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IR研修講師としての実践報告 
－どの層のIR担当者にどんな研修内容が響くのか－ 

愛媛大学 教育・学生支援機構 
教育企画室 上畠 洋佑 

E-mail：uehata.yosuke.dc@ehime-u.ac.jp  

継続的改善のための IR/IE セミナー2019 
日時：2019年3月8日（水）14時19分～14時34分 
会場：九州⼯業大学 ⼾畑キャンパス 
   イノベーション推進機構3階セミナー室  



2 

本報告の目的 

１．本報告者のこれまでのIR研修講師経験

を振り返り、うまくいった研修とそうでな

い研修の各要因について明らかにすること。 

 

２．要因分析を踏まえて、どの層のIR担

当者にどんな研修内容が響くのかを明らか

にすること。 
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IR研修講師の経験 

１．A大学 教職員管理職研修 

２．B大学 これからの大学に求められるIRとは 

      ―IRへの理解を深めるために 

３．職員IRフォーラム（計３回） 

   荒木・上畠（2017）「職員ＩＲ（ＳＩＲ）フォーラム実践報告」 

    『大学評価とIR』第8号、pp.3-14 

      http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/lib/docu/008_h2907/008-h2907-01_araki_uehata.pdf 

４．C大学 教学IRの実践経験からの示唆 

５．教育関係共同利用拠点事業 IRer養成講座（上畠担当分） 

６．愛媛大学事務系職員研修「IR入門」 

７．愛媛大学教育学生支援担当職員SDプログラム 

   「データをもとに考える（教学IR入門）」 
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うまくいかなかった研修 

１．A大学 教職員管理職研修 

２．B大学 これからの大学に求められるIRとは 

      ―IRへの理解を深めるために 

３．職員IRフォーラム（計３回） 

   荒木・上畠（2017）「職員ＩＲ（ＳＩＲ）フォーラム実践報告」 

    『大学評価とIR』第8号、pp.3-14 

      http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/lib/docu/008_h2907/008-h2907-01_araki_uehata.pdf 

４．C大学 教学IRの実践経験からの示唆 

５．教育関係共同利用拠点事業 IRer養成講座（上畠担当分） 

６．愛媛大学事務系職員研修「IR入門」 

７．愛媛大学教育学生支援担当職員SDプログラム 

   「データをもとに考える（教学IR入門）」 
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うまくいかなかった研修 

１．A大学 教職員管理職研修 

 ・A大学側との調整が不十分だった。 

 ・A大学管理職にはワークショップ形式が適していなかった。 

 ・講師経験とIR実務経験が未熟であった。 

 

４．C大学 教学IRの実践経験からの示唆 

 ・C大学IR委員会メンバー（職員中心）のIR業務がスタートしたばかりで、 

  講師のIR実務経験を紹介しても具体的なイメージがわかなかった。 

 

５．教育関係共同利用拠点事業 IRer養成講座（上畠担当分） 

 ・質的データの分析手法について学術研究的な講義中心で行ったため、 

  内容が響く人と全く響かない人が顕著にあわわれた。 

  →2018年度の参加者層と異なっており、ニーズを読み違えた。 
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うまくいった研修 

１．A大学 教職員管理職研修 

２．B大学 これからの大学に求められるIRとは 

      ―IRへの理解を深めるために 

３．職員IRフォーラム（計３回） 

   荒木・上畠（2017）「職員ＩＲ（ＳＩＲ）フォーラム実践報告」 

    『大学評価とIR』第8号、pp.3-14 

      http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/lib/docu/008_h2907/008-h2907-01_araki_uehata.pdf 

４．C大学 教学IRの実践経験からの示唆 

５．教育関係共同利用拠点事業 IRer養成講座（上畠担当分） 

６．愛媛大学事務系職員研修「IR入門」 

７．愛媛大学教育学生支援担当職員SDプログラム 

   「データをもとに考える（教学IR入門）」 



7 

うまくいった研修 

２．B大学 これからの大学に求められるIRとは 

      ―IRへの理解を深めるために 

・B大学側の研修担当者と綿密な打ち合わせを行った。 

・B大学の文脈を尊重した。 

・B大学ではIRをスタートしたばかりだったが、スタート時に役立つであろう 

 学内の活用できそうなデータの整理をワークショップ形式で行った。 

・学長（理事長）のIRに関する考え方に沿う説明を含めた。 

 

３．職員IRフォーラム（計３回） 

・アクションリサーチとしてPDCAを回しながら実施した。 

・主体的な参加者が多いため、ワークショップ形式が機能した。 

・参加者の既存知識・集合知を活用したワークショップ形式に努めた。 
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うまくいった研修 

６．愛媛大学事務系職員研修「IR入門」 

・アクションラーニングを研修に導入した。 

  研修者の自部署の課題をデータを用いて明らかにし、解決案を提案した。 

・参加者の上司を巻き込んだ。 

・レクチャー＋ワークショップ形式（８月）＆プレゼンテーション（１２月） 

  途中、教育企画室教員が研修者のアドバイジングを行った。 

 

７．愛媛大学教育学生支援担当職員SDプログラム 

   「データをもとに考える（教学IR入門）」 

・参加者の既存知識・集合知を活用したワークショップ形式に努めた。 

・事前課題で、参加者の現状把握につとめた（事前アセスメントの重要性） 

・部署内のSDの活動のひとつに組み込んで実施した。 
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データをもとに考える 
（教学IR入門） 

愛媛大学 教育・学生支援機構 
教育企画室 上畠 洋佑 

平成30年度 教育学生支援担当職員SDプログラム 
日時：2018年9月26日（水）13時45分～14時45分 
会場：愛大ミューズ1F アクティブラーニングスペース2 
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本報告の目的 

【到達目標】 

教育学生支援系業務におけるトピック等を

学び、自身の業務に役立てることができる。 

 

【研修企画者から講師へのお願い】 

日常業務において、データをもとに考える

マインドを育成する機会として欲しい。 
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本講義の構成 

（１）自己紹介 

（２）皆さんの業務 

（３）IRの事前知識 

（４）講義を通して学びたいこと 

（５）まとめ 
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（１）自己紹介 

（２）皆さんの業務 

（３）IRの事前知識 

（４）講義を通して学びたいこと 

（５）まとめ 
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KWL（Know-Want-Learn） 

氏名

KNOW WANT LEARN

事前知識 何を得たいか 何を学んだか

本欄にご自身の現在の業務について記載してください。

本欄にIR（Institutional Research）について、知っていること
を記載してください。

本講義「データをもとに考える（教学IR入門）」を通して何を得た
いか記載してください。

※本欄は当日記載してください。
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（２）皆さんの業務 

■記載して頂いた理由 

 
現在の業務を講師（上畠）が把握して、どのようなデータ
が日常業務として身近にあるか知りたかったため。 
 
 
抽出したキーワード 
 
 資格（教員免許：課程認定・更新講習、学芸員） 
 教学・厚生補導・就職支援 
 入試（学部・大学院・連合ADC、オープンキャンパス） 
 会議（教務委員会、学生就職委員会） 
 講師派遣 
 総務 
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本講義の構成 

（１）自己紹介 

（２）皆さんの業務 
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KWL（Know-Want-Learn） 

氏名

KNOW WANT LEARN

事前知識 何を得たいか 何を学んだか

本欄にご自身の現在の業務について記載してください。

本欄にIR（Institutional Research）について、知っていること
を記載してください。

本講義「データをもとに考える（教学IR入門）」を通して何を得た
いか記載してください。

※本欄は当日記載してください。
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（３）IRの事前知識 

■IRの事前知識を問う目的 
 
・プレアセスメント（Pre-Assessment） 
  受講前の状態を把握することができる 
 
・事前課題に「問う」ことによる研修意欲を促す効果 
  知らない言葉であれば気になって調べる人もいる 
 
・知識の修正 
  誤って理解している知識を修正することができる 
 
・経験知と集合知 
  成人は経験から多くの知識を得ている 
  その知識を集合させることによって一つの知識となる 
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（３）IRの事前知識 

・大学運営に関するデータ分析や提言のための機能として、米国で生まれたこと 

・大学の経営や学生の成果などに関する情報の収集・分析。 

・運営に関する情報を収集、提供すること。 

・教育研究など大学の活動に関する情報を収集すること 

 
 

 大学組織に関するあらゆる情報を収集・分析して、 
 大学経営に役立てて行くこと 
 
  →どのように役立てていくのか？ 
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（３）IRの事前知識 

・情報や調査により得た情報をふまえて、改善をすること。 

・分析したデータを基に大学運営・学生に対する支援をより良いものにする 

・大学の経営改善や学生支援、教育の質を向上させるために、学内のデータ 

 （特に学生の学習成果など教育機能について）を収集・分析し、改善策を 

 立案して施策の実行や検証を行うこと。 

・大学では調査をし、その結果を改善、向上に繋げていく。 

 

 大学などの高等教育機関において機関に関する 
 情報の収集や学生に関する調査などを行い、 
 その結果をもとに組織の改善や教育の改善を 
 行っていくこと →◯◯◯◯サイクルをまわす 
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（３）IRの事前知識 

・学生の学習成果などの調査・分析を行い、得られた分析結果によって、 
 大学の自己評価を行うこと。 
 

 日本の大学における公的な質保証システム 
  大学設置基準 
  自己点検・評価（セルフ・スタディ） 
  認証評価（アクレディテーション） 
 
 
・自組織の意思決定や運営に必要な情報や参考となる情報を提供するために 
 行われる内部調査や研究のこと。 
 

 学長ガバナンスの強化 
  意思決定を支援するIRer等専門的職員 
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（３）IRの事前知識 

・教学IRや財務IRなど、目的によって分類されること 
 

 教学IRは日本独自の造語。 
 
・企業が情報を公開する。（Investor Relations：投資家向け広報） 
 

 なぜ情報公開するのか？（説明責任・透明性） 
 
・情報の分析・把握をして数値化する等をして、その結果を大学の教育や研究、 
 学生支援に活用（計画立案、政策形成）すること。 
 

 測定可能（Measurable）にする必要がある。 
 
・大学職員は事務を処理するだけではなく、企画、運営にも携わっていくことが 
 求められており、IRのように組織の中で必要な情報を収集して分析できる知識や 
 スキルを身に付けることが望ましい。 
 

 企画とは何か？政策立案との違いは？ 
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KWL（Know-Want-Learn） 

氏名

KNOW WANT LEARN

事前知識 何を得たいか 何を学んだか

本欄にご自身の現在の業務について記載してください。

本欄にIR（Institutional Research）について、知っていること
を記載してください。

本講義「データをもとに考える（教学IR入門）」を通して何を得た
いか記載してください。

※本欄は当日記載してください。
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（４）講義を通して学びたいこと 

 様々なデータから、どのように考え、①どのような意識を持ちながら仕事をすす
めていくべきかを得たいと思います。 
 
 ②データの正しい収集の方法を学びたいと思います。データをもとに考えるから
には、データが正しくないと必然的にそこから導き出す結果も正しくないので、ま
ず基本を学べたらと思っています。また、③データの注目する箇所などの着眼点に
ついても講義を通して学びたいと思っています。重要視するデータを自分の中で取
捨選択することができればと思っています。 
 
 大学での活動について、②③データをどのように収集し、データをどのように大
学での活動向上のために活用されているのか、有効な活用方法などを知りたい。IR
を知ることで、今後の大学職員としての日々の業務や活動に活かせるようになりた
い。 
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（４）講義を通して学びたいこと 

 IRとは、辞書によると「高等教育機関において、機関に関する情報の調査及び分
析を実施する機能又は部門」ということで、教育だけでなく、財務や経営等の大学
全体の情報に関する調査分析を指すようです。そのうち、教育のIRについて考えて
みると、授業評価アンケートによる授業改善が最初に思い浮かびますが、これだけ
でなく、教育に関して調査分析可能な情報は大学において多く有るかと思います。
運営費交付金が削減される中、限られた資源の中で効果的に教育活動を行っていく
ことは、これからの大学経営にとって必要不可欠で有り、大学間競争の中で、学生
から選ばれる大学になるためにも重要なことだと思います。 
 今回の講義では、大学及び学生にとって有益な教育環境を作り出すためには、④
どのような情報を分析・活用していけばよいか。また、⑤大学職員として、こうし
た取り組みにどのように関わっていくことが出来るのかについて学びたいと思って
います。 
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（４）講義を通して学びたいこと 

 現在、少子化など大学を取り巻く環境は厳しくなってきています。そのような中
で、大学として地域に信頼され生き残っていくためには、社会の状況や学生の声に
耳を傾け、あらゆる面で改善を重ねていく必要があると思います。 
 今回の講義では、大学が集めた情報やデータ、事例などをどのように捉え、分析
することが出来るのか、③基本的な情報の見方を身につけたいです。そして、それ
を用いて⑥どのような過程で改善策を考案していくことができるのかについても、
その方法や考え方を身につけて、これからの大学職員としての力とすることができ
ればと考えています。 
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（４）講義を通して学びたいこと 

 少子高齢化を迎え１８歳人口が減り続ける社会において、これからの大学のあり
方について、大学職員として、将来を見据えて考えなければならない課題であると
思います。 
 本講義を通じて、⑦愛媛大学の経営・財務など、現在おかれている現状を正確に
把握し、愛媛大学の目指すべき将来について、理解したいです。また、現在の主な
担当業務は⼯学部の教務全般です。直接学生と話す機会が多くありますので、本講
義を通して⑧学生の生活や学習の面で力になれる知識を得たいと思います。 
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（４）講義を通して学びたいこと 

 実際に愛媛大学で行われているIRにはどのようなものがあるか、それがどのよう
に活かされているのか⑨事例を知りたいです。また、②③どのような観点を持てば
よいか、情報の収集や分析の方法、取りかかり方（準備や調査に協力してもらうた
めのポイント）について、具体的な知識（まずは初歩的なもの）を得たいです。 
 
持っている情報やいただいた情報の②③活かし方 
 
②③どのような情報を収集すれば、自分の業務に活かし大学運営に貢献できるか 
 
日本の大学における、⑩「Institutional Research」のあり方・定義について 
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（４）講義を通して学びたいこと 

②③データの見方とその活用方法を知りたい。また、学生や先生方、および外部の
方（教員免許状更新講習の受講生）のニーズをデータとして把握することで、どの
ようなことが必要とされており、どのようなことが不要なのかを理解することで、
⑪業務の効率化がはかれるような知識を得たい。 
 
学内外の様々な情報をデータ化することによって、業務に具体的に③どのように活
用していくことができるのかを学びたいです。 
 
就職活動を含め自律した進路選択を学生が行えるよう、必要とされている支援を提
供できるようになりたいです。そのためには、やみくもに学生にアドバイスなどを
するのではなく、学生の行動等をデータをもとに分析し効果的な支援が必要だと思
います。⑫データを読み解き、的確な支援ができるための知識を身につけたいです。 
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（４）講義を通して学びたいこと 

IRについて全く知識がないので、本講義で⑬基本的な部分を理解し普段の業務で活
かせるのなら活かせるようになりたい。 
 
教学IRに関する⑬基本的な知識 
 
・IRを活用する事が出来る領域 
・一般的なデータ分析とIRとの違い 
・IRを用いた課題解決や政策決定の具体的な事例 
・データ分析の手法や具体的なプロセス 
・学生の個人情報を取り扱う場合の注意点 
 
以上のような内容を基に「IRとは何か説明出来る」知識を得たいと考えております。 
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本講義の構成 

（１）自己紹介 
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（５）まとめ 
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（５）まとめ 

■データをもとに考えるマインドを培うために 
  業務で頻用して組織文化にして欲しいキーワード 
 
   エビデンス（根拠） 
    ＊＊については◯◯だと考えます。 
    なぜなら、◎◎（測定可能なデータ）だからです。 
 
   アセスメント（観察・測定） 
    現状把握する。周りをよく見ましょう。 
    事前から事後の変化を意識して記録を取りましょう。 
     
   アカウンタビリティ（説明責任） 
    国立大学の公共性。学納金。運営費交付金等。 
    測定可能なデータを用いて、説明を尽くす。 
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要因検討を踏まえた考察 

１．日本のIRは導入段階から、普及段階に移行している。 

  これは、私立大学等改革総合支援事業が後押ししている。 

  →スタンプラリー化、御朱印集め化への危惧 

   経験＆スキルの多様性課題×研修参加意欲の多様性課題 
 

２．メンバーシップ型雇用＋ジョブローテーション（日本的要因） 

  内部労働市場からIR担当者を探す必要性があるが難しい。 

  →人材のシグナルが曖昧→IR担当者ルーブリックの実用化が必要。 
  

３．IR研修の３分類 

  ①導入期向け（B大学の意識共有・便利な成果物を作るWS研修等） 

  ②普及期向け（愛媛大学事務系職員「IR入門」等） 

  ③確立期向け（拠点事業 IRer養成講座等） 
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どの層にどのようなIR研修が響くのか 

IR研修難易度の三重円 

 
立ち位置の差 

（役職・設置者） 
 
 

 
 

能力の差 
（経験・スキル） 

 

 
意欲の差 

激難 

難 

難 

やや難 
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どの層にどのようなIR研修が響くのか 

新入職員 

中堅（主任・係長） 

管理職 

経営層 

 →現実的課題 
 

国立 

公立 

私立 

 →組織的文脈 

 
立ち位置の差 

（役職・設置者） 
 
 

 
 

能力の差 
（経験・スキル） 

 

 
意欲の差 

激難 

難 

難 

やや難 



 
 

能力の差 
（経験・スキル） 
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どの層にどのようなIR研修が響くのか 

IR実務経験有無 

大学院経験有無 

研究・分析経験有無 

 →経験学習 
 

BIツール 

分析スキル 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ 

 →ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 

  ｱｸｼｮﾝﾗｰﾆﾝｸﾞ 

 
立ち位置の差 

（役職・設置者） 
 
 

 
意欲の差 

激難 

難 

難 

やや難 



 
意欲の差 

 
 

能力の差 
（経験・スキル） 
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どの層にどのようなIR研修が響くのか 

意欲の低い者 

【ポジティブ策】 

 ニーズの深堀り 

 困りごとの相談 

 WLBへの理解 

 意欲の喚起 

 オンライン 

【ネガティブ策】 

 講師の割り切り 

 事前ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 

 
立ち位置の差 

（役職・設置者） 
 
 

激難 

難 

難 

やや難 
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さいごに 

研修経験者、研修受講者経験者の方から、 

本発表に建設的批判をお寄せ願います。 

 

日本のIR普及期及びそれ以後のIR確立期に 

向けて、よりよい研修プログラムを 

一緒に検討できればと思います。 


