
1

内部質保証システム設計・運用演習

事例報告
－東北学院大学における内部質保証体制の構築と運用－

東北学院大学学長室インスティテューショナル・リサーチ（IR）課
齋藤 渉

20180823_大学評価コンソーシアム セッション：Q34



2

1
2

3

4

東北学院大学について

今後の課題

私立大学に関連する質保証政策

東北学院大学における内部質保証

Contents



3

1 東北学院大学について
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東北学院大学について

 学校法人東北学院
建学の精神：「福音主義キリスト教」に基づく「人格の完成と個人の尊厳」の教育
創立：1886（明治19）年 仙台神学校として開学（1891年に「東北学院」と改称）
設置校：５校（大学・高等学校・榴ケ岡高等学校・中学校・幼稚園）

 東北学院大学
新制大学：1949（昭和24）年 東北学院大学に昇格
学部：６学部16学科

東北学院大学
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言語文化
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大学院６研究科11専攻

学生数：学部 11,239名 大学院 106名 合計 11,345名
（2018（平成30）年５月1日現在）

キャンパス：仙台市（青葉区・泉区）、多賀城市に３キャンパス設置
（2023年 キャンパス統合予定）

東北学院大学

文学研究科

英語英文学
専攻

ヨーロッパ
文化史専攻

アジア文化
史専攻

経済学研究
科

経済学専攻

経営学研究
科

経営学専攻

法学研究科

法律学専攻

工学研究科

機械工学専
攻

電気工学専
攻

電子工学専
攻

環境建設工
学専攻

人間情報学
研究科

人間情報学
専攻

東北学院大学について
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ゆたかに学び 地域へ 世界へ
-よく生きる心が育つ東北学院-

東北学院大学について
特徴：地域に根ざした東北唯一の私立総合大学
2017(平成29)年度入学生2,668名
東北地方出身者97%（宮城県出身者64％）

 中長期計画「TG Grand Vision 150」
創立130周年となる2016(平成28)年に学校法人東北学院の中長期計画「TG Grand 
Vision 150」を創立150周年となる2036年を見据えて「教育・研究」「社会貢献」「教育

環境」「組織運営」「学生生徒募集、広報」の５領域で実行計画を策定し、「教育の
質保証」、「学生生徒第一主義」を中核として、地域・社会のニーズに敏感に対応す
ることを目指している。



7

2 私立大学に関連する質保証
政策
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私立大学関連する質保証政策
 事前規制から事後チェックへ
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• 「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年6月9日閣議決定）

大学教育の質の向上を図るため、教育課程等の見直し、教育成果に基づく私学助成の
配分見直し、大学教育の質や成果の「見える化」・情報公開、成績評価等の厳格化等を
推進し、知の基盤強化を図る。また、外部人材の登用の促進、ガバナンス改革など経営
力強化のための取組を進める。少子化や経済社会の変化等を踏まえ、大学の組織再編
等を促進するため、設置者の枠を超えた大学の連携・統合を可能とする枠組みや、経

営困難な大学の円滑な撤退や事業承継が可能となる枠組みの整備に向けた検討を進
める。

私立大学に関連する質保証政策
 高等教育への進学率向上とともに「質保証」に対する社会からの要請の高

まり
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• 「平成 30 年度予算の編成等に関する建議」（平成29年11月29日財務省財
政制度審議会）

④私学助成
教育の質や成果を示す客観的な配分基準による配分の強化、
・定員割れ大学に対して、定員充足率を補助額に確実に反映するよう、定員に対す

る学生等の割合による増減調整の厳格化、
・大学教育の質や成果の「見える化」・情報開示を進めるため、現在の教育・研究に

関する基礎的な事項や財務状況に関する開示項目の見直しや非開示の大学に関する
減算の強化、を行うべきであると考えられる。

私立大学に関連する質保証政策
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• 「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年6月15日閣議決定）

（大学教育の質の向上）
社会の現実のニーズに対応したカリキュラム編成が行えるよう、外部の意見を反映
する仕組みづくりが必要である。このため、社会の最前線で実務に当たる人材が教員
となる場合は、少ない持ち時間であっても専任教員とすることができる仕組みを学部
段階に導入することにより実務経験のある教員を増やし、教授会などの運営にも参画
する。
また、教員を一つの学部に限り専任教員とする運用を緩和し、学内の人的資源
を有効活用することによって社会の新たなニーズに柔軟に対応できる教育プログラム

を実現する。授業内容や指導方法の改善を図る教員研修の充実のほか、シラバスの
記載の充実、成績評価基準の明確化などについての教学面に係る指針を作成する。

私立大学に関連する質保証政策
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• 「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年6月15日閣議決定）

（学生が身に付けた能力・付加価値の見える化）

大学卒業生の質の改善のため、大学に対して学生の学修時間、学修成果などの情
報の公開を義務付け、学生が在学中に身に付けた能力・付加価値の見える化を図る。
産業界においては、採用プロセスに当たり、「求める人材」のイメージや技能を具体的
に示していくことや、大学が示す可視化された学修成果の情報を選考活動において積
極的に活用していくことを経済団体を通じて各企業に促すとともに、企業が大学等に
おける学修成果を重視しているとのメッセージを学生に対して積極的に発信する。

（大学の連携・統合等）
大学の組織再編等を促進するため、国立大学においては、国立大学法人法を改正し、

一法人の下で複数の大学を運営できる制度を導入する。私立大学については、学部
単位での事業譲渡の円滑化や合併の促進など、連携統合や事業承継円滑化の環境
整備を図る。あわせて、撤退を含め早期の経営判断を促す経営指導の強化、破綻手
続の明確化を進める。

私立大学に関連する質保証政策
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• 「今後の高等教育の将来像の提示に向けた中間まとめ」（平成30年6月28
日文部科学省中央教育審議会将来構想部会）

大学教育の質の保証については、これまでも累次の中央教育審議会等の答申で提言
が行われ、文部科学省の事業を活用するなどして積極的に改善の努力を行っている
大学があるのも事実であるが、こうした大学と改善の努力が不十分な大学とに二極化

しているのではないかという指摘もあり、大学全体として十分な信頼が得られていると
は言い難い。

こうした状況について、社会からの説明を求める声が厳しくなってくるのは当然である。
諸外国においても、大学進学率が上昇し、高等教育を受ける学生が増加するほど、公
費を投入するに値する質の教育を行っているのか、アカウンタビリティーが求められる
ようになっている。

このため、各大学において、「学位プログラム」レベルのみならず、全学的な内部質保
証を促進するため、教学面での改善・改革に係る取組を促すなど、国として教学マネ
ジメントの確立を一層進める必要がある。教学マネジメントの確立に当たっては、個別
の教育改革に係る手法を効果的に活用しつつ、各大学が学長のリーダーシップの27
下で、「三つの方針（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリ
シー）」に基づく体系的で組織的な大学教育を、学位を与える課程（プログラム）共通
の考え方や尺度（アセスメント・ポリシー）を踏まえた適切なPDCA など点検・評価を通じ
た不断の改善に取り組むことが必要である。

私立大学に関連する質保証政策



14

私立大学に関連する質保証政策
 私立大学にとって補助金収入の占める割合は高い。これをきっかけとして教

学マネジメントや内部質保証の実質化へ
• 私立大学等経常費補助金
一般補助：教育の質に係る客観的指標

IR部署・全学的チェック体制・カリキュラムマネジメント・学びの質
保証に対する設問 アセスメント・ポリシーの策定など
点数により２％〜▲２％の増減率が適用

• 私立大学等改革支援事業補助金
タイプ１「教育の質的転換」：質の維持から向上へシフト
Ex.)３つの方針の点検・評価への学生の直接参画

教学マネジメント体制の構築とIR情報利用による教育課程の適切性の
検証など
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3 東北学院大学の内部質保証体制



16出典：平成29年4月11日文部科学省中央教育審議会大学分科会配布資料

東北学院大学の内部質保証の構築と体制

東北地方の人口減少
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東北学院大学の内部質保証の構築と体制

内部質保証体制の構築：第３期認証評価での「内部質保証」が重点項目

2013(平成25)年度：本学においてもよりシステム化への着手と運用を始める。
2014(平成26)年度：「東北学院大学内部質保証に関する基本方針」・「内部質保証

体制及び手続に関する規程の制定」
2017(平成29)年度：点検・評価担当副学長新設

公益財団法人大学基準協会(2018):「大学評価ハンドブック」より



18

 「東北学院大学内部質保証に関する基本方針（抄） 」 （2014（平成26）年適用）

東北学院大学（以下「本学」という。）は、大学の社会的役割である教育、研究及び
社会貢献に関わる諸活動の質が、社会的期待及び本学の目的・目標からみて一定
水準に達していることを自らの責任で証明・説明していかなければならない。本学は、
次に掲げる基本方針をもって、この「内部質保証」の責任を果たすものとする。

１．内部質保証の本質は、自己点検・評価の実質化である。
２．内部質保証は、システム化されなければならない。
３．内部質保証の中核となるのは、教育の質保証である。
４．教育の内部質保証は、３つのレベルで行われなければならない。
５．教育の内部質保証では、教育成果が重視されなければならない
６．内部質保証システムは、外部に開かれていなければならない

http://www.tohoku‐gakuin.ac.jp/about/evaluation/pdf/04/4‐2.pdf

東北学院大学の内部質保証の構築と体制



19

東北学院大学の内部質保証の構築と体制

 東北学院大学の内部質保証体制
• 認証評価：７年毎 （学校教育法）

認証評価機関：公益財団法人大学基準協会
第１期認証評価 2010（平成22）年度
第２期認証評価 2017（平成29）年度

• 自己点検・評価 （３年毎）
教育・研究業績（業績集）
授業改善のための学生アンケート（毎学期実施）
FD推進委員会（随時実施）

• 外部評価委員会（毎年度実施 外部評価報告書）

過年度や認証評価での指摘事項への対応状況などを対象として実施
（2017：点検・評価報告書に基づく３つのレベルとIRによる内部質保証の点
検・評価 2018：学生インタビュー）
（委員は全員学外から委嘱し学内者は陪席）

• 教学に関する懇話会（毎年実施）

教学上の３つの方針の適切性など教学上の取り組みなど外部者からの意
見聴取
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4 今後の課題
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今後の課題

1.教員の任期・職員のジョブローテーション

2.内部質保証体制の複雑化・形骸化

3.評価業務の負担
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ご静聴ありがとうございました。
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