「計画に記載した内容を実施したか」，「目標の
達成にどれだけ近づいたか」，「ポリシーの内容
が適切に実施されているか」など

 指標（評価指標）の設定なども有効

 評価担当者の立場で点検・評価項目を見る際に，
収集すべき根拠資料・データについて考慮するこ
とも大切

目的・目標

PDCAサイクル

10

１．大学評価担当者の基礎知識と心得
実際の取組を点検・評価するための考え方 (2)

〇 目的や目標に対し，取組の現状を多面的に把握し点検・評価する。

 「インプット」，「プロセス」，「アウトプット」，「アウトカム」の
観点から取組の現状を把握し点検する。

目的・目標
大学／学部等の諸活動

（プロセス）
達成状況の提示

計画立案

11

２．認証評価の概要
認証評価とは

 国公私立の全ての大学，短期大学，高等専門学校（以下「大学等」）が，
定期的に，文部科学大臣の認証を受けた評価機関（認証評価機関）によ
る評価を受ける制度

 目的

各大学等における教育研究活動等の質を保証し，質の改善・向上に資する
ために，認証評価機関が定める大学評価基準に基づく定期的な評価を受け，
その結果を社会に向けて明らかにする。

 認証評価の種類

① 機関別認証評価（７年以内ごと）

② 専門分野別認証評価（５年以内ごと）

12

２．認証評価の概要
認証評価の特徴

① 教育評価が中心

 大学における教育活動の重要性を鑑みる

② 各大学の目的や目標を踏まえた評価

 各大学の個性を伸ばす

③ 自己点検・評価に基づく評価

 各大学の教育研究活動等の個性化や質的充実に向けた大学の主体的取組
を支援・促進

④ 大学の教職員等の有識者によるピア・レビューを中心とした評価

 大学の状況を適切に評価

13

２．認証評価の概要
大学機関別認証評価を行う認証評価機関及び評価基準

大学改革支援・学位授与機構 大学基準協会 日本高等教育評価機構
基準１ 大学の目的

基準２ 教育研究組織

基準３ 教員及び教育支援者

基準４ 学生の受入

基準５ 教育内容及び方法

基準６ 学習成果

基準７ 施設・設備及び学生支援

基準８ 教育の内部質保証システム

基準９ 財務基盤及び管理運営

基準10 教育情報等の公表

基準１ 理念・目的

基準２ 内部質保証

基準３ 教育研究組織

基準４ 教育課程・学習成果

基準５ 学生の受け入れ

基準６ 教員・教員組織

基準７ 学生支援

基準８ 教育研究等環境

基準９ 社会連携・社会貢献

基準10 大学運営・財務

基準１ 使命・目的等

基準２ 学生

基準３ 教育課程

基準４ 教員・職員

基準５ 経営・管理と財務

基準６ 内部質保証

（注）上記以外に，大学が
個性・特色としている領域
に関して独自基準を設定す
ることができる。

※ 2018年受審用。
大学基準協会と日本高等教育評価機構は2018年度よりこの評価基準に変更。

14

２．認証評価の概要
評価の重点

① 学校教育法や大学設置基準等の法令要件が遵守されているか。

② 理念・目的，教育目標を達成するために大学がどのような努力をしてい
るか，それがどの程度達成されているか。

☆ 第３サイクルの認証評価では，以下の事項が「重点評価項目」として挙
げられている。

 内部質保証に関する評価

 三つのポリシーに関する評価

 「大学による学生の学修成果の把握・評価」に関する評価

15
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２．認証評価の概要
大学機関別認証評価のスケジュール

大学改革支援・学位授与機構 大学基準協会 日本高等教育評価機構

受審
前年度

５～６月 説明会，研修会 ４月 説明会
９月末 申請 11月末 申請 ７月 申請

９月 研修

受審
年度

６月末
「自己評価書」提出

４月末
「点検・評価報告書」等提出

６月末
「自己点検評価書」等提出

10～12月 訪問調査 ９～10月 実地調査 ９～11月 実地調査

１月末
評価結果（案）の通知

12月
大学評価結果（委員会案）の通知

12月下旬まで

調査報告書案の通知
２月上旬

評価報告書案の通知
３月下旬

評価結果の確定及び公表
３月

「大学評価結果」の確定及び公表
（必要な場合は異議申立）

３月末
評価結果の確定及び公表

備考

「大学評価基準を満たして
いない」場合，評価実施年
度の翌々年度まで

追評価（任意）

○「不適合」の場合，翌年度あるい
は翌々年度 追評価（任意）

○「保留」の場合，大学評価申請年
度から３年後まで 再評価

「保留」の場合，翌年度
再評価

大学評価結果受領から３年後まで
「改善報告書」提出

「適合」の認定を受けた翌
年度から３年以内

「改善報告書」提出
16

（補）内部質保証とは
（テキスト １.５. ）

 現在，認証評価においても，内部質保証システムが構築され機能してい
るかが評価されており，今後一層重視される。

 認証評価機関等における「内部質保証」の定義

大学改革支援・
学位授与機構

日本高等教育評
価機構

大学等が，自らの責任で自学の諸活動について点検・評価
を行い，その結果をもとに改革・改善に努め，それによっ
てその質を自ら保証すること。

大学基準協会

PDCAサイクル等の方法を適切に機能させることによって，

質の向上を図り，教育・学習その他のサービスが一定水準
にあることを大学自らの責任で説明・証明していく学内の
恒常的・継続的プロセスのこと。

「教育の内部質
保証に関するガ
イドライン」

大学が自律的な組織として，その使命や目的を実現するた
めに，自らが行う教育及び研究，組織及び運営，ならびに
施設及び設備の状況について継続的に点検・評価し，質の
保証を行うとともに，絶えず改善・向上に取り組むこと。

17

（補）内部質保証のポイント
（テキスト １.５. ）

① 大学が自らの責任で行う ～大学は自律性のある組織である

② 恒常的・継続的に行う ～認証評価対応のものではない

③ 自己点検・評価の結果を基に質の向上を図る

～改善志向・PDCAサイクルの確立

④ 大学の諸活動の質を自ら保証する ～社会からの信頼を得る

18

（補）内部質保証システムの主な構成要素
（テキスト ２.５. ）

①内部質保証に関する全学の方針・責任体制

②中期的な戦略計画・実行計画，教育プログラムの設計・管理方針等の策定

 戦略や方針の測定方法（アセスメント・プラン）もセットで考えることが望まれる。

③点検・評価・検証システムの確立

 情報の収集・分析などIR機能の確立も含まれる。

④学生や外部者の参画（関係者への意見聴取など）

⑤情報公開

 教育情報，自己点検・評価や外部者による検証結果，中期計画等の公表

☆ 『内部質保証ハンドブック』（大学基準協会）や「教育の内部質保証に
関するガイドライン」（大学改革支援・学位授与機構）を参照するとよい。

19

３．目標・計画に基づく評価の概要
目標・計画に基づく評価とは

 大学の理念や目的を達成するために，期間の設定された中期的な目標・
計画を自ら定める大学が少なくない。

 この目標・計画が確実に達成できるよう，一般に次が行われる。

１）定期的に進捗管理を兼ねた自己点検・評価

２）設定期間終了後に，目標・計画の達成状況や目標達成に向けた手段の改
善の状況について自己点検・評価

 これらの自己点検・評価の結果について，外部評価や第三者評価を受け
ることが求められている。

20

３．目標・計画に基づく評価の概要
目標・計画に基づく評価の例 (1)

（１）国立大学

 中期目標，中期計画，年度計画に関する実績について，国立大学法人評価が
義務づけられている。

 第三期中期目標・中期計画の作成に当たって，目標を具体的に実現するため
の手段を策定し，その手段が遂行されているかどうかを検証することができ
る指標の設定や具体的な達成状況の明確化が求められた。

（２）公立大学

 地方独立行政法人法に規定される中期目標，中期計画，年度計画に関する実
績について，地方独立行政法人評価委員会が評価する。

 評価時期，評価内容，評価方法などは各評価委員会の判断に委ねられている。
なお，中期目標期間における業務実績の評価に当たって，認証評価機関の教
育及び研究の状況についての評価を踏まえることとされている。

21
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３．目標・計画に基づく評価の概要
目標・計画に基づく評価の例 (2)

（３）私立大学

 私立学校法で，理事長から評議員会へ事業計画を諮問するとともに，年度ご
とに事業の実績について報告することや，事業報告書を作成し，閲覧に供す
ることを義務づけられている。

 独自の中長期計画を策定する大学，中長期計画の達成度を把握するためにKPI
（重要業績評価指標：Key Performance Indicator）を設定する大学もある。

（４）国公私立大学共通

 内部質保証の観点から，現状を踏まえて改善に向けた活動の計画，その活動
の実行，活動結果の把握・評価，さらなる改善のPDCAサイクルを継続的に実
践することが求められている。

 改善に向けた活動の実施状況だけでなく，その活動の効果についても自己評
価を行う必要がある。

22

３．目標・計画に基づく評価の概要
国立大学法人制度の概略（目標・計画関連）

① 中期目標
 教育研究の基本理念やこれを実現するための６年間の目標を明示
 第三期中期目標期間は，平成28年度～平成33年度

② 中期計画
 中期目標を実現するための具体的な計画

③ 年度計画
 毎年度，中期計画に沿って定める計画

※ 中期目標の原案，中期計画及び年度計画は，各法人が作成する。
（中期目標は文部科学大臣が定めることになっている。）
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３．目標・計画に基づく評価の概要
国立大学法人評価制度の概略

種類 年度評価
中期目標期間評価

教育研究評価
実施年度 毎年度 ４年目終了時と６年目終了時

評価者
国立大学法人評価委

員会
国立大学法人評価

委員会
大学改革支援・学位授与機

構

提出書類 実績報告書
実績報告書
※年度評価と一体化さ
れた様式

中期目標の達成状況報告書
学部・研究科等の現況調査表

研究業績説明書

主な
評価項目

・業務運営等に係る
年度計画の実施状況

・「戦略性が高く，
意欲的な目標・計
画」の進捗状況

・教育研究等の質の
向上に係る総括的な
状況

・附属病院，附属
学校，業務運営等
に係る中期目標の
達成度及び中期計
画の実施状況

・共通の観点に関
する取組状況

・教育，研究，社会との連
携，グローバル化等に係る
中期目標の達成度及び中期
計画の実施状況

・学部・研究科等の教育・
研究水準及び（中期目標期
間中の）質の向上度

24

３．目標・計画に基づく評価の概要
認証評価と目標・計画に基づく評価の違い

認証評価 目標・計画に基づく評価

評価の観点や自己
評価書に記載すべ
き事項・根拠資料

あらかじめ決まっている
（「自己評価書作成要
領」等に記されている）。

大学自らが決めなくてはなら
ない。

目標・計画の内容に則したも
のでなければならない。

自己評価書の記述

一般に大学として求めら
れる必要最低限の水準を
クリアしていることが分
かる記述。

大学が特色を出すための
努力や工夫を積極的にア
ピールする記述。

公費や授業料等の投入に対す
る社会的説明責任を果たす観
点や，更なる改善が必要か検
討する観点から，目標・計画
の達成度や成果の記述。
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大学評価関連用語集 

 

 

○ 評価に関連する法律・制度等 

 

【学校教育法】 

日本国憲法の精神に基づき、また教育基本法の制定を受けて、1947 年に制定された学校教育

全体の具体的な内容を定めた法律。高等教育機関の質保証に関する規定として、従来より実施さ

れている大学等の設置を文部科学大臣が認可する制度のほか、2004 年 4 月 1 日施行の学校教育

法改正により、新たに自己点検・評価及び認証評価の実施が義務化された。 

 

【大学設置基準】 

文部科学省令のひとつで、大学の設置認可を行う際の審査基準と、認可後も大学が備えておく

べき最低限の基準として両方の役割を果たすもの。教育研究組織・教育課程・教員・施設・設備

などの項目で構成される。短期大学、高等専門学校、大学院、専門職大学院、大学通信教育及び

短期大学通信教育においてもそれぞれ設置基準が定められている。なお、認可後の事後チェック

として、法令適合性が認証評価において確認される。 

 

【教育情報の公表】 

2011 年 4 月 1 日施行の学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）改正により、大学

（高等専門学校、短期大学、大学院を含む）は、大学の教育研究上の目的や基本組織、教員組

織、受入方針及び入学者数、授業、成績評価及び卒業・修了認定、施設及び設備、徴収費用、学

生支援等、教育研究活動等の状況についての情報を、刊行物、インターネットなどを通じて公表

する義務を負うこととなった。加えて、大学（短期大学、大学院を含む）は、教育上の目的に応

じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を公開することが努力義務として強く求められて

いる（学校教育法施行規則第 172 条の 2）。これにより、社会に対する説明責任を果たすととも

に、教育の質を向上させることが期待されている。 

 

○ 評価の種類 

 

【自己点検・評価】 

大学等が、自己の目的・目標に照らして教育研究等の状況について点検し、優れている点や改

善すべき点などを評価し、その結果を公表するとともに、その結果を踏まえて改善向上を行って

いくという質保証の仕組み。学校教育法において、その活動が義務化されており、高等教育の質

保証は一義的に大学等自らが主体的に行うものという点が示されている（学校教育法第 109 条第

1 項）。 

 

【認証評価】 

文部科学大臣の認証を受けた評価機関（認証評価機関）が、大学、短期大学、高等専門学校及
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び専門職大学院の教育研究活動等の状況について、各認証評価機関が定める評価基準に基づき行

う評価。大学等は政令で定められた期間ごとに認証評価機関のいずれかを自ら選択して認証評価

を受けることが義務付けられている（学校教育法第 109 条第 2 項）。認証評価には、機関別認証

評価と専門職大学院認証評価の 2 種類がある。 

 

【機関別認証評価】 

大学等の機関単位で実施する認証評価。対象機関の教育研究、組織運営及び施設整備の総合的

な状況について評価する。大学、短期大学及び高等専門学校は 7 年以内毎に同評価を受けること

が義務付けられている（学校教育法第 109 条第 2 項）。 

 

【専門職大学院認証評価】 

専門職大学院を評価単位とする認証評価。教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況につ

いて評価する。専門職大学院を置く大学は 5 年以内毎に同評価を受けることが義務付けられてい

る（学校教育法第 109 条第 3 項）。 

 

【国立大学法人評価】 

国立大学法人評価委員会が行う、各国立大学法人及び大学共同利用機関法人における中期目

標、中期計画及び年度計画に対する教育研究活動や経営面などの総合的な達成状況に関する評価

（国立大学法人法第 31 条の 2）。この評価は、各年度終了時、4 年目終了時及び中期目標期間終

了時に実施される。独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、国立大学法人評価委員会の要

請を受け、同評価のうち、教育研究面に係る中期目標の達成状況等に関する評価を実施する（国

立大学法人法第 31 条の 3）。この評価（通常「国立大学教育研究評価」と呼ばれる）は、4 年目

終了時及び中期目標期間終了時に実施される。国立大学法人等を構成している学部・研究科等の

現況分析結果（「教育の水準」及び「質の向上度」、「研究の水準」及び「質の向上度」）を踏まえ

ることとしている。 

 

○ 評価に関連する組織 

 

【中央教育審議会】 

文部科学大臣の諮問に応じて教育の振興、生涯学習の推進を中心とした人材育成、スポーツの

振興に関する重要事項を審議することを目的として文部科学省に設置された機関。中央教育審議

会の下には分科会等が置かれ、そのひとつに高等教育に関する重要事項を扱う大学分科会があ

る。 

 

【国立大学法人評価委員会】 

国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各事業年度及び中期目標期間における業務の実績に

関する評価活動を主要業務とする委員会。国立大学法人法に基づき、2003 年 10 月 1 日施行の政

令により文部科学省に設置された。 
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【認証評価機関】 

認証評価を実施する機関として文部科学大臣の認証を受けた評価機関。機関が文部科学大臣の

認証を受けるためには、その評価基準、評価方法、実施体制などが文部科学大臣の定める基準に

適合すると認められる必要がある。大学機関別認証評価を実施する認証評価機関には、公益財団

法人大学基準協会、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、公益財団法人日本高等教育評価

機構の 3 機関がある。 

 

○ 評価の目的 

 

【アカウンタビリティ（社会的説明責任）】 

一般に、法人運営における資金の受託者がその活動の履行を社会や利害関係者（ステークホル

ダー）に対し客観的に説明しなければならない責任又はその準備そのものを指す。評価を通じて

大学等の教育研究活動等の状況を明らかにし、社会や利害関係者に示すことにより、広く理解と

支持が得られるようにすることが重要である。 

 

【内部質保証】 

大学が自律的な組織として、その使命や目的を実現するために、自らが行う教育及び研究、組

織及び運営、ならびに施設及び設備の状況について継続的に点検・評価し、質の保証を行うとと

もに、絶えず改善・向上に取り組むこと。このプロセスを学内で恒常的・継続的に行うシステム

は内部質保証システムと呼ばれる。なお、2018 年度から始まる認証評価の第 3 サイクルにおい

て、内部質保証に関することについては「重点評価項目」と定められた。 

 

○ 目標、計画 

 

【ミッション（使命）】 

社会への貢献や人材育成など法令で定められた、高等教育機関に対し共通に課せられる恒久的

な役割及びこの共通の役割に基づき各教育機関が掲げる建学の精神や個別の使命を指す。各教育

機関においては、ミッション（使命）に基づきビジョン（理想像）を明確にし、検証可能な目

標・計画を定め、教育研究等の諸活動が行われる。教育機関における継続的な質の改善向上にあ

たっては、これらミッション（使命）・目的・目標等の明確化が前提とされる。自己評価や第三

者評価を通じて自らの強みや弱みを分析し、質を改善していくことが求められている。 

なお、国立大学においては、国立大学の機能強化に向けた改革推進の一環として、大学と文部

科学省が意見交換を行い、各大学の研究水準や教育成果に関する客観的データに基づき、専門分

野ごとに各大学の強み・特色・社会的役割が整理されたものが、「ミッションの再定義」として

2013 年に公表された。 

 

【ビジョン（理想像）】 

大学等にとって望ましい理想像又はあるべき姿。各機関の理念が示した意義を具体化するため

に描く将来像。 
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【目的（ゴール）】 

ビジョンを実現していくための戦略として、自らの強み・弱みや外部環境の動向を踏まえて、

ある期間を設け、その期間内に到達すべき水準や期待される成果などを示したもの。理念やビジ

ョンは基本的に長期にわたり不変である一方、目的は設定期間後の達成状況の検証等により定期

的に見直しが図られる。 

 

【目標】 

目的を達成するための行動や努力内容を定めたもの。目標に含まれる内容は、一定期間後に目

標の達成状況を検証・分析することを踏まえ、具体的かつ計測可能であることとされている。 

 

【計画】 

目標を実現するための組織的・戦略的な方策を具体的に示したもの。一定期間後に計画の実

施・達成状況を評価する際には、この状況を分析するための資料・データが不可欠となる。中長

期にわたる計画の達成度を把握するために KPI（重要業績評価指標：Key Performance 

Indicator）などを設定する場合もある。 

 

○ ＩＲ 

 

【IR（インスティテューショナル・リサーチ）】 

計画立案、政策形成、意思決定を支援するための情報提供を目的とした、高等教育機関内で行

われる学内外のデータ収集及び分析を実施する機能。必要とする方に、必要な情報を、必要な時

に提供する業務及びそのためのデータから情報への変換業務は IR 業務、IR 業務を（全学規模

で）より効果的、効率的に行う部署は IR オフィスと呼ばれる。 

 

【エンロールメント・マネジメント】 

大学が学生募集から卒業までの間に一貫して行う修学支援。学生の入試成績、出席状況、在学

中の成績、授業評価、奨学金受給状況、進路などのデータを活用し、入試広報、授業内容、中途

退学防止、就職支援、奨学金制度に関する施策を提供する取組である。 

 

【データウェアハウス】 

各業務システムで扱うデータを統合し、データを加工せずに、ウェアハウス（倉庫）の名の通

り格納して蓄積するデータベース。意思決定に資するため目的別で作られることや過去のデータ

を削除せずそのまま保持することなど、日々使用する業務システムとは異なる特徴を有する。 

 

【ベンチマーク】 

一般的には、何かを測定する際に設定する基準点のことをいう。高等教育分野においては、あ

る特定（例：学習成果など）の比較対象において客観的なデータを用い、機関内又は他機関との

比較測定するために設定する基準点。ベンチマークを用いた比較の活用により、教育・研究成果

の水準の判断が可能となり、それらの改善や向上につなげることができる。 
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○ その他 

 

【インプット】 

教育研究活動を実施するために必要な制度、組織編成及び人的・物的資源などの投入。 

 

【プロセス】 

教育研究成果の達成につながる一連の過程の中に位置づけられる、制度、組織編成、資源など

の投入を受けて行われる活動や取組。 

 

【アウトプット（結果）】 

教育研究活動を実施するために投入した資源によってもたらされるものの規模や頻度。アウト

プットは、活動が実施されたことを量的に示すものであり、一般的にはその質や水準に関する情

報は含まれない。 

 

【アウトカム（成果）】 

教育研究活動の発展・充実に役立つ目標の達成状況を示す結果。一般的に活動の質や水準の向

上度により示される。 

 

【IE（インスティテューショナル・エフェクティブネス）】 

 大学の全ての側面について、ミッションと照らし合わせながらそのパフォーマンスを測定し、

エビデンスに基づいた改善を継続的に行う、組織的・明示的・文書化された循環プロセス。ま

た、大学内における IE 活動を支援する組織を IE オフィスという。 

 

■参考資料 

 川口昭彦（独立行政法人大学評価・学位授与機構編集）（2006）『大学評価文化の展開―分

かりやすい大学評価の技法』大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ、ぎょうせい 

 関 隆宏（2017）「初めて評価を担当される方へ（後編）」、情報誌『大学評価と IR』、第 9

号、3-19 

 関口正司（2004）『教育改善のための大学評価マニュアル』、九州大学出版会 

 大学基準協会（2013）『大学評価ハンドブック 2014（平成 26）年度申請大学用』 

 大学評価・学位授与機構編著（2010）『大学評価文化の定着―日本の大学教育は国際競争に

勝てるか？』大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ、ぎょうせい 

 大学改革支援・学位授与機構（2016）『高等教育に関する質保証関係用語集 第 4 版』 

 大学改革支援・学位授与機構質保証システムの現状と将来像に関する研究会（2017）「教育の

内部質保証に関するガイドライン」 

 中井俊樹、鳥居朋子、藤井都百（2013）『大学の IR Ｑ＆Ａ』高等教育シリーズ 161、玉川

大学出版部 
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14:05～14:33 講義２ 自己評価書作成に当たってのチェックポイント 

 

講義２として、参加者各自が事前に予習したテキスト「初めて評価を担当される方へ（前編・

後編）」の要点をまとめた講義編スライド（18～19 ページ）に基づき、「自己評価書作成に当た

ってのチェックポイント」を説明し、評価担当者として身に付けておくべき評価書の作成・チェ

ックを行う際の留意点について理解を深めました。 
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４．自己評価書作成に当たってのチェックポイント

（１）記述・表現が明確か？

（１－１）言葉の定義は明確か？

（１－２）曖昧な用語を使用していないか？

（２）実施状況や成果の説明に具体性があるか？

（３）データは適切に使われているか？

（４）目標・計画・質問の捉え方，目標・計画そのものについて，問題はな
いか？

 演習では，以上を踏まえて実例を吟味し，その結果を発表して，より良
い自己評価書作成の勘所をつかむ。

26

４．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（１）記述・表現が明確か？

（１－１）言葉の定義は明確か？

 次のような用語等に注意

①人によって定義・解釈が異なる可能性のある用語

（例）グローバル化，コミュニケーション力

②学内でのみ通用する用語・略称

（例）評大アドバイザー，HUIRS

 これらについては，評価者との間で共通認識を形成できるように自大学
で用いている定義や具体的な内容を説明する必要がある。

27

４．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（１）記述・表現が明確か？

（１－２）曖昧な用語を使用していないか？

 評価書には客観性が求められる。

 「それほど」，「だいたい」，「思われる」，「図る」等の曖昧な用語
を使わず，明快に言い切る表現が求められる。

（例1）「卒業生アンケートの結果，大学生活にだいたい満足している。」

→「だいたい」の基準が分からないので達成度を判断できない。

（例2）「内部質保証システムの整備が図られた。」

→「結局，内部質保証システムは整備できたのか」という疑問が生じる。

28

４．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（２）実施状況や成果の説明に具体性があるか？

 自己評価書の説明が具体的に書いてあると，何をやっているのか，あるいは
どんな成果があったのかイメージできる。

（例1）「毎学期学生アンケートを実施し，結果を授業改善に活かしている。」

→「改善の内容，改善後の成果はどうなっているか」という疑問が出てくる。

（例2）「学生の学修成果を定期的に教員が確認し，学生の学修成果の向上を
図るため，ポートフォリオを導入している。」

→「ポートフォリオはどの程度利用されているか」とか「ポートフォリオをどの
ように使って学生の学修成果を向上させているか」などの疑問が出てくる。

 想定した結果が伴っていない場合，その原因や改善策を示すことが重要。

29

４．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（３）データは適切に使われているか？ (1)

 「エビデンス（根拠）に基づく評価」が原則

＝ 定量的あるいは客観的なデータを示した上で，結論を根拠づける。

 目標・計画あるいは認証評価における質問に照らして，また，自己評価
書本文の記載内容に照らして，次を行う必要がある。

① 実施状況や成果を“端的に”示すものであるかどうか吟味

② 提示内容は必要十分であるかどうか吟味

③ 資料・データの精選，あるいは資料・データを分かりやすい形に整理

 成果を示す場合，事前と事後の比較，経年変化などのデータに基づく分
析がなされていることは，改善・向上などの変化の程度を明確に示す意
味で有効。表やグラフの利用も効果がある。

30

４．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（３）データは適切に使われているか？ (2)

（例）「共同研究収入は前年度よりも300万円増加した（資料１）。」

資料１ 前年度及び今年度の共同研究タイトル一覧

→ 収入額に関する情報が一切記されていないので，この計画の実施状況を
説明する根拠資料としては不適切。収入額の欄を追加したとしても，この
記述に対する資料としては分かりづらい。

共同研究先の企業等名 研究タイトル 研究期間

○○製薬 老化防止薬の開発 H27～30

△△△情報通信 ビッグデータの管理に関する研究 H28～29

◇◇◇◇工業 耐震性を高める建築方法 H28

◇◇◇◇工業 断熱効果の高い建築方法 H29

31
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４．自己評価書作成に当たってのチェックポイント

（４）目標・計画・質問の捉え方，目標・計画そのも
のについて，問題はないか？ (1)

 目標・計画あるいは認証評価における質問に沿って，もれなく結果を記す。

～ 評価者は自己評価書の記載内容“だけ”を頼りに評価する。

 目標・計画あるいは認証評価における質問の内容を的確に捉え，整合性のあ
る記述をする。

（例）

→ 教員評価は教員の教育研究等の活動状況に関する個人評価であるという認識
を持つ評価者が読めば，計画の捉え方がおかしいと思うだろう。

もし一般に理解されている意味での教員評価を行っているのであれば，その
内容や実施方法，評価結果の活用方法などに書き換える必要がある。

計画 実施状況

教員評価を毎年度行う。 平成25年度より，毎年度全ての授業について全学
統一形式の授業評価アンケートを行い，その結果
を授業改善に活用している。

32

４．自己評価書作成に当たってのチェックポイント

（４）目標・計画・質問の捉え方，目標・計画そのも
のについて，問題はないか？ (2)

 曖昧な目標・計画，実現可能性を無視した目標・計画，行き当たりばっ
たりの目標・計画など，目標・計画そのものに問題がある場合もある。

（例）計画「教員の研究活動を充実させる。」の問題点

(a) 計画の具体的な内容をイメージできない（人によってイメージする内
容が異なる）。

(b) 自己点検・評価を行うときに事前に点検項目や数値目標などが設定
されていなければ，何をもって充実したと判断すればよいか分からない。

 評価担当者としては，目標・計画そのものに問題がある場合に，具体的
かつ達成可能な目標・計画に修正するように計画立案者に提案すること
も考えられる。ただし，公表済みの目標・計画の修正は一般に困難であ
る。

33
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14:45～15:55 演習１ 認証評価（事例１） 

 

 事前配付資料（21～24 ページ）の事例１【認証評価】について、個人ワークによる演習及び

グループでの意見交換を行いました。演習では、評価大学という架空大学の自己評価書の「基準

７ 学生支援」を題材として、個人が事例の【現状の説明】及び【分析】を読み込んだうえで、

記述内容及び根拠資料を吟味し、グループ内で問題点について意見交換を行って「問題のある記

述、記載漏れ」と「記述上の問題点」をまとめ、付箋紙に書き出しました。 

その後、各グループの付箋紙を整理する形でスタッフがポスターを作成し（25 ページ）、講師

が準備した解答例を基に、「問題のある本文の記述等」、「問題点、課題」、「改善策、解決策」及

び「該当するチェックポイント番号」について解説しました。 
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事例１【認証評価】 

 

基準７ 学生支援 

 

観点１：学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。 

 

【現状の説明】 

本学では、奨学金に関する情報を収集し、情報の一元化を図った上で、学生に掲示板等を

使って提供している。奨学金の獲得実績（全学年）は、平成 23 年度の 1,301 件から平成 28 

年度の 1,321 件へと順調に増加している（資料１：奨学金の獲得状況［全学年］）。 

また、本学独自の授業料免除である「評価大学特待生制度」については、入学試験時の成

績優秀者を対象に実施しており、授業料免除者の推移は以下のとおりである（資料２：授業

料免除者の推移）。 

 

資料１ 奨学金の獲得状況［全学年］ 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

奨学金獲得件

数 

1,301 1,283 1,384 1,377 1,121 1,321 

 

資料２ 授業料免除者の推移（名） 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

日本人向け入試 

（推薦・一般） 
15 16 16 16 16 16 

私費外国人 

特別選抜 
5 5 4 5 6 5 

 

【分析】 

奨学金に関する情報について、様々な方法を用いて学生に周知しており、奨学金の獲得実

績が上がっていることから、経済的支援が行われている。また、学生のニーズについては、

随時学務課の窓口で対応しており、学生サービスの充実に努めている。 

評価大学特待生制度について、平成 23 年度入学者向け入学試験分での授業料免除者は 15

名だったが、平成 28 年度入試分での授業料免除者は 16 名と、107％増しとなっており、支

援を充実させている。 

以上のことから、学生に対し、適切な経済的支援が行われていると判断できる。 
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■参考資料 

 

 

 

【基準】 

基準７ 施設・設備及び学生支援 

 

７－２ 学生への履修指導が適切に行われていること。また、学習、課外活動、生活や就職、

経済面での援助等に関する相談・助言、支援が適切に行われていること。 

 

【観点】 

７－２－⑥ 学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。 

 

【留意点】 

○ 奨学金制度等に関する情報の学生への周知状況について分析。 

○ 奨学金制度等の整備状況に加え、利用実績等について分析。 

○ 経済面での援助に関する学生のニーズが把握されていれば、その資料・データを用いて

分析。 

○ 奨学金（給付、貸与）、授業料免除、学生寄宿舎等、各大学固有の事情等に応じて、学生

の経済面の援助が適切に行われているかについて分析。 

○ 留学生に対して、特別の援助を実施している場合については、その実施状況を分析。 

○ 大学院を有する場合は同様に分析。 

 

【根拠となる資料・データ等例】 

・ 日本学生支援機構奨学金等の利用実績が確認できる資料 

・ 大学独自の奨学金制度等を有している場合は、その制度や利用実績が確認できる資料 

・ 入学料、授業料免除等を実施している場合は、その基準や実施状況が確認できる資料 

・ 学生寄宿舎を設置している場合には、その利用状況（料金体系を含む。）が確認できる

資料 

・ 各種支援制度の学生への周知方法（刊行物、プリント、掲示等）が確認できる資料 

・ 上記のほか、経済面の援助の利用実績が確認できる資料 

・ 学生のニーズの具体的事例等 

  

大学改革支援・学位授与機構： 

「大学機関別認証評価 自己評価実施要項（平成 30 年度実施分）」（p.49） 
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【基準】 

基準７ 学生支援 

 

【点検・評価項目】 

② 学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整備されているか。ま

た、学生支援は適切に行われているか。 

 

【評価の視点】 

○学生支援体制の適切な整備 

○学生の修学に関する適切な支援の実施 

・学生の能力に応じた補習教育、補充教育  ・正課外教育 

・留学生等の多様な学生に対する修学支援  ・障がいのある学生に対する修学支援 

・成績不振の学生の状況把握と指導     ・留年者及び休学者の状況把握と対応 

・退学希望者の状況把握と対応       ・奨学金その他の経済的支援の整備 

○学生の生活に関する適切な支援の実施 

・学生の相談に応じる体制の整備 

・ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止のための体制の整備 

・学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮 

○学生の進路に関する適切な支援の実施 

・学生のキャリア支援を行うための体制（キャリアセンターの設置等）の整備 

・進路選択に関わる支援やガイダンスの実施 

○学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施 

○その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施 

 

【根拠資料】 

■ハラスメント防止、学生の相談に応じる制度及び経済的支援制度を学生に周知するため

の資料 

■キャリア支援に関するガイダンス等の制度と実施状況が分かる資料 

■大学基礎データ（表７） 

≪参考≫ 

・学生支援に関する資料として、学生相談室の利用統計データ、学生の満足度や進路の状況

などの調査結果など、学生支援の効果に関する資料も考えられます。 

大学基準協会： 

「大学評価ハンドブック」（2018（平成 30）年度以降の大学評価用）（p.105～106, 113） 
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【基準】 

２－７ 学生サービス 

 

【評価の視点】 

① 学生生活の安定のための支援 

② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

 

【エビデンスの例示】 

・ 学生相談室、医務室等の利用状況を示す資料 

・ 奨学金給付・貸与状況を示す資料 

・ 学生の課外活動等への支援状況を示す資料 

・ 社会人、編入、転入学生等への支援状況を示す資料 

・ 学生生活全般についての満足度調査及びその分析結果、あるいは学生から要望を汲上げ

るシステムに関する資料 

 

【自己判定の留意点】 

・ 学生サービス、厚生補導のための組織を設置し、適切に機能させているか。 

・ 奨学金など学生に対する経済的な支援を適切に行っているか。 

・ 学生の課外活動への支援を適切に行っているか。 

・ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等を適切に行っているか。 

・ 学生サービスに対する学生の意見等をくみ上げる仕組みを適切に整備し、学生サービス

の改善に反映しているか。 

 

 

 

日本高等教育評価機構： 

「平成 29 年度 大学機関別認証評価 受審のてびき」（p.20） 
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 ポスターの内容を踏まえ、簡単に補足説明します。 

演習を行う前に、各欄の記載内容は次のように指示されていることを述べました。 

【現状の説明】：現在の状況について、取組や活動の内容等の客観的事実を具体的に 

記述する。 

【分析】：【現状の説明】に記載した客観的事実を示しつつ、自己評価による分析結果

を記述する。 

実際の修正作業にあたって、①個々の記述内容の確認、②本文と根拠資料及び【現状の説明】

と【分析】の整合性の確認、③（今回の演習では対象外ですが）他の観点に係る記載との整合性

の確認、を行う必要があります。 

ここでは、順番が逆になりますが、②の点から考え、これを踏まえて①を考えてみましょう。 

１）奨学金に関する情報の周知について、【現状の説明】では「掲示板等」、【分析】では「様々な

方法」としていて、後者の「様々な」は前者の「掲示板」以外に何があるのか具体的には分かり

ません。したがって、【現状の説明】で掲示板以外の様々な周知方法を具体的に述べ、その状況

が分かる資料をつける必要があります。 

２）学生の経済面の援助に関する学生のニーズの把握について、【分析】では「随時学務課の窓口

で対応しており、学生サービスの充実に努めている」としていますが、これに対応する事実が

【現状の説明】に示されておらず、記載上の指示に則っていません。したがって、【現状の説明】

に、把握した学生のニーズの内容や対応策を示す必要があります。また、「学生サービスの充実」

の具体的な内容が分からないので、それについても記載する必要があります。 

３）奨学金の獲得状況については、【現状の説明】でも【分析】でも述べられています。しかし、

【現状の説明】の本文「奨学金の獲得実績（全学年）は、平成 23 年度の 1,301 件から平成 28 

年度の 1,321 件へと順調に増加している」と資料１の内容には整合性がありません。実際、資

料１を見ると平成 27 年度に大きく減少しています。そこで、「減少している年度はあるものの

全体として増加傾向にある」くらいの表現が精一杯でしょう。また、資料１の内容について、

トータルの奨学金獲得件数のみが記されていますが、奨学金の種類別（給付・貸与、有利子・

無利子、日本学生支援機構や地方公共団体など）の獲得件数、応募者数や採択率を加えるなど

の修正も必要でしょう。 

４）評価大学特待生制度について、【現状の説明】でも【分析】でも述べられています。しかし、

その記載については不明確な点やおかしな点があります。【現状の説明】を読むと「入学試験時

の成績優秀者を対象」としていることは分かりますが、より具体的な内容（規則や予算規模、

成績優秀者の定義など）を説明する必要があります。【分析】についても、1 名増加した（さら

にこれを「107％増し」と計算ミスをしています）から「充実させている」と客観的に見て無理

のある分析をしています。私費外国人特別選抜による入学者の授業料免除者を加えても 20 名

から 22 名の間で推移していることから、人数の増加に重きを置くのではなく、「評価大学特待

生制度があって、毎年 20 名程度の学生が授業料免除を受けている」ことをさらっと述べるのが

無難なところでしょう。 

５）【分析】の最後に「以上のことから、学生に対し、適切な経済的支援が行われていると判断で

きる。」が述べられています。しかし、記載上の留意点が記載してある【参考資料】（22～24 ペ

ージ）を見ると、この【現状の説明】や【分析】では内容が十分でないことに気づきます。例え

ば、（多くの大学で行われている）大学独自の奨学金制度、入学料免除、留学生等への経済支援、

学生寄宿舎等の援助がないか担当部署に確認し、もしあれば追記する必要があります。 
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16:00～16:53 演習２ 目標・計画に基づく評価（事例２）、事前質問による Q&A 

 

翌日行う演習２（ポスター作成）について、ワークの心づもりをしてもらうべく初日に事前配

付資料（27～28 ページ）の事例２【目標・計画に基づく評価】の概要と課題を説明しました。 

 これに続いて、参加者から事前に集めていた「評価業務に携わってみて、困っていることや、

評価に関する素朴な疑問・質問」に基づき、スタッフが回答しました。質問と回答の概要は以下

の通りです。 

 

 評価制度に関する質問  

 

Q1 制度が複雑で、基本的な流れや各評価の違い等、十分に把握できていない。 

A1 「講義１」を参照ください。 

 

Q2 ①機関別認証評価と分野別認証評価のあるべき姿（関係性）、②今後の分野別評価の方向

性および大学としてどのように取り組んでいくべきか、③専門職大学院および一部につい

ては専門分野別認証評価が行われているが、これ以外の分野にも拡大していく可能性、に

ついて知りたい。 

A2 現状を述べるだけならば、制度としての分野別認証評価は拡大するかどうか分かりませんが、

実務家が必要であるとか必修科目が大部分を占めるような特別な専門教育課程が増えないと拡

大しないと思われます。 

一方、機関別認証評価は、第３期に入り、機関全体の状況だけでなく教育プログラム（学位

プログラム）の状況も問われる（「プログラムレビュー」と呼ばれることもあります）ので、各

学科別に点検・評価そして改善を継続的に行うことが考えられます。そのような意味であれば、

各学科（教育プログラム）で認証評価に向けた取組をすぐに始めないといけないでしょう。 

 

Q3 第２期国立大学法人評価の評価結果が大学でどのように受け止められ、改善等に活かされ

るのか（あるいは活かされないのか）。 

そもそもなぜ評価をやらなければならないのか。法律に書いてあるから以上の、現場の教

職員が納得できるような理由はあるか。 

A3 前半について、国立大学の事例等として次のようなものがありました。 

（A 大学）比較的頑張ったという自己評価をしたが、「計画通り実施できている」との評価結果

だった。悪かったわけではないが、優れているという評価でもない。根拠データの改

善が必要という議論をしていて、アウトカムに関する指標が少なかったのではないか、

取組をやっていることをたくさん書くだけでは不十分であるという分析をしている。 

（B 大学）可もなく不可もなくという評価結果で、順位的には下の方だった。アピールすべき

ところをうまくアピールできなかったこと、エビデンスの有無で評価が決まってくる

と分析している。また、改善については、国立大学法人評価において「改善を要する

点」と指摘された場合に、外圧があるので改善するが、自発的な改善は難しい。認証

評価では、喉元を過ぎれば「改善を要する点」は忘れられていくのが実情である。 

また、年度評価結果が確定するのは 10 月ですが、本来はそれを待たずに（実績報告書を提出す

る）６月時点で次のアクションにつながっていないといけないはずです。 
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後半については「講義１」を参照ください。 

 

 評価業務の留意点に関する質問  

 

Q4 未だ評価業務に携わっておりませんが、評価業務で注意すべき点は何か。 

A4 基本的な考え方については「講義１」を、具体の業務については「講義２」を参照ください。 

 

Q5 部局への依頼事項が多く、なおかつ短期間の依頼になることもしばしばであるが、部局等

の理解や協力を得るための工夫としてどのようなものがあるか。 

A5 これは毎年のことなので、マニュアル化しておくことが大切です。例えば、国立大学法人で

は、実績報告書提出後の７月になってから、短期間で回答を求める照会が来るから準備してお

くように声をかけておくことは有効でしょう。一方で、回答準備期間の確保を文部科学省に要

求することも頭の片隅に入れておくといいでしょう。（講師注：文部科学省は、評価担当者が独

断ですぐに対応できると考えているらしく、現場における作成・提出手続きに係る時間的事情

を無視して期限を設定することがしばしばあります。） 

また、質問が来そうなところは事前に手を打っておく、例えば、実績報告書提出前に、評価

者が質問したくなると考えられる事項に関する記載を充実させることも重要です。 

 

Q6 評価の文章をとりまとめる際に気をつけるポイントや、評価において必要なデータとその

分析の手順など基本的な事項について知りたい。 

A6 前半については「講義２」を参照ください。 

後半について、評価において必要なデータは、認証評価では観点ごとに収集・提示すべきデ

ータは決まっています。（実際、「自己評価書作成要領」等に記載されています。）国立大学法人

評価では、大学自らが考えないといけません。データの収集に際し、評価担当部署だけでなく、

学部等ともデータ定義を共有しておくことが大切です。また、データ分析については、経年変

化など、期間内における変化を見ることがまず重要です。悪くなったとしても変化の状況を見

ることは同じです。評価の場合は、プロセス等を記した定性的な文字情報もあるので、それを

活用しながら分析することが大切です。 

 

 他大学の評価実施体制等に関する質問  

 

Q7 他機関での評価実施の仕組み、評価体制の在り方について 

①どのように情報を収集して、集約して、どのような観点で評価を実施しているのか。 

②情報はあらかじめ設定されている評価項目に沿ったものだけを収集するのか、できる限

り収集して厳選するのか。 

③あらかじめ設定していた評価項目で対応できないが、重要な情報をどのように評価に反

映させるのか。 

A7 進捗管理システムを導入して進捗管理の段階でエビデンスを収集し、それを積み重ねたもの

で自己評価する大学と、エクセルデータでやり取りをしている大学とに大別できます（A10 参

照）。 

データの収集について、基本的には評価で求められる項目を厳選する大学が多いです（それ
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だけでも膨大な量のデータになります）。一方で、最初はある程度自由にデータを集めていき、

こなれた段階で項目を絞っていく方法をとる大学もあります。また、国立大学法人評価では経

年で収集できるデータ、認証評価では第２期と同じ項目のデータを収集することが考えられま

す。また、必要に応じて国立大学法人評価と認証評価で同じデータを使うこともあります。 

国立大学法人評価における評価項目について、本当は計画立案時点で指標を設定すべきだっ

たが、第３期中期目標期間に入ってから、他大学が設定した指標を参考にしながら自大学の指

標を設定・分析している大学もあります。評価項目や指標を設定する際に、評価セクション内

だけでなく担当部署と議論しておくことも大切です。 

 

Q8 評価書の作成について、本学では、評価の担当係において評価書の原案を書き、それを各

担当課に確認してもらい、修正作業を重ね完成にもっていくという手法をとっている。以

前は原課に執筆を依頼し、それらの原稿を取りまとめるという方法で評価書を作成してい

たが、原課へかかる負担等を鑑みた結果、現在のやり方になったと聞いている。それぞれ

の方法にメリット・デメリットがあると思うが、他大学ではどのような手法をとっている

のか、またその理由や経緯などを知りたい。 

A8 参加者・スタッフの挙手による調査によると、各担当課がたたき台を作り、評価部署が取り

まとめ、必要に応じて修正指示を与える大学が多かったです。その理由の一つについては、A9

を参照ください。 

 

Q9 ①資料収集システム（データベース等）、②自己点検・評価の意識向上の取組、③報告書を

取りまとめる工夫、について各大学の実例やアドバイスを伺いたい。 

A9 情報収集システムについては、A7、A10 を参照してください。 

自己点検・評価の意識向上について、各担当部署それぞれで考えてもらう機会を持つことが

大切だと考え、評価担当部署とやり取りを繰り返す大学もあります。その際、各担当部署でそ

もそものところから考えさせるコメントを返すことがありますが、コメントの趣旨から外れた

ものが返ってくることも少なくありません。最終的には評価担当で書くこともしばしばありま

す。意識向上という面では必要なプロセスだと思いますが、作業効率の観点からは、この方法

について学内の評価担当者間でも意見が分かれるところもあります。このほか、自己評価書作

成時に説明会を行う大学もあります。 

報告書をまとめる際に、いつどこでだれが何をやった（5W1H）が記載されていなければ書

き直しを指示して返却する大学があります。 

 

Q10 ①年度計画等のデータ管理について、本学では平成 27 年までは中期目標・中期計画進捗

管理システムを導入していたが、平成 28 年度からはファイルサーバ上で Excel ファ

イルをやりとりする形で年度計画等を管理している。他の大学ではどのようにされて

いるか。 

②教員の研究業績の収集方法及び研究業績判定基準について、本学では、平成 30 年以降

researchmap と連携した業績管理システムから教員の研究業績を収集し、それを基に

教員に詳細を尋ねる方法を検討している。また、研究業績判定基準も第 3 期中期計画

期間の報告に向けて見直しを進めている。これについて他の大学ではどのようにされ

ているか。 
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A10 ①について、参加者・スタッフの挙手による調査によると、進捗管理システムを導入してい

るのが２割前後、エクセルファイルをやり取りするのが６割前後でした（他は無回答）。進捗管

理システムが多く導入されていないのは、導入コストに加え、維持管理やカスタマイズに係る

コストがかかることが考えられます。 

②について、平成31年度科学研究費助成事業申請から researchmapとの連携が始まるので、

各大学で考えないといけない課題になるでしょう。researchmap の掲載内容に照らすと、教員

の業績が論文よりも書籍が多い文系分野の多くで利用が進まないなど、文系と理系の違いもあ

ります。文系の研究所では、個別に業績を教員に出してもらい、ウェブサイトに移し込むこと

により研究業績を収集するところもあります。 

研究業績判定基準について、誰が責任を持つのか大学によってポリシーは変わってきます。

ある大学では、各学部の自主性に則して判定してもらっています。別の大学では、評価セクシ

ョンが Web of Science を利用して、Top 1％論文、Top10％論文などを求めた上で、研究業績リ

ストを部局に配付し、部局はそれ以外の研究業績を加えることにより作成しています。 

 

 評価業務を実際やってみての課題や今後の課題  

 

Q11 年度計画について項目ごとに責任理事を定めてはいるが、理事の担当外の計画となって

いる場合や複数の理事が関わっている場合に、進捗状況等の管理が明確となっていない。 

A11 ある大学では、中期計画を作った時点で取りまとめる理事と部署を決め、了承を得ており、

管理をお願いしています。ただやはり、平成 28 年度実績を集めるときに、記載がない、記載は

あるが内容が薄いなどのケースは少なからずあり、それぞれの所掌のところに確認して内容を

充実させたり、実際には評価担当者が他の計画の記載等を参考に追記したりしました。 

だからといって、最初の段階で個々の部署でそれぞれ計画を立てるのがいいかどうかは痛し

かゆしで、一つの計画の対象業務が細かくなりすぎ、実績の内容が薄くなる、評価が積み上げ

式の場合に、どこかの計画の実施状況が悪ければ全体の評価結果に影響が出るなどの問題もあ

ります。 

 

Q12 ①報告書作成の際は、各部局から提出してもらった実績をとりまとめるが、部局によっ

て書き方がまちまちである。 

②各部局から提出してもらった実績に対して、評価担当でどこまで手を加えてよいのか

悩むことが多い。 

③本学では、四半期ごとに年度計画に対する実績をとりまとめている。年度途中の実績

報告では「～について検討を行った」という記述が多いため、検討した結果について

記載してもらうには、どのように依頼すべきか。 

A12 ①どこまで割り切るか、つまり、内容のネタを出すというふうに割り切るか、正式なものと

して出させるか、がポイントになります。ただ、こういう計画にはこういう書き方というセ

オリーはあるので、マニュアル化や標準化を進めていくことは必要でしょう。 

②最後に報告書として出すときは、評価担当者が主導するしかありません。部局が出したもの

を基にして深堀りすべきもの、削除すべきものを判断していく必要があります。（ただし、学

内には削除すると文句を言う人もいるので、そのような人への対応も考えないといけません。） 

③5W1H（2H：How と How much (many)）になるような記載を求めることです。あるいは、

「○○において、（中略）○○した。」のような案文を担当部署に送るのも一つの手です。後
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者については、お互いの顔が分かった状態で案文を埋めてもらうように依頼することが大切

です。そのため、評価担当部署、学部長、副学部長等を集めて書く前に研修会を開いて、良

い例や悪い例を紹介するという方法があります。また、直接のコミュニケーションをとりな

がら、毎年やり続けて定着させていくことを忘れてはなりません。 

 

Q13 DP、CP の機能を意識した内部質保証システム（PDCA サイクル）の確立につながる教

育評価（目標設定、評価指標）の開発方法の調査とプロトタイプの提示を検討している。 

A13 ガチガチに考えるとうまく進まない場合もあるので、各大学で教育プログラムのどこがう

まくいっていないのか評価担当者が把握することが大切です。 

PDCA サイクルの確立に向けて、PDCA の各段階を分けて考えることが大切です。評価担当

者は C しかコントロールできません。また、P は企画部門、A は大学執行部や法人理事サイド

でないとできません。こうした役割分担を評価サイドが考え、学内全体で考えることが重要で

す。決して一人で抱え込まないことです。 

 

Q14 本学では、法人評価と大学評価が別物である。業務負担を減らすためにも、それぞれに

汎用的に活用できるものが必要であると感じている。また、本学には IR 組織が未だなく、

評価担当者がそれぞれ必要なデータを各部局へ問い合わせて提供してもらっている。早急

な IR 組織体制の構築と、指標の整理が喫緊の課題である。 

A14 前半に関連して、データの重複収集という問題が見られるのは事実です。また、本来使い回

すことのできるデータが手元に存在していることに（評価担当者を含め）担当者が気づかない

ことがしばしば見られます。これらの状況を減らすことができれば、この問題の改善はできる

はずです。 

後半については、全体会の内容と重複するので、全体会を参照してください。 
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16:55～18:00 情報交換タイム 

 

今年度初めての試みとして、同じ班になったメンバーとの一層の交流はもとより、他の参加者

やスタッフと肩の力を抜いた交流を通じてネットワークを広げることをねらいに、「情報交換タ

イム」を開催しました。 

評価や IR に関するさまざまな情報交換、今日の内容についての意見交換や質問、現在抱えて

いる悩み相談などを行いました。最初はお互い緊張もあって様子見のところもありましたが、次

第ににぎやかになって予定終了時刻をオーバーするまで盛り上がり、有意義な時間にすること

ができました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 24 日（木） 
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9:30～10:45 演習２ 目標・計画に基づく評価（事例２） 

 

事前配付資料（34～35 ページ）の事例２【目標・計画に基づく評価】について、前日の説明

にしたがってグループワークによる演習を行いました。演習では、評価大学の目標・計画の「計

画６－１：各種支援策を充実し、留学生の受入を積極的に進める。」と「計画６－２：学生を海

外の大学に積極的に派遣し、国際感覚を身につけさせる。」について、奇数班は計画６－１を、

偶数班は計画６－２を題材として、個人が事例を読み込んだうえで、グループ内で記述内容につ

いて討議し、問題点の指摘、改善策の提案等をポスターに整理しました。 
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事例２【目標・計画に基づく評価】 

 
目標６：学生への支援を充実させて留学生の受入と学生の派遣を活発にし、大学の国際化を図る。

（責任部局：学務部） 

 
計画６－１：各種支援策を充実し、留学生の受入を積極的に進める。 

 
本学では、18 歳人口の減少に伴い、日本人学生のみで入学定員を充足することは困難になるこ

とが予想されるので、留学生の受入を積極的に進めるために様々な努力を行った。私費外国人留

学生の入学試験については、毎年 12 月に一回だけ行っていたものを、平成 22 年度入学生向けの

入試から 3 月上旬にも行うこととした。その結果、私費外国人留学生の受入数は、平成 23 年度の

30 名から、平成 27 年度には 65 名へと順調に増加した（資料 6-1-1：留学生数の推移；資料 6-1-
2：留学生の出身国の割合）。また、入学後の留学生に対し、掲示板等により、奨学金、住宅等に

関する情報提供を積極的に行っている。 
留学交流課では、１年次生と２年次生の留学生１名に対し、１名の日本人学生のチューター（任

期２年）をつけて、学業面及び生活面のケアをするなど手厚い支援策を施している。日本人チュ

ーターにアンケートを行ったところ、概ね好評であったことから（資料 6-1-3：日本人チューター

へのアンケート結果）、国際化が相当程度進められたと考えられる。 

 
資料 6-1-1 留学生数の推移（名） 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

100 30 70 65 62 65 64 

※私費外国人特別選抜での入学者の数 

 
資料 6-1-2 留学生の出身国の割合［平成 28 年度］ 

中国 韓国 シンガポール その他 

75% 15% 5% 5% 

 
資料 6-1-3 日本人チューターへのアンケート（平成 2８年度実施） 

実施時期：平成 28 年 9 月 

実施対象：日本人チューター（92 名） 

有効回答：50 （回収率 54 ％） 

問１：チューターをやったことで国際感覚が身につきましたか。 

そう思う まあそう思う わからない あまりそう思わない まったくそう思わない 

40 ％ 10 ％ 34 ％ 14 ％ 2 ％ 

問２：チューターをやって良かったことは何ですか 

他国に生まれ育った人といろいろ話すことで異文化についての理解が高まった 30、他国の言語についての知識、

技能が高まった 20、その他 10 
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計画６－２：学生を海外の大学に積極的に派遣し、国際感覚を身につけさせる。 

 
現在、本学には国際交流協定校が５大学ある（北米 1、中国 3、韓国 1）。本学を休学しないと

参加できない長期派遣については、利用者はいなかった。これは、派遣先で取得した単位の読み

替え規定がないことも一因と考えられる。なお、学生が自主的に休学して協定校以外に留学して

いる場合、大学としては把握していない。 
本学では、平成 16 年度より、英語において４段階（プレ初級、初級、中級、上級）での習熟度

別学習を行っている。各学部の卒業要件としては、英語４単位の取得が定められており、かつ、

中級までの取得が求められている。ここでは、一般的な企業で活躍できるレベルの英語力を身に

つけることを到達目標としている。 
夏休みを利用した協定校のトロント第三国際文化大学（カナダ）への語学研修プログラム（約

２週間）へは、毎年、150 名程度の学生を派遣している（資料 6-2-2：派遣学生数の推移）。また、

事後アンケートによると、82％の学生が「語学力が向上した」と回答しており（資料 6-2-3：派遣

学生へのアンケート結果）、国際感覚が養われたと考えられる。 

 
資料 6-2-1：語学研修プログラム実施要項（抜粋） 

・正味 10 日間の授業と 3 日間の研修旅行の英語教育プログラムをトロント第三国際文化大学が提供しており、毎年９月中

旬に開講するプログラムを受講する。 

・1 日目・2 日目：関西国際空港からカナダへの移動 3 日目：オリエンテーション 4 日目～8 日目：授業（１日４コマ） 

 9 日目：休み 10 日目～14 日目：授業（１日４コマ） 15 日目～17 日目：研修旅行 18 日目：帰国 

・研修旅行は現地スタッフに連れられて観光体験を通して学習した英語を実践するものである。 

・費用は 20 万円で、大学が 5 万円補助する。機内食、毎日の朝食、研修旅行中の一部の食事が費用に含まれる。 

・宿舎は男女別 20 人部屋（ドミトリー）となり、他国の学生等と相部屋になることもある。鍵のかかるロッカーが割り当

てられますが貴重品の管理については十分注意すること。 

・定員は概ね 150 名とする。 

 
資料 6-2-2：派遣学生数の推移（名） 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

162 155 149 150 148 153 151 

 
資料 6-2-3：派遣学生へのアンケート結果（平成 2４年度実施） 

実施時期：平成 24 年 10 月 

実施対象：トロント第三国際文化大学への語学研修プログラム参加学生（149 名） 

有効回答：118 （回収率 79 ％） 

問１：英語力が多少なりとも向上しましたか。 

そう思う 概ねそう思う わからない あまりそう思わない そう思わない 

32 ％ 36 ％ 14 ％ 18 ％ 0 ％ 

問２：国際感覚は身につきましたか。 

そう思う まあそう思う わからない あまりそう思わない まったくそう思わない 

18 ％ 21 ％ 58 ％ 3 ％ 0 ％ 

問３：感想を記入してください。 

事前の英語レクチャーをもっと充実して欲しかった（同様 40 件）、研修旅行では、案内がよく分からず楽しめなかった

（同様 81 件）、単位化して欲しい（同様 52 件）、あまりまじめに取り組んでいない人がいたので指導して欲しい（同様

29 件） 
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10:55～12:08 ポスターセッション 

 

 事例２【目標・計画に基づく評価】について、各班との意見交換を目的としたポスターセッシ

ョンを行い、各班で注目した問題のある記述が同じでも問題点の捉え方や改善策等が異なること、

同じ事例を用いてもポスターのまとめ方が様々であること、などを体験していただき、参加者に

よる情報共有と今後のネットワーク作りを行いました。 

 スタッフの方で「問題のある本文の記述等」、「問題点、課題」、「改善策、解決策」及び「該当す

るチェックポイント番号」を記した解答例も準備していたのですが、そのほとんどがポスターに

含まれており、ポスターセッションが盛り上がっていたこともあり、その中での各班による説明

とスタッフによる補足という形でポイントの共有を行いました。 

 

  

  

  



37 
 

12:08～12:25 講義３ 評価を改善に活かすために、まとめ 

 

今回は３つの事例を取り上げて、自己評価書を作成するための勘所を体感していきましたが、

各大学で自己評価書を作成する過程で、今回各班で議論したような問題が生じることもあると思

います。今回の経験を活かしてよりよい自己評価書を作成できるようになれば、評価担当者とし

て次のステップに入ることになると考えられます。そこで、講義３として、（38 ページ）の「評価

を改善に活かすために」に関連して、評価業務のガイドライン、IR（インスティテューショナル・

リサーチ）、IE（インスティテューショナル・エフェクティブネス）に関する説明を行い全体のま

とめとしました。 
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５．評価をより良く行い，改善に活かすために
評価業務のガイドライン

 大学評価コンソーシアムでは，2011～2013年度の大学評価担当者集会におけ
る全国の評価担当者による議論から得られた知見を「評価業務のガイドライ
ン」としてまとめ，ウェブサイトに公開している。

（１）データ収集作業のガイドライン

データ収集の課題と改善のための手がかりについてまとめたもの。

（２）評価作業（記述分析）のガイドライン

目標や計画に照らした評価に関する記述のチェック方法と，その作業を通じ
て気づいた改善点のまとめ方の着眼点について整理したもの。

（３）評価を改善に活かすためのガイドライン

評価（現状把握）や集計，分析作業の過程で得られた課題や改善すべき点を
どのように学内の改善に活かせばよいのかを整理したもの。

45

５．評価をより良く行い，改善に活かすために
評価業務のガイドライン

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline

46

５．評価をより良く行い，改善に活かすために
IR（インスティテューショナル・リサーチ）

 IRとは，計画立案，政策形成，意思決定を支援するための情報提供を目

的とした，高等教育機関内で行われる学内外のデータ収集及び分析を実
施する機能を指す。

 大学評価や内部質保証，計画立案などをエビデンス（根拠）に基づいて
行うために，学内データの定期的な収集・蓄積，他大学との比較を含め
たデータの分析が必要とされ，IR機能の整備が求められている。

 政府による政策誘導の影響もあって，ここ数年，多くの大学でIRオフィ
スが設置され，専任の教職員を配置したり，評価担当部署の業務にIR機
能を明示的に加えたりする事例が見られる。

47

５．評価をより良く行い，改善に活かすために
IE（インスティテューショナル・エフェクティブネス）

 アメリカにおけるIEとは，大学の全ての側面について，ミッションと照ら
し合わせながらそのパフォーマンスを測定し，エビデンスに基づいた改
善を継続的に行う，組織的・明示的・文書化された循環プロセスを指す。

～日本の内部質保証に類する概念

 IEにおける要求事項の例（南部地区基準協会（SACS）の場合）

（１）大学は，①ミッション・目標・成果の組織的なレビューを実施し，②大学の質の継
続的な改善を導き，③大学が効果的にミッションを達成していることを示す。

（２）大学は，教育プログラム，管理支援サービス，教務・学生支援サービスなどについ
て，①期待される成果を同定し，②それらの達成度を評価し，③その結果の分析に基づ
いた改善の証拠を示す。

（３）大学は，ミッションと一致した学生の到達状況を，在籍データ，残留率，卒業率，
コース修了率，就職率，州の専門的資格試験，学生のポートフォリオなどの評価基準
（指標）に基づき評価する。大学はその評価基準（指標）を採用した理由も述べる。

48
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３．演習２の実施結果（各班の報告［ポスター発表］） 

 １班  
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 ２班  
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 ３班  
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 ４班  
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 ５班  
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 ６班  
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 ７班  
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 ８班  
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４．演習２の解説とまとめ 

 

平成 29 年度の実施結果に関する解説とまとめ 

 

                  土橋 慶章（神戸大学 戦略情報室、評価室） 

関 隆宏（新潟大学 経営戦略本部評価センター） 

 

講義２で「自己評価書作成に当たってのチェックポイント」として、①記述・表現の明確性、

②説明の具体性、③データの適切性、④評価の基準や観点の捉え方、取組の計画そのものの妥当

性、の４つを挙げました。 

演習では、初心者向けということを勘案して、上記①～③を中心に、自己評価書のどの記述が

どのような理由で問題があるのか、そして評価担当者としてどのような記載に修正するか、ある

いは担当部課にどのような修正依頼を行うかについて議論しました。 

自己評価書の作成過程で担当組織に報告を依頼することがあると思いますが、その組織にとっ

ては当たり前だと思っていて、良い取組をしていることに気付かない場合も往々にしてあります。

評価担当者がそのような事項をうまく引き出すことも大切です。 

ここでは、今回【目標・計画に基づく評価】の事例として取り上げた自己評価書の代表的な問

題点を中心に、各班から出てきた指摘や意見、スタッフによる補足説明等をまとめておきます。 

 

計画６－１ 各種支援策を充実し、留学生の受入を積極的に進める。 

※ １班、３班、５班、７班において議論。 

 

 「日本人学生のみで入学定員を充足することは困難になることが予想される」（関連ポイン

ト：④） 

日本人学生のみで入学定員を充足することが困難になることの根拠を示すために、18 歳人口

の減少をデータで示すという意見（１班）、全国だけでなく都道府県レベルの 18 歳人口グラフ

と 18 歳以上の当該都道府県外への流れが分かる資料がほしいという意見（７班）もありました

が、自己評価書では目標や計画の趣旨に則した内容の記載が求められることを踏まえると、目

標にある「大学の国際化」との関連性が分からないという指摘（３班）が適切でしょう。 

その意味では、入学定員の充足に関する説明は削除する（３班、５班）、あるいは、目標に沿

った内容に書き換える（５班）ことが考えられます。 

 

 「留学生の受入を積極的に進めるために様々な努力を行った」（関連ポイント：①、②） 

「様々な努力」の具体例が不明確（７班）なので、（この後の本文にある）入試回数の増加、

日本人チューターの配置以外の具体例を追記してもらうという意見（１班）、教授会資料など具

体的な中身が分かる資料をつける（７班）がありました。また、自己評価書において「努力」と

いう言葉を使うのは適切か（１班、３班）、努力はみんながしている（５班）という意見もあり、

「○○（支援策）に取り組んだ」などに修正する（１班、３班）のが適当な表現でしょう。 

 

 「私費外国人留学生の入学試験については、毎年 12 月に一回だけ行っていたものを、平成 22

年度入学生向けの入試から 3月上旬にも行うこととした」（関連ポイント：②，③，④） 
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私費外国人留学生の入学試験の実施回数を増加した効果が分からないことから、（次項で述べ

る）資料 6-1-1 の項目を充実させ、外国人留学生の 12 月入試と３月入試それぞれの実施状況

（受験者数、合格者数、入学者数）を示す（１班、７班）、改善前の留学生数を示し（７班）、前

後の変化の様子をわかりやすくするという改善方策が考えられます。ただ、後者について、こ

の自己評価書が平成 28 年度（または平成 29 年度）に受審する評価に対するものであることを

考えると、平成 22 年度は計画期間外ではないかという疑問もあります。そうであれば、そもそ

もこの制度変更を述べる必要はありません。 

また、私費外国人留学生を増加させる方策しか記載されていないので、国費留学生や交換留

学生などの数値や増加させるための方策を記す（３班）、「私費外国人特別選抜」以外の私費外

国人留学生の入試制度があれば資料等で明示する（７班）などについても考えるべきでしょう。 

 

 「その結果、私費外国人留学生の受入数は、平成 23 年度の 30 名から、平成 27 年度には 65

名へと順調に増加した（資料 6-1-1：留学生数の推移；資料 6-1-2：留学生の出身国の割合）」

（関連ポイント：②，③） 

留学生数に関する資料 6-1-1 について、留学生数の推移には増減があり、「順調に」増加して

いるとは言えない（全班）ので、「減少している年度はあるものの、全体として増加傾向にある」

と記載する（３班）、平成 23 年度に大幅に人数が減少している理由を述べる（１班、３班、５

班）などの修正案が考えられます。また、資料 6-1-1 には平成 28 年度のデータまで示されてい

るのに、本文では平成 27 年度のことを記載しているので、本文には平成 28 年度の留学生数に

ついて記載（５班）すべきです。さらに、受入留学生の区分が「私費」だけになっているが、公

費留学生や大学間の学術交流協定でも実現可能なので、それらについても記載する（７班）と

いう意見もありました。なお、先に平成 23 年度に 30 人に減少した理由を述べるべきという指

摘があったことを述べましたが、誤植の可能性（80 人かもしれない）も考えられるので、担当

者に確認する必要があるでしょう。 

留学生の出身国の割合に関する資料 6-1-2 について、この文脈で突然出てくるのはおかしい

（１班）、取組との関連性や成果がない（３班）、平成 28 年度のみのデータになっていて根拠資

料にならない（５班、７班）という指摘がありました。経年変化を示す（３班、５班、７班）、

割合だけでなく人数も入れる（３班、５班、７班）と、そこから取組の状況がもう少しよく見

えてくるかもしれません。また、国際化の内容が多様化ならば、地域が限定されている（７班）

という問題も指摘されています。実は、今回指摘はありませんでしたが、対応する本文が記載

されていないという問題もあります。本文の内容を変えないのであれば、この資料は留学生数

の増加の要因を説明しうる内容を含んでいないことから、削除する（１班、３班）のが適切で

しょう。ちなみに、実際の自己評価書作成過程で、本文の記載内容との整合性を考えずに、手

元にある資料をとりあえず根拠資料として入れていた、という状況もしばしば起こるので注意

が必要です。 

 

 「入学後の留学生に対し、掲示板等により、奨学金、住宅等に関する情報提供を積極的に行

っている」（関連ポイント：②，④） 

掲示板「等」としている具体的な内容が不明確（７班）であり、掲示板以外の学生への周知

方法を記載し（５班）、それを確認できる資料（時期や年間掲載件数）を掲載する必要がある（３

班）という指摘がありました。また、以前からの改善点等が記載されていない（３班）という

指摘もありました。なお、「目標・計画に基づく評価」の趣旨からすると、当該計画期間以前か



49 

ら日常的な情報提供を行っていたのであれば、計画の有無にかかわらず当然行われると考えら

れますし、またどの大学でも行われていることから、「積極的に」の文言は不要（１班）なのも

確かですが、そもそもこの記述全体は不要でしょう。 

 

 「留学交流課では、１年次生と２年次生の留学生１名に対し、１名の日本人学生のチュータ

ー（任期２年）をつけて、学業面及び生活面のケアをするなど手厚い支援策を施している」

（関連ポイント：②） 

主体を「本学では」（１班）や「学内では」（７班）にする、「手厚い支援策」に具体性がない

（１班）、チューターをつけただけで「手厚い」と言えるのか（３班）という指摘がありました。

支援策を確認できる資料を掲載する必要があり（３班）、このうちチューターについては、日本

人学生のチューターの属性（同学年であるか、同学科であるかなど）を明らかにする（１班）、

ケアの具体的内容を述べる（１班）ことが考えられます。また、３年次以上の留学生がケアを

必要とする場合に、どのように対応しているか記載することも考えられます。 

 

 「日本人チューターにアンケートを行ったところ、概ね好評であったことから（資料 6-1-3：

日本人チューターへのアンケート結果）、国際化が相当程度進められたと考えられる」（関連

ポイント：①，②，③，④） 

データの内容に関する問題として、日本人チューターに対するアンケートしか行われず、留

学生に対するアンケートを行う必要がある（３班、５班、７班）という指摘がありました。評

価担当者としては、留学生に対するアンケートを実施しているかどうか確認し（１班）、もし実

施していなければ早急にアンケートを実施するように依頼することになるでしょう。このほか、

「国際感覚」とは何かが分からないなど、アンケートの設問がよくない（１班）、アンケート回

収率が低い（３班、７班）という意見もありました。 

さらに、データの解釈の問題として、問いが２問だけでは判断できない（１班）、問１で「そ

う思う」「まあそう思う」で 50％しかなく概ね好評と言えるのか（５班）、「概ね好評」の根拠が

不明確（７班）、日本人チューターへのアンケートが概ね好評であると言えたとしても国際化が

相当程度進められた根拠にならない（７班）という指摘がありました。国際感覚が身についた

と思う学生の割合が低い資料を削除し、問２の回答のみ本文に記述する（３班）という対応も

考えられるでしょう。なお、「概ね」や「相当程度」という曖昧な用語も用いるべきではありま

せん。 

また、資料 6-1-3 を見ると、日本人チューターは 92 名いるとしていますが、１、２年次の留

学生に日本人学生チューターを１人ずつつけている（前項参照）としたら数が合わない（１班、

５班、７班）ので、数字に矛盾がないよう説明を加える（５班）という指摘もありました。 

根拠資料・データについては、計画の趣旨を踏まえた内容になっていること、資料・データ

の解釈に論理の飛躍がないことが大切です。そうではあるのですが、次項で述べるように、計

画そのものが抽象的であるために、計画の趣旨が判然とせず、根拠資料・データとしてどのよ

うなものを示せばよいのか、またどのように結論づけていけばよいのか分からないまま自己評

価書を作成してしまうことが起きがちです。 

 

 全体的な内容について 

目標・計画の立て方にも問題があるという指摘が多く見られました。「国際化」の定義が分か

らない（５班、７班）、「国際化」とは学生の支援や留学派遣のみなのか（１班）という指摘、
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「留学生比率を何％にする」（７班）のように具体的な数値目標等を示す（３班）という意見が

ありました。これらを具体的にするために、執行部に定義をきちんと考えてもらう（７班）こ

とが大切です。なお、評価担当者が目標・計画を変更することはできないので、目標・計画の

立案担当者（総括する者と実務担当組織の担当者）に、評価の視点から目標・計画の趣旨を確

認するとともに、次の目標・計画立案に向けてどのような記載が望まれるのか共通理解を持つ

ことが大事になります。 

また、全体の書きぶりについて、計画６－１に対する答えとして読み取りにくいので、全体

の構成を再考する（１班）、計画に「各種支援策」とあるので、実施している支援策をすべて記

載する（５班）必要があります。また、具体的な数値目標を想定していたのであれば、その数

値に基づいて達成できたかどうか記述する（５班）ことが重要です。 

 

計画６－２ 学生を海外の大学に積極的に派遣し、国際感覚を身につけさせる。 

※ ２班、４班、６班、８班において議論。 

 

 「本学には国際交流協定校が５大学ある（北米 1、中国 3、韓国 1）。」（関連ポイント：①，

④） 

トロント第三国際文化大学以外の協定校との交流状況が不明（全班）なので、協定校５大学

を示す（２班、８班）、それぞれとのこれまでの交流実績等を示す資料をつける（６班）という

指摘がありました。 

今回特に指摘されなかったのですが、計画の内容に照らすと、想定される記載内容として、

協定校締結数の増加や協定に基づく事業等の充実が考えられます。その点から、これらの事例

が本当にないのか担当部署に確認する必要があるでしょう。 

 

 「本学を休学しないと参加できない長期派遣については、利用者はいなかった。これは、派

遣先での取得した単位の読み替え規定がないことも一因と考えられる。」（関連ポイント：①，

④） 

派遣実施のための取組が不明（６班）なので、それを記載する、利用者がいない原因を分析

したうえで（２班）、今後の改善策を記載する（２班、４班）ように修正する、あるいは、削除

する（４班、６班）ことが考えられます。また、これは成果とは言えないので、努力目標として

最後に記載し、書き方もポジティブにする（８班）という意見もありました。 

今回特に指摘されなかったのですが、制度上の不備が読み取れることから、単位化の規程整

備など制度の見直しを早急に行うよう、評価担当者から提案することも可能でしょう。もし、

これに対応して制度を最終提出時までに改善できたのであれば、実績がなくても積極的な記載

が可能になります。 

 

 「学生が自主的に休学して協定校以外に留学している場合、大学としては把握していない。」

（関連ポイント：③） 

「大学としては把握していない」はネガティブな表現であるから削除（２班、４班）し、大

学として把握する体制を構築する（８班）などの改善策を記載する（２班、４班）ことが考え

られます。 

自己評価書の作成から離れて考えると、学内での情報共有ができていない（２班）ことから、

把握・共有のためのルールを制定し、休学届に理由を記載したり海外留学届の提出を求めたり
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する（８班）という提案を担当課に対して行うことも検討の価値があります。そもそも、大学

が協定校以外であっても留学という学修の状況を把握していないこと自体問題ですし、自大学

の学生が一定期間海外に滞在していることを大学が把握していないという大学の危機管理の根

本的な問題もあります。 

 

 「本学では、平成 16 年度より、英語において４段階（プレ初級、初級、中級、上級）での習

熟度別学習を行っている。各学部の卒業要件としては、英語４単位の取得が定められており、

かつ、中級までの取得が求められている。ここでは、一般的な企業で活躍できるレベルの英

語力を身につけることを到達目標としている。」（関連ポイント：①、④） 

この箇所だけ読めば、各習熟度の基準や企業で活躍できるレベルが不明確であるから、

TOEIC 等の客観的指標を用いて習熟度の程度を具体的に示したり（２班、４班、８班）、実際

の学生の語学力の習熟度を示す（６班）ことが考えられます。また、この習熟度別教育は平成

16 年度より行っているものであり、今回評価の対象である計画期間にどのような改善取組を行

ったのか追記することもできます。 

しかし、学生の語学力の向上が目標の「大学の国際化」とつながっているか不明（４班）で

あり、この段落の文章の意図が分からないので、海外派遣との関連性を明確に記述する、ある

いは削除する（２班）ことが必要でしょう。 

評価担当者は、他人が提出した文章を鵜呑みにして追記することだけを考えるのではなく、

目標・計画の内容に照らして記述そのものの必要性や適切性を吟味し、場合によっては大幅な

修正や削除を行うことを考える必要もあります。 

 

 「協定校のトロント第三国際文化大学（カナダ）への語学研修プログラム（約２週間）へは、

毎年、150 名程度の学生を派遣している（資料 6-2-2：派遣学生数の推移）。」（関連ポイント：

①、③） 

語学研修プログラムの趣旨や内容が分からないので、目的や趣旨を本文に書く（２班）、実施

要項を別添資料として示す（４班）ことが考えられます。また、これに関する資料 6-2-1 につい

て、今回指摘はなかったのですが、本文のどこで使われる資料なのか不明なので本文の該当箇

所で引用させる必要がありますし、また抜粋の仕方についても、計画の趣旨に照らして不必要

な情報が多く記載されているので、概要、応募条件、授業内容、研修旅行の内容等の必要な情

報を記載した箇所を抜粋することが考えられます。 

派遣学生数に関する資料 6-2-2 と関連して、定員が決まっているのでこの資料を削除し、過

去の延べ人数を記載するだけでよい（２班）、150 人の派遣枠が埋まっていることはアピールで

きる（６班）という指摘がありました。後者に関連して、申請数（派遣希望学生数）は増加して

いるかもしれませんし、もし増加していれば積極的な記載もできるので、その状況を担当者に

聞いてみるのもいいでしょう。また、人数の合計だけでは不十分であり、学年別の比率や派遣

先を示す（６班）という意見もありました。 

 

 「事後アンケートによると、82％の学生が「語学力が向上した」と回答しており（資料 6-2-

3：派遣学生へのアンケート結果）、国際感覚が養われたと考えられる。」（関連ポイント：②，

③，④） 

本文で「82％の学生が「語学力が向上した」と回答」したと記載しているが、この中には「わ

からない」と回答した学生（14％）の分も含まれている（２班、４班、８班）という指摘があ
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りました。これは解釈が恣意的であると言われても仕方ないでしょう。ここでは「わからない」

を除いた 68％に修正（２班、４班）すべきです。また、「国際感覚が身についたか」という問２

の回答内容が反映されていないので、そのアンケート結果を本文に盛り込む（４班）という指

摘がありましたが、肯定的に回答した学生が 39％だったことを踏まえると、そもそも「国際感

覚が養われた」と結論づけるのは難しいでしょう。 

本質的な問題として、語学力の向上で国際感覚が養われたとは言えないこと（２班、４班）

やアンケート結果のみで結論付けていいのか（４班、６班）、アンケートの何をもって国際感覚

が養われたと考えるか不明（８班）が指摘できます。少なくともいま記載されている内容から

具体的な改善策を探るとすれば、語学力の向上と国際感覚を身につけることの関連を明確にす

ることが第一ですが、研修旅行の中身など「国際感覚が養われた」と考えられる要因を追加す

る（２班）、問３でネガティブな感想が多いので（少数の）ポジティブな回答を加えるか（２班、

４班、６班）、問３を削除する（２班）、データが平成 24 年度のもので古いので最新のアンケー

ト結果を分析したり（２班、８班）、他の年度のアンケート結果を示したりして（４班）、経年

比較を行う（２班）ことが考えられます。また、アンケート結果が芳しいものでないことを勘

案すると、ネガティブな意見への対応策を記述する（２班）、課題を把握しているのであれば改

善策を検討し、その内容を記述する（４班）、派遣プログラムの改善を行っていればその内容を

記述（６班）という修正提案を行うことも有効でしょう。 

このほか、今回指摘はありませんでしたが、アンケートの質問内容にも曖昧な点があるので、

今後のアンケート実施に当たり、例えば、問１の（ポジティブな回答に誘導する意図が見える）

「多少なりとも」を削除する、問２の「国際感覚」を具体化した質問に変更する（場合によっ

ては質問数を増やしてもいい）ことなどを担当者に提案することが考えられます。 

 

 全体的な内容について 

全体の書きぶりとして、「計画・構想→プロセス→アウトプット（結果）→アウトカム（成果）」

の流れでまとめるべきである（６班）という意見がありました。確かに全体として読んだ場合

にそのような流れになっていないために、個々の段落の内容がばらばらでちぐはぐな印象を与

えています。 

計画の内容を踏まえると、派遣プログラムの全体像が不明なので、大学が準備している派遣

プログラムを全て説明し、英語圏以外の派遣先があればそれについても説明する（６班）こと

や、規程、学生への周知、英語レクチャーの取組、習熟度以外によるモチベーションアップ、

内容の点検・見直しの有無などその他の海外派遣を実施させる取組を記載する（２班、６班）

必要があります。この記述のままであれば、評価員からトロント第三国際文化大学以外の協定

校への派遣は０件だったと判断され、協定校以外への留学は把握すらされておらず、さらに計

画に「積極的に派遣」とあるにもかかわらず、計画は達成できなかったと評価されるでしょう。

評価担当者は、他の派遣状況について担当部署に確認したり、調査を行ったりするよう依頼す

る必要があります。 

国際感覚の定義がないので、何をもって国際感覚とするか定義や基準を明確にする（４班、

６班、８班）とともに、学生の海外派遣が大学の国際化につながる説明をする（６班）必要が

あります。計画立案時に、多様な解釈がありうる語句については、その真意を明確にし、記録

する必要もあるでしょう。こうしたことについては、評価担当者だけでなく、計画立案担当者

にも徹底させることが大切です。 

（土橋［神戸大］・関［新潟大］） 
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５．アンケート結果 
 

 参加者アンケートは、スタッフを除く参加者 34 名から回答があり、回収率は 87.2%でした。 

分科会（評価初心者セッション）に関するアンケート結果では、満足度について全員が「①満

足」（73.5％）及び「②概ね満足」（26.5％）、時間について 76.5％が「③丁度よい」とした一方 23.5％

が「①長い」及び「②やや長い」、内容について無回答を除く全員が「①理解」（54.5％）及び「②

おおむね理解」（45.6％）と回答しました。満足度における肯定的な回答の理由として、グループ

ワークや情報交換タイムにおける他大学等の評価担当者との意見交換や情報共有、具体的な題材

を用いた演習、評価に関する基本的な概念や基礎知識の修得等が挙げられていました（下記アン

ケート結果の詳細（評価初心者セッション関連分）参照）。一方、「事前質問による Q&A」の説明

方法、演習の内容、ポスターセッションの進め方等に改善提案がありました。これらについては、

スタッフでも反省点として認識しており、次年度改善したいと考えています。 

 

評価初心者セッションアンケート結果（N＝34，内容のみ N＝33） 

 
 

大学評価・IR 担当者集会全体に関するアンケート結果では、以下のような回答がありました。

これらについては、平成 30 年度の大学評価・IR 担当者集会の開催に向けた資料として参考にし

ます。 

 

 良かった点としては、上記に加えて、講義と演習の時間バランス、他大学担当者との交流、

相互に学びあうことができる、自らの属性を示す名札等がありました。 

 悪かった点（意見）としては、時間がタイト、予定時間の超過、講義形式のときに説明のス

ピードが上がる、タイムキーパーの設定や配分時間の見直し、レベル分けが細かくてもよ

い等が挙げられていました。 

 来年のテーマや今後の要望としては、内部質保証、３つのポリシーから逆算する評価・IR

活動、数値指標の設定、認証評価の手法の詳細、データカタログ実践、データマネジメン

ト、データやグラフの読み取り方・効果的な示し方、参加大学の一覧（参加者名はなくて

よい）が欲しい、次年度の日程と場所の予定を予算申請時期までに示して欲しい等があり

ました。  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足

時間

内容

1 2 3 4 5
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アンケート結果の詳細（評価初心者セッション関連分） 

 

ID 満足度 時間 内容 理 由 情報交換タイム 

1 
②概ね

満足 
②やや

長い 
②概ね

理解 
基礎 

①参加 
他大学と有益な意見交換がで

きた。（今年度のヒアリング

体験校担当者等） 

2 
②概ね

満足 
②やや

長い 
②概ね

理解 

グループワーク（演習）は「２」

の内容だけでよかった。Q&A は

口頭回答だとわかりにくいので、

ペーパー配布して、その時間を別

に回した方がよかった。 

①参加 

3 
②概ね

満足 
③丁度

よい 
②概ね

理解 
私のような初心者にも十分理解で

きる内容、展開でした。 
①参加 

4 
②概ね

満足 
③丁度

よい 
②概ね

理解 
  ①参加  

5 
②概ね

満足 
③丁度

よい 
②概ね

理解 

評価担当者ではないが、IR とし

て今後、関連することがあるので

良い機会になった。 

①参加 
良い機会になった。モチベー

ションが高まった。 

6 
②概ね

満足 
③丁度

よい 
②概ね

理解 
演習が非常に参考になりました。  

7 
②概ね

満足 
③丁度

よい 
①理解 

ポスターセッションについて、各

班によって発表時間がバラバラだ

ったので、７～８分目安で区切る

などにより、訪問者の移動が同時

に行われるような形式にしていた

だきたい。 

①参加 

8 
②概ね

満足 
③丁度

よい 
①理解 

事例を通じて自己点検評価作成の

留意点や執筆者に注意して伝えて

おくことを学ぶことができた。 
①参加 

9 
②概ね

満足 
③丁度

よい 
①理解   ①参加  

10 ①満足 ①長い 
②概ね

理解 

演習の時間が短かったのですが、

自分と異なる考え方を聞けて、視

野を広く持つことが大事だとあら

ためて思いました。 

①参加 
各地のお土産品もあり、交流

ができてよかった。 

11 ①満足 
②やや

長い 
②概ね

理解 

他大学の職員と交流して意識の高

さに圧倒され、いい刺激を受ける

こともできました。できれば１日

におさめていただきたいです。 

①参加 
別の班の方とも交流できてよ

かったです。 

12 ①満足 
②やや

長い 
②概ね

理解 
  ①参加 

13 ①満足 
③丁度

よい 
②概ね

理解 

各大学（機関）の方と直接セッシ

ョンができてよかったと感じたた

め。 
⓪不参加 
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14 ①満足 
③丁度

よい 
②概ね

理解 

評価に関する基礎知識がなかった

ため、基本的な事項を確認するこ

とができたことはよかったです。

（他機関の方との交流を含め）所

属機関が研究所ということもあ

り、大学特有の話題について実感

を持ちにくかったため内容は②を

選択しました。 

⓪不参加 

15 ①満足 
③丁度

よい 
②概ね

理解 
  ①参加 

16 ①満足 
③丁度

よい 
②概ね

理解 
講義・演習によって知識が深ま

り、今後の指針となりました。 

①参加 
ネットワークが広がり、セッ

ションでは聞けないディープ

な話もできました。 

17 ①満足 
③丁度

よい 
②概ね

理解 
  ①参加 

18 ①満足 
③丁度

よい 
②概ね

理解 
具体的な事例を聞くことができ

た。 
 

19 ①満足 ①長い ①理解    

20 ①満足 
②やや

長い 
①理解 

評価に関することを詳しく説明し

ていただいて、とても勉強になっ

たので。 

①参加 
あまり多くの方とお話するこ

とはできませんでしたが、他

大学の評価担当の方とお話が

できて、とても良かったで

す。 

21 ①満足 
②やや

長い 
①理解 

同グループをはじめ、多くの方々

とセッションでき、よかったで

す。 

①参加 
初めての参加でしたので、多

くの方と知り合うことがで

き、充実した時間になりまし

た。 

22 ①満足 
③丁度

よい 
①理解 

初心者向けの易しい内容で、経験

が浅い自分にも理解しやすかっ

た。 
⓪不参加 

23 ①満足 
③丁度

よい 
①理解 

評価業務にはまだ携わっておりま

せんが、23・24 日の演習で２段

階に分けたステップアップの方法

がとてもわかりやすく大変勉強に

なりました。 

⓪不参加 

24 ①満足 
③丁度

よい 
①理解 

・評価業務について、共通課題の

確認ができました。 
・演習では、自分の気付かなかっ

た視点もあり、とても勉強になり

ました。 

①参加 
他大学の方とざっくばらんに

お話ができ、貴重な機会にな

りました。とくに公立、私立

の大学の方のお話が伺えてよ

かったです。 
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25 ①満足 
③丁度

よい 
①理解 

具体例をもとにしたワークは実践

してみての気付きが多く、勉強に

なった。 

①参加 
初心者レベルだと懇談の場で

交換できる個別事例が少ない

印象だった。むしろセッショ

ン中の休憩時間に意見交換の

時間があった方が効果的だっ

たのでは、と感じた。 

26 ①満足 
③丁度

よい 
①理解 

実務を考えた演習内容になってお

り、検証のポイント、根拠資料の

精査等、大変勉強になりました。

また、グループワークを行うこと

で、他大学の事例も知ることがで

きて、有意義な研修となりまし

た。 

①参加 
他大学の担当者の方とのつな

がりが出来て、良かったで

す。 

27 ①満足 
③丁度

よい 
①理解 

評価作業に即した演習ができて勉

強になった。 
①参加 

28 ①満足 
③丁度

よい 
①理解 

評価業務を他大学でどのように進

めているかを知ることができたた

め。 

①参加 
23 日の内容をあらためてふ

りかえり、他チームとも共有

することができた。 

29 ①満足 
③丁度

よい 
①理解 

講義だけでなく、実践もあったの

で、実際に利用する場面を想像で

きたので。 

①参加 
他大学の職員と交流すること

が少ないので、非常に貴重な

時間を過ごせた。 

30 ①満足 
③丁度

よい 
①理解 

断片的に、なんとなく知っていた

ことを体系的に整理し、また他人

に説明することで、活用できる知

識にすることができたように思う

から。 

①参加 
特定の方と話してしまったの

で、もう少し色々な方と話せ

ばよかった。 

31 ①満足 
③丁度

よい 
①理解 

評価の初心者にとって非常にわか

りやすい内容であり、自大学に反

映できる知識を得ることができ、

有意義な場であったと思います。 

①参加 
情報交換ができた。 

32 ①満足 
③丁度

よい 
①理解 

自分達の評価書作りを抜本的に見

直す気持ちが芽生えた 

①参加 
地元のお菓子もなごませてく

ださいました 

33 ①満足 
③丁度

よい 
①理解 

グループワークの後のポスターセ

ッションは、大変有効であると感

じた。事例報告は大体、任意の２

or３組が発表しておわりなので。 

①参加 
各地のおみやげを堪能でき

た。グループワークのメンバ

ー以外との会話も出来た。 

34 ①満足 
③丁度

よい 
  

評価業務に携わるのが初めてで、

どのような観点で業務実績報告書

を確認しなくてはいけないのか不

明確なままだったので、大変勉強

になった。 

①参加 
他大学の方と交流する良い機

会でしたので良かったです。

（あまりそういった機会がな

かったので） 

（関［新潟大］・土橋［神戸大］・嶌田［茨城大］） 
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アンケートのお願い 

本日は、ご参加いただきありがとうございました。来年度以降も継続的に大学評価・IR 担当者集会を企画して

おります。つきましては、ご参加いただいたセッション及び集会全体に対してご意見をいただければと思います。

ご協力よろしくお願いいたします。 

 アンケート結果は、原則的に、大学評価コンソーシアム web サイトの活動報告や報告書で公表させていただ

きます。お名前は公表しません。ご所属は国公私立、関係機関の別のみ公表されます。＊無記名でも結構です。 

 

お名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ご所属 国立・公立・私立・他（機関名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

 

１．全体会［C］（24 日午後）について、おうかがいします。 

１－１．全体会について該当する番号に丸をつけてください。 

満足度： ①満足 ②概ね満足 ③どちらともいえない ④やや不満足 ⑤不満足 

時間： ①長い ②やや長い ③丁度よい ④やや短い ⑤短い 

内容： ①理解できた ②概ね理解でき

た 

③どちらともいえない ④やや理解でき

なかった 

⑤理解できなか

った 

１－２．１－１で回答された理由をお聞かせください。 

 
 

 

１－３．全体会のテーマ・企画についてご意見をお聞かせください。 

 
 

 

 

２．懇親会［B］（25 日）について、感想、ご要望があればご記入ください。 

□参加した                     □参加しなかった 

 
 

 

 

３．大学評価担当者集会全体を通して、以下の点についてご自由にご記入ください。 

良かった点 

 

悪かった点 

 

来年取り扱って欲しいテーマ・内容等 

 
 

その他ご意見・ご要望等 

 
 

 

 

裏面もご回答ください 
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４．評価初心者セッション［E］（23、24 日）に参加されたかたへ、おうかがいします。            □不参加 

４－１．本セッションについて、該当する番号に丸をつけてください。 

満足度： ①満足 ②概ね満足 ③どちらともいえない ④やや不満足 ⑤不満足 

時間： ①長い ②やや長い ③丁度よい ④やや短い ⑤短い 

内容： ①理解できた ②概ね理解でき

た 

③どちらともいえない ④やや理解でき

なかった 

⑤理解できなか

った 

４－２．４－１で回答された理由をお聞かせください。 

 
 

 

４－３．本セッションの企画「情報交換タイム」についてご意見をお聞かせください 

□参加した                     □参加しなかった 

 

 

 

５．評価・IR の実践・課題共有セッション［R１］（25 日）に参加されたかたへ、おうかがいします。    □不参加 

５－１．本セッションについて、該当する番号に丸をつけてください。 

満足度： ①満足 ②概ね満足 ③どちらともいえない ④やや不満足 ⑤不満足 

時間： ①長い ②やや長い ③丁度よい ④やや短い ⑤短い 

課題 

解決度： 

① 課題は解

決できた 

②概ね解決でき

た 

③どちらともいえない ④あまり解決で

きなかった 

⑤解決できなか

った 

５－２．５－１で回答された理由をお聞かせください。 

 
 

 

５－３．本セッションの構成・企画についてご意見をお聞かせください。 

 
 

 

 

６．IR 初心者・初級セッション［R2］（25 日）に参加されたかたへ、おうかがいします。           □不参加 

６－１．本セッションについて、該当する番号に丸をつけてください。 

満足度： ① 満足 ②概ね満足 ③どちらともいえない ④やや不満足 ⑤不満足 

時間： ① 長い ②やや長い ③丁度よい ④やや短い ⑤短い 

課題 

解決度： 

① 課題は 解

決できた 

②概ね解決でき

た 

③どちらともいえない ④あまり解決で

きなかった 

⑤解決できなか

った 

６－２．６－１で回答された理由をお聞かせください。 

 
 

 

６－３．本セッションの構成・企画についてご意見をお聞かせください。 

 
 

 

ご協力ありがとうございました。お帰りの際にスタッフまでご提出ください。 
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６．本セッションの運営について 
 

6.1 運営スタッフ 

 

○当日のスタッフ 

関  隆宏* 新潟大学 経営戦略本部評価センター 准教授 

土橋 慶章* 神戸大学 戦略情報室、評価室 准教授 

末次剛健志* 佐賀大学 総務部企画評価課 係長（IR 主担当） 

山本 幸一* 明治大学 教学企画部 評価情報事務室 副参事 

大野 賢一* 鳥取大学 大学評価室 

学長室 IR セクション 学長特別補佐（IR 担当） 准教授 

小林 裕美* 大学共同利用機構法人 人間文化研究機構 

国際日本文化研究センター 管理部研究協力課 課長 

 

○当日、本セッションを担当したスタッフ以外の構築メンバー 

小湊  卓夫* 九州大学 基幹教育院 准教授 

浅野   茂* 山形大学 学術研究院（企画部） 教授 

嶌田  敏行* 茨城大学 全学教育機構（IE オフィス） 准教授 

藤井 都百* 九州大学 インスティテューショナル・リサーチ室 准教授 

藤原 将人* 立命館大学 教学部学事課 課長補佐 

 

*は大学評価コンソーシアム幹事 

 

6.2 本プログラムの構築について 

 

評価初心者セッションのプログラム構築については、2008～2009 年度九州大学教育研究

プログラム・研究拠点形成プロジェクト「大学マネジメント人材育成プログラム構築のため

の実践的調査研究（研究代表者：小湊卓夫）」とその成果である「SD セミナー－現場と計画

評価をつなぐ」（2009 年 9 月九州大学にて実施）を参考にさせていただきました。 

この SD セミナーの内容はその後、大学評価担当者集会においても、初心者向けの研修と

してこれまで継続して行われてきたものです。九州大学の支援による研究プロジェクトから

始まり、大学評価担当者集会における研修実施に至るまで、大変ご尽力を頂いた、関口正司

先生をはじめ、九州大学大学評価情報室（当時）の室員の方々に、厚く御礼申し上げます。 

また、平成 24 年度科学研究費補助金（学術研究助成基金助成金）基盤研究（C）「IR マイ

ンドを涵養する評価人材の育成プログラムの構築に関する研究」（課題番号：24530988、研

究代表者：嶌田敏行）、平成 27 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（B）

「大学の評価・IR 機能の高度化のための実践知の収集・分析とその活用に関する研究」 （課

題番号：15H03469、研究代表者：嶌田敏行）も使用しました。 

 

 

最後に、評価初心者セッションの実施、成果のとりまとめ、報告書作成に当たり、参加された

39 名すべての方に感謝申し上げます。 
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