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平成 30 年 3 ⽉ 29 ⽇ 
 

情報誌の編集プロセス、投稿区分の修正と査読⽤ルーブリックについて 
 

⼤学評価コンソーシアム    
 情報誌編集委員会  

 
１．はじめに 

現在、情報誌「⼤学評価と IR」では、事例報告、論説、企画記事という３つの投稿区分（＋2
つの時限区分として現場紹介およびエッセイ）で投稿を受け付け、査読を依頼し、編集および発
⾏を⾏っているが、区分のわかりにくさが指摘されている。また、内容（記事数、質）の充実策
が求められている。 

そこで、以下のように修正を⾏い、査読⼿順についても⼀部改める。また、編集委員会側で企
画し、執筆を依頼する企画記事の充実を図りたい。 
 
２．投稿区分の改正 
・⼀般投稿記事の区分は「事例報告」、「論説」、「その他」とし、企画記事については投稿を受け
付けず、原則的に編集委員会の企画で執筆を依頼する区分とする。 

開始時の投稿区分 これまでの投稿区分 新たな投稿区分 
事例報告 事例報告 ⼀般投稿記事「事例報告」 
論説 論説 ⼀般投稿記事「論説」 
企画記事 現場紹介（時限） 

その他（依頼記事など） 
企画記事（編集委員会の企画で執
筆を依頼する） 

その他 エッセイ（時限） 
その他 

⼀般投稿記事「その他」 

 
3．各区分の特⾊と内容および査読の観点（ルーブリック） 
改正後の投稿区分の特⾊と内容は、以下のとおりであるが、主たる改正点は以下のようになる。 

① 事例報告：現在の事例報告から原稿様式（フォーマット）の厳密な適⽤要件をなくしたものと
する。主観的な視点による報告でよいが、あまりに⾮論理的な主張については受け⼊れない。 

② 論説：ある程度客観化された内容とする。⼀定程度の反証可能性を求める（ただし、評価や IR
の分野で反証可能性がある論⽂を書くことは難しいと考えられるため、柔軟に対応したい）。 

③ その他：エッセイ的な内容は「その他」の枠で受け⼊れる。事例報告ではないものの、主観的
な内容となるような記事について、こちらを選択いただくか、編集委員会から案内する。 

 事例報告 論説 
査読 あり あり 
内容のポイント 評価や IR の現場における実践事例を報 評価や IR について応⽤可能性ある知
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告するもの ⾒を整理したもの 
査読のポイント 具体性、わかりやすさ（⽂章、図表）、（可

能な範囲での）適⽤可能性 
論理の⼀貫性、著者の主張の論理性、わかり
やすさ（⽂章、図表） 

主張の主体・客体 主観的でよい ⼀定程度の反証可能性を含んだ客観性が必
要 

ページ数 4 ページ〜10 ページ程度 8 ページ〜12 ページ程度 
概要 あり あり 

 
※区分「その他」については、区分「事例報告」および「論説」に属さないものとし、内容によ
って編集委員会が区分名および査読⽤ルーブリックを通知する。 
・事例報告ではない主観的意⾒表明、他国の状況、⽂献のレビュー等については、この区分で投
稿いただきます。 
・区分名については、エッセイ、資料、オピニオン等の名称を編集委員会で決定します。 
・査読⽤ルーブリックについても内容に応じて、編集委員会から⽰します。 
 
頻繁に出てくる⽤語について説明は以下の通りである。 

・投稿者：原稿を執筆し、本誌に投稿する者の代表者 
・編集⻑（正副）：⼤学評価コンソーシアム情報誌編集委員会の委員⻑が本誌の編集⻑であり、副委員⻑が副

編集⻑とする。 
・担当編集者：投稿記事ごとに担当の編集委員が割り当てられる。主たる担当者を主担当編集者、主たる担

当者を補佐する編集委員を副担当編集者とする。記事の編集作業の⼀環として「読みやすさ」の点検を⾏
う。 

・査読者：原稿の査読を⾏う匿名の教員および職員等。 
 
各区分の特⾊と内容の詳細については、以下のようになる。 
 
［事例報告］ 
内容：この情報誌の中⼼的コンテンツである。評価や IR などの活動について報告する。論拠を⽰しづらいコツや

ハウトゥについても受け付ける。また、事情があってデータ等の客観的な事実をほとんど⽰すことができな
いが、実際に⽤いているアイデアなどを⽰しておきたいものなども含まれる。原則的に論の展開や説明に際
して、事実もしくは事実を説明するものを⽰せば⼗分とし、⽂献等の引⽤は必須ではない。 

構成と要素：原稿様式(フォーマット)は指定しないが、編集委員会が提供するフォーマットを⽤いてもよい。原則
的には、執筆テーマが設定され、可能な範囲のデータ・情報などが⽰され、⼀定程度の結論が得られていれ
ばよい。 

査読の観点： 
①課題を明確に捉えているか：本報告で解決する対象とする課題の全学的な位置づけや解決した場合に得ら

れる効果などが記述されているか。既に報告されている類似の報告に関するレビュー、他の情報の紹介がな
くとも減点要素とはならない。 



3 

②利⽤可能性・応⽤可能性の⾼い情報提供となっているか：組織の記述、⼿法の記述、ツールの記述に際して、
読者が参考にし得る具体的な情報が分かりやすく記述されているか。即ち、図表などを⽤いた具体的な説明
をお願いしたい。説明の深さは、グロッサリーなどの「共通理解事項」の整備が不⼗分なので、なるべくそ
の業務の実務経験が少ない者でも理解しうるレベルが望ましいが、徒にページ数の増加を招くため、少なく
とも当該業務の経験者には⼗分理解可能な内容を必要ラインとする。また、学外に公表することがふさわし
くない情報については掲載する必要はない。 

③気づきや⽰唆が⼀定程度⽰されているか：本報告の意味について投稿者から読者へのメッセージがある程
度⽰されているかどうか。 

④これらの記述の論理的な⽭盾がなく、事務系職員や教員が読みやすいものになっているか：⽂章の上⼿い、
下⼿ではなく、話の流れがあり、平易で簡潔な⾔葉で⼗分に説明がなされているかどうか。⽂中に掲出した
⽂献、資料、web サイトについて出所を明らかにしているか。 

編集委員会での判断の観点：投稿規定に⽰されている様式に従っているか。報告中で使⽤している⽤語の統⼀など
がなされているか。読者、とくに概ね１年以上当該業務を⾏っている程度の事務系職員を想定した際に、分
かりやすい表現になっているか（以上が「読みやすさチェック」）。⽂中に掲出した⽂献、資料、web サイト
について出所を明らかにしているか（査読時、受理時にチェック）。 

語調：原則的に⼀般的な学術論⽂で⾒られるような「である調」で書く。⼀部に⼝語的な表現が含まれていても
よい。ただし、砕けた表現については、査読者や編集委員会は修正提案を⾏うことはできる。 

その他：厳密な反証可能性は問わない。 
 
○ 査読⽤ルーブリック[ 事例報告 ] 
査読の基準 査読の観点 

①課題を明確に捉えているか 本報告で解決する対象とする課題の全学的な位置づけや解決した場合に
得られる効果などが記述されているか。 

②利⽤可能性・応⽤可能性の⾼い
情報提供となっているか 

組織の記述、⼿法の記述、ツールの記述に際して、読者が参考にし得る具
体的な情報が分かりやすく記述されているか。 
図表などを⽤いて、具体的な説明に⼼がけているか。 
少なくとも当該業務について２，３年の経験を持つ者には⼗分理解可能な
内容であるか。（なるべくその業務の実務経験が少ない者でも理解しうる
レベルが望ましい） 

③気づきや⽰唆が⼀定程度⽰され
ているか 

本報告の意味について投稿者から読者へのメッセージがある程度⽰され
ているか。 

④記述に論理的な⽭盾がなく、事
務系職員や教員が読みやすいもの
になっているか 

⽂章の上⼿い、下⼿ではなく、話の流れがあり、平易で簡潔な⾔葉で⼗分
に説明がなされているか。 
（⽂中に⽂献、資料、web サイトを掲出した場合）出所を明らかにしてい
るか。 

※ただし、砕けた表現については、査読者や編集委員会は修正提案を⾏うことはできる（修正は推奨されるが、
従う必要まではない。） 
※この観点ごとに査読者は以下の４段階での判定を⾏う。 
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判定 判定を⽰す記述 
４ ⼗分である 
３ 概ね⼗分である 
２ 不⼗分な点がある 
１ 不⼗分な点が多い 

 

［論説］ 
内容：この情報誌における論説とは、単なる事例の紹介に留まらず⼀定程度の新たな知⾒の整理を⾏ったもので

あり、明確な結論の提⽰には⾄らなくともよい。複数の⽂献の精読や、調査・分析などから我が国の⼤学評価
や IR の発展に資する知⾒の整理を⾏い、読者に明確に伝えていればよい。ただし、経験の短い者に対する⼀定
程度の配慮は必要である。⼀般の学術論⽂であれば、研究者であれば理解しうる内容で⼗分であるが、本誌の
場合、主たる読者層を学術研究者としていないためである。分量的には Letter 程度（いわゆるフルペーパーで
はない規模、8P〜12P 程度）を想定している。 

⼤学評価や IR に関して新たに得た学術的知⾒をまとめ考察した論⽂である必要や⼀般的概念を確⽴した独
創的研究である必要はなく、むしろそれらは、学術研究を主⽬的とした団体の学術誌への投稿を勧める。（評価
や IR の分野で反証可能性を確保した論⽂を書くことは簡単ではないと考えられる。事例報告が現場ベースの
主観的な整理だとすれば、こちらは⼀定程度の客観的に評価や IR の活動を捉えたものと考えていただきたい。） 

構成と要素：⼀般的な論⽂の書き⽅に準じるが、投稿者や査読者のこれまでの経験によって作法が若⼲異なるた
め、編集委員会を含め、若⼲の構造の揺れについては、指摘は⾏うものの推奨のレベルとし、原稿の採択・不
採択には反映させない。⼀般には、「１．はじめに」として、当該論⽂の⽬的を明らかにする章があり、論⽂の
位置づけなどをある程度の⽂献のレビューをもとに⾏うが、⽂献レビューは別の章に移すことも可能である。
次に「２．⼿法」などが⼊る。どのようにして当該論⽂の⽬的を達成するのか、ということを記述する部分で
ある。⽤いるデータや情報、⼿法などについて記述する。「３．結果」および「４．考察（議論）」では、データ
や情報の分析結果や分かったことを⽰し、その上で、当該論⽂の⽬的に照らし、その意味を考察したり、論じ
たりする部分であり、知⾒を整理する部分である。結果と考察はまとめてもよいし、分離してもよい。「５．結
論（まとめ）」では、「１．はじめに」で提⽰した⽬的に対する結論を記述する部分である。冒頭で触れたよう
に、読者への⼗分な⽰唆があれば、明確な結論に⾄っていなくともよいが、１．〜５．の論理的な流れが⽭盾
なく明確である必要はある。 

査読の観点： 
①⽬的やテーマの設定は適切か：社会や学内情勢の分析が適切であり、⽂献などの引⽤が適切で当該論説の意

味が明確、かつ、客観的に記述してあるか。また、当該論説で明らかにしたいことが明確になっているか。 
②⼿法や素材が執筆⽬的の達成に対して⼗分か：選択した⼿法や⽤いているデータや情報が適切であるか。⼿

法の誤⽤や、⼀般に⽐して劣った⽅法などが採⽤されていないかどうか。また、データや情報が必要かつ⼗
分か。 

③考察や議論に論理的⼀貫性があり、執筆⽬的に沿って必要かつ⼗分に論が進められているか：本区分は短め
の「論⽂」であるため、この要素は不可⽋である。また、平易な表現を⽤いてわかりやすく執筆されている
かどうか。加えて、可能な範囲で、幅広い読者層に対する配慮がなされているかどうかを点検するが、初級
者までが⼗分に分かるような丁寧な説明は必要ない。必要に応じて、⽂献の引⽤などが適切に⾏われている
かどうかも点検する。 
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④読者に対して⼗分な⽰唆を⽰しているか：⽬的と整合的な⽰唆や結論であることはもちろんのこと、そこに
⾄る論旨が明確である必要がある。 

編集委員会での判断の観点：投稿規定に⽰されている様式に従っているか。報告中で使⽤している⽤語の統⼀など
がなされているか。読者、とくに概ね３年以上（中級者）事務系職員に対してもある程度分かりやすい記述に
なっているか、⽂中に掲出した⽂献、資料、web サイトについて出所を明らかにしているか等について、査読
者２名に加え、担当編集委員も点検します。 

語調：⼀般的な学術論⽂で⾒られるような「である調」で書くこと。 
その他：アカデミック寄り。「論説」では厳しい場合、「事例報告」または「その他」への変更を求める場合がある。

平易な⽂章での執筆を⼼がけることとし、⽤語の説明については、グロッサリーが未整備なので当⾯、ケース
バイケースの判断となる。 

 
○ 査読⽤ルーブリック [ 論説 ] 
査読の基準 査読の観点 

①⽬的やテーマの設定は適切か 社会や学内情勢の分析や適切であり、⽂献などの引⽤が適切で当該論⽂の
意味が明確に、かつ、客観的に記述してあるか。 
当該論⽂で明らかにしたいことが明確になっているか。 

②⼿法や素材が執筆⽬的の達成に
対して⼗分か 

選択した⼿法や⽤いているデータや情報が適切であるか。 
⼿法の誤⽤や、⼀般に⽐して劣った⽅法などが採⽤されていないかどう
か。 

③考察や議論に論理的⼀貫性があ
り、執筆⽬的に沿って必要かつ⼗
分に論が進められているか 

考察や議論に論理的⼀貫性があり、執筆⽬的に沿って必要かつ⼗分に論が
進められているか。 
平易な表現を⽤いてわかりやすく執筆されているかどうか。 
可能な範囲で、幅広い読者層に対する配慮がなされているかどうか（読者
層としては、初級者までが⼗分に分かるような丁寧な説明は必要ない。） 
必要に応じて、⽂献の引⽤などが適切に⾏われているか 

④読者に対して⼗分な⽰唆を⽰し
ているか 

読者に対して⼗分な⽰唆を⽰しているか 
⽬的と整合的な⽰唆や結論であるか。 
結論に⾄る論旨が明確であるか。 

 
※この観点ごとに査読者は以下の４段階での判定を⾏う。 

判定 判定を⽰す記述 
４ ⼗分である 
３ 概ね⼗分である 
２ 不⼗分な点がある 
１ 不⼗分な点が多い 

 

［その他］ 
・随時、ルーブリックおよび名称は編集委員会から指⽰する。 
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○ 査読区分の判定 
・ルーブリックの各要素の判定結果により以下のように掲載の可否について判定する。 
・2 名の査読者の判定が異なる場合であっても編集委員会が調整の上、査読区分を決定する。 

査読区分 査読結果 基準 
S 誤字・脱字等を修正の上、掲載してよい すべてが「４」であること。 
A 査読者の意⾒を踏まえ、修正の上掲載してよい 

（再査読なし） 
すべてが「３」以上の場合。 

B 査読者の意⾒を踏まえ、再提出願いたい 
（再査読あり） 

１つでも「２」以下があった場合。
ただし、再査読の場合、この区分と
なった場合は査読区分 F とする。 

F ⼤幅な修正が必要であり、⼀度、取り下げの上、
検討願いたい 

２カ所以上で「１」があった場合。 

 
＜段階判定のガイドライン＞  
・誤字・脱字については、軽微な場合には関係観点の判定を下げなくともよい（数カ所）。ある
程度（概ね 10 件以下）ある場合には関係観点の判定を１つ下げる要因になり得る。多い場合
は２つ下げる要因となる。 
・数値の誤記などについては、当該観点を「３」未満とする要因となる。 
・査読区分が申請通りでよいか、「１」に該当する要素が複数ないかどうかは、受付時に点検い
たします。 

 
４．編集プロセスの修正 
・⼀般投稿記事の編集プロセスは以下のように改める。 
①  編集⻑と副編集⻑と主担当編集者による事前審査（5 営業⽇）を⾏い、査読を実施するかど

うか、区分変更を要請するかどうかを判断する。受け付ける場合、速やかに査読者を決定す
る。 

② 主担当編集者が受付を⾏い、査読者に査読を依頼する。査読については、参考意⾒は廃⽌し、
意⾒に⼀本化する。 

＃査読者に「必ずしも対応は求めない」意⾒も記⼊可能、と伝達する。 
③ 査読者から査読結果が到着次第、主担当編集者は副担当編集者 2 名とともに「読みやすさチ

ェック」を⾏い、投稿者に査読区分を通知。（「読みやすさチェック」はメール本⽂に記述。対
応の有無について確認はしない。） 

＃⼤規模な改変や対応不備はリジェクト対象になることを明記。 
④ 投稿者から再提出原稿と対応表が到着次第、主担当編集者は副担当編集者 2 名とともに点検

を⾏う。（⼤規模改変や対応不備が発⽣していた場合、編集⻑・副編集⻑に連絡しリジェクト
等の対応を⾏う）。 

⑤ 受理の場合、編集委員会に諮る。掲載の可否について、かなり気になる点があれば意⾒を出し
てもらう（編集の可否は編集委員会に決定権がある）。微修正や字句の修正については、「読み
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やすさチェック」と重複がないようにしながら受理通知のメールに記⼊。 
 
５．その他 
・決定、公表後半年間は、旧区分において受け付ける。 
・本改正は、平成 30 年 3 ⽉ 2 ⽇⼤学評価コンソーシアム幹事会（拡⼤編集委員会）で審議し、

平成 30 年 3 ⽉ 28 ⽇に幹事会（メール審議）で了承された。 
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