
平成 22年 6月 29日 
 

大学評価を担当されている教職員の皆様 
 

「大学評価担当者集会 2010」開催等に関するご案内について 
 
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
 
 標記「大学評価担当者集会」は、平成 19 年の第 1 回から、今年度で 4 回目となりますが、おか

げさまで回を重ねるごとに多数の評価担当の教職員の方々にご参加いただいております。昨年

（2009年 9月開催）は、64の大学等機関から 150名の教職員の方々にご参加をいただきました。 
 この度、今年度も引き続き、「大学評価担当者集会」を、開催テーマを「大学評価の未来を考える」

として、開催させていただくこととなりました。 

今年度は、基調講演・全体シンポジウムに加えて、プレ・イベント、ポスターセッション、分科

会、大学評価コンソーシアムの活動状況の報告を行う予定ですので、下記の4種類のご案内を送付

させていただきます。 

大学評価、ＩＲ等に関心のある教職員の皆様の参加を心よりお待ちしております。 
なお、ご案内に関するご質問・ご不明な点等がございましたら、お手数ですが、下記のお問い合

わせ先まで御連絡ください。 

 
記 

 
【ご案内一覧】 
（1）大学評価担当者集会 2010「大学評価の未来を考える」開催のご案内 
（2）大学評価担当者集会 2010「プレ・イベント」開催のご案内 
（3）「大学評価コンソーシアム」のご案内 
（4）大学評価コンソーシアム「総会」開催のご案内 

 
 

【お問い合わせ先】 
大学評価コンソーシアム事務局 
（九州大学大学評価情報室内） 

メール：office@j-cache.org 
ウェブ：http://www.j-cache.org/ 

電話：092－642－2279 
FAX：092－642－7309 

 



ご案内（1） 

 

平成 22 年 6 月 29 日 
 
大学評価を担当されている教職員の皆様 

 
大学評価コンソーシアム主催 

大学評価担当者集会2010「大学評価の未来を考える」開催のご案内 

 
１．開催の趣旨 

現在、多くの大学で大学評価を一通りご経験されたところですが、大学評価を「内部質保証シ

ステム」として実効的に機能させるには、なお多くの課題が残されています。これらの課題に取

り組む際には、大学の枠を超えた自由な情報交換と相互連携を進め、大学評価等に関する知識・

手法を共有することが役立ちます。 
この見地から、今年度も引き続き、大学評価担当者集会（以下、「担当者集会」）を開催させて

いただくこととなりました（なお、昨年度は、64 の大学等機関（私立 13 校、公立 10 校、国立

38校、他 3機関）から 150名にご参加いただきました。）。 
今年度の担当者集会は、全体の開催テーマを「大学評価の未来を考える」として、次期の大学

評価に向けて、参加者間での課題の共有と解決の方策を探りたいと考えています。 
また、参加者全体を対象とする基調講演・全体シンポジウムに加えて、個別の関心分野に応じ

る観点から、ポスターセッションと「分科会」を開催します。さらに、大学評価コンソーシアム

の活動状況の報告も行う予定です。 
評価担当者間の情報交換を通じて、評価の改善のヒントを持ち帰る貴重な機会になると思いま

す。大学評価、ＩＲ活動などの現場で悩みを抱えている皆様、ふるってご参加くださいますよう

お願い申し上げます。また、お知り合いの大学の評価担当者の方々にもお誘い合わせいただける

と幸いです。 
 
◆日時：平成 22年 8月 27日（金）13:00～18:00 

 
◆場所：九州大学箱崎キャンパス 
     http://www.kyushu-u.ac.jp/access/map/hakozaki/hakozaki.html（参照地図） 

 

 ◆集会参加費：無料 



◆全体プログラム 
 10：30～     受付開始 
            場所：旧工学部本館（参考地図の 2）3階第 1会議室前 
 
 11：00～12：30 ポスターセッション 

場所：理系地区 21世紀交流プラザⅠ（参考地図の 34）1階会議室（予定） 
 

13：00～    「大学評価担当者集会 2010」開催 
             場所：旧工学部本館（参考地図の 2）3階第 1会議室 

13：00～13：10 開会の挨拶 
13：10～14：10 開催テーマ「大学評価の未来を考える」に関する基調講演 

       講演者 天野 郁夫氏（東京大学名誉教授） 
 

14：10～14：20 分科会への移動（10分） 
14：20～16：20 分科会の開催 
           場所等：下記参照。 

 テーマ及び実施内容 開催場所 

第

1

分

科

会 

テーマ：『大学情報の収集と活用－効果的・効率的方法とは？－』 

� これから評価を担当する初心者から、評価担当者で情報収集に関心

のある方から、これまでに評価を担当し、情報収集に関わっている

経験者など、広く大学情報の収集活用に関心のある方々を対象とし

ます。 

� テーマに関して実務的・実践的な内容になるように進めていきま

す。特に、手元にあるリソースを使って何ができるのか、日常的な

工夫で出来ることは何か、大学を超えた担当者同士でアイディアの

共有、といった論点について議論します。 

� 申し込み人数に応じて、会の形態を決める予定です。 

旧工学部本

館（参考地図

の2）2階第

4講義室 

第

2

分

科

会 

テーマ：『日本の大学評価とIR 』 

・大学評価とIR活動の関わりに興味を持っている方を対象とします。 

・評価担当者の行うデータ収集・分析・提供が、自己評価書作成だ 

けを目的とするのではなく、広く大学の運営や改善に影響を与える 

可能性を議論します。 

・２つの報告とその後のパネルディスカッションをとおして、大学 

評価を行っていく上でのIR機能の意味と役割について検討します。 

旧工学部本

館（参考地図

の2）3階第

10講義室 

第

3

分

テーマ：『計画と評価の連携－その仕組みと日常的な工夫について』 

・評価を計画・改善に活かす方策について、実際に取り組んでいる、

また、関心のある実務担当者を対象とします。 

理系地区 21

世紀交流プ

ラザⅠ（参考



科

会 

・参加者の皆様が元気に評価の仕事に取り組めるよう、評価を計画・

改善につなげる取組・工夫を共有して、自校にアイディアを持ち帰っ

ていただくことを獲得目標にします。 

・テーマに関する事例報告を題材に、少人数のグループで自らの取組、

工夫、アイディアについて話し合った後、全体で意見交換を行います。 

・ワークショップ形式のため、30名程度を参加者の上限とします。希

望者多数の場合は、申込順および所属機関などを勘案して参加者を絞

らせていただきます。 

地図の 34） 

2階Ａ講義

室 

第

4

分

科

会 

テーマ：『はじめて評価の仕事に携わる方々のために』 

・評価関連の部署や委員会に加わったものの、まだ実際に評価書を書

いたり根拠資料を集めたりという経験がない、あるいはほとんどない

方々を対象に、入門的研修をワークショップ形式で実施します。 

・短い時間ですので、細かな面での技術の習得よりも、評価に対する

姿勢や評価作業の勘所を《体感》していただくことを獲得目標にしま

す。 

・評価作業の未経験者や経験の浅い方々、25名程度を参加者の上限と

します。希望者多数の場合は、申込順および所属機関などを勘案して

参加者を絞らせていただきます。 

理系地区 21

世紀交流プ

ラザⅠ（参考

地図の 34） 

2階Ｂ講義

室 

16：20～16：30 移動（10分） 
 

16：30～17：40 全体シンポジウム 
趣旨：全参加者を対象として、基調講演および４つの分科会の問題意

識を共有し、「大学評価の未来」を探ることを目的とします。 
              場所：旧工学部本館（参考地図の 2）3階第 1会議室 

17：40～17：50 閉会の挨拶 
17：50～18：00 大学評価コンソーシアム「総会」 

 
  18：00～19：30 懇親会 

参加費：4千円程度 
            場所：創立 50周年記念講堂（参考地図の 31）1階 中央食堂 
 
 
２．参加の申し込みについて 
（1）担当者集会について 

参加を希望される方は、8月 6日（金）17時までに、「大学評価コンソーシアム」のWebペ

ージ（http://www.j-cache.org/）掲載の申込みフォームによりお申し込みください。 
   なお、担当者集会での議論を実りあるものとするため、後日（7月下旬）、参加申込者全員を



対象に「事前アンケート」を実施します。アンケートでは、参加分科会への要望も伺う予定に

しております。また、アンケートの結果は、担当者集会等の場でフィードバックさせていただ

きますので、御協力よろしくお願いいたします。 
期限を過ぎた場合でも集会への参加は可能ですが、上記のとおり、事前アンケートを実施し

ます関係上、期限までにご連絡いただけると幸いです。 
 
（2）ポスターセッションについて 
   ◆参加資格 ：制限はございません。また、個人単位・大学単位を問いません（なお、スペ

ースの都合により、ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承くだ

さい。）。 
◆開催場所 ：九州大学箱崎キャンパス 

理系地区 21世紀交流プラザⅠ（参考地図の 34）1階会議室（予定） 
◆発表時間 ：11：00～12：30（特に昼食時間は設けません。） 
◆発表テーマ：大学評価に関する事例・研究報告であれば、制限はございません。 
◆発表区画 ：縦 200センチ×横 100センチ以内（なお、会場の都合により変更する場合が

あります。変更がある場合は、申込者の方に事前に連絡しますので、予めご

了承ください。） 
◆ポスターの掲示等：発表責任者は、開始時刻までに受付の上、会場内の指定の場所でポス

ターを掲示してください。 
・発表時間内は会場にて説明を行い、やむを得ず不在となる場合は不在時間を

掲示してください。 
・ポスターは、懇親会の開始前（18：00前）に撤去してください（撤去がなさ

れていない場合は、当方にて撤去・廃棄いたしますので、予めご了承くださ

い。） 
◆申し込み：参加を希望される方は、8 月 6 日（金）17 時までに、「大学評価コンソーシア

ム」のWebページ（http://www.j-cache.org/）掲載の申込みフォームによりお

申し込みください。 
 

参加者相互の情報・意見交換の貴重な機会となると思います。ふるってご参加ください。 
 
 

【お問い合わせ先】 
大学評価コンソーシアム事務局 
（九州大学大学評価情報室内） 

メール：office@j-cache.org 
ウェブ：http://www.j-cache.org/ 

電話：092－642－2279 
FAX：092－642－7309



ご案内（2） 

 

平成 22 年 6 月 29 日 
 
大学評価を担当されている教職員の皆様 

 

大学評価担当者集会 2010「プレ・イベント」開催のご案内 
 
１．開催の趣旨 
  今年度の「大学評価担当者集会 2010」では、参加者の皆様からのご要望を踏まえまして、

担当者集会前日から福岡に来られている方々を対象として、大学評価に関する勉強会を「プ

レ・イベント」として開催させていただきます。 
  本「プレ・イベント」では、翌日の担当者集会よりも対象分野を絞った上で、現在、大学

評価や高等教育の分野で話題となっている２つのテーマに関して、より専門的な見地からの

事例報告や意見交換を行う予定です。 
評価の専門家同士の交流を通じて、知見を深める貴重な機会と思いますので、ふるってご

参加下さい。 
 
２．概要 
◆日時：平成 22年 8月 26日（木）15:00～17:00 
 
◆場所：九州大学箱崎キャンパス 

 理系地区 21世紀交流プラザⅠ（参考地図の 34）2階A・B講義室 
http://www.kyushu-u.ac.jp/access/map/hakozaki/hakozaki.html 

 
◆プログラム 
  14：30～     開場・受付開始 
  15：00～17：00 プレ・イベント開催 

注：下記の 2つのテーマのセッションを、同時開催します。 
テーマ及び実施内容 

第1テーマ：『大学情報の収集と活用－未来の大学評価における大学情報の在り方－』 

� 参加者から事例報告やベンダーからの提案プレゼンを行い、ラウンドテーブル形式で

自由に議論を行います。 

� テーマに関する話題に関心のある方を対象としますが、内容は大学情報の収集や活用

の経験者を前提としています。 

� 大学基準協会が示した「内部質保証システム」との関わりや、大学評価・学位授与機

構の大学情報データベースへの対応、また、評価業務を超えた質の高いデータ分析へ



の期待と、改善へのコミット、および、人材育成や技術共有の模索など、より深い内

容の論点で議論を進めていきます。 

第2テーマ：『IR機能の大学における具体化 ―大学評価を軸に―』 

・具体的な事例を通してIRにおけるレポート機能の具体化について検討します。 

・事前に課題を出し、当日はその課題についてグループディスカッションを行います。 

・執行部や部局長に対し、大学評価を通じて大学の抱える課題を意識し、それについて

意思決定してもらえるようなレポート機能のあり方を議論することで、大学における IR

と戦略策定や意思決定のつながりを考えます。 

 
３．参加申込み 

プレ・イベントへの参加を希望される方は、8 月 6 日（金）17 時までに、「大学評価コンソ

ーシアム」の Web ページ（http://www.j-cache.org）掲載の申込みフォームによりお申し込み

ください。 
    

【お問い合わせ先】 
大学評価コンソーシアム事務局 
（九州大学大学評価情報室内） 

メール：office@j-cache.org 
ウェブ：http://www.j-cache.org/ 

電話：092－642－2279 
FAX：092－642－7309 

 



ご案内（3） 

 

平成 22 年 6 月 29 日 
 
大学評価を担当されている教職員の皆様 
 

「大学評価コンソーシアム」のご案内 

 

１．「大学評価コンソーシアム」の趣旨・概要について 

（1）趣旨 

現在、大学評価は、多くの大学で一巡を経験

されているところです。ただ、依然として、さ

まざまな課題があり、これらの大学評価に関す

る課題に個々の大学・評価担当者だけ対応する

ことは困難です。 

この観点から、九州大学大学評価情報室など

が中心となって、大学間の連携・協力を通じて

の課題の解決を目的として、より恒常的・日常

的な連携・協力の枠組みである「大学評価コン

ソーシアム」を立ち上げております（コンソー

シアムのイメージは、右図のとおりです。）。 

 

（2）「大学評価コンソーシアム」の概要 

コンソーシアムは、恒常的で、緩やかなネ

ットワーク組織です（実施体制は、右図をご

参照ください。）。 

  また、コンソーシアムの運営に当たっては、    

以下の点に留意しています。 

①参加資格は、国公私立の別、担当業務・

専門分野などの制限はありません。 

②参加者の単位は、大学組織・個人単位の

参加とも可能です。 

③運営に当たっては、参加者の方々に配慮

し、メール等を活用して、事務負担を極

力少なくするとともに、参加者の自主

性・自律性を尊重します。 

④会費は徴収しません。 

 

（参考）大学評価コンソーシアム実施体制

大学評価コンソーシアム総会（年1回）

構成：全コンソーシアム参加者
担当：事業計画・報告の承認、幹事の選任

大学評価コンソーシアム幹事会（年数回）

構成：幹事（10校（名）程度）

担当：事業の企画・調整、事業計画の作成

大学評価コンソーシアム事務局

構成：九州大学大学評価情報室

担当：事務全般

大学評価担当者集会（年1回）
構成：コンソーシアムの全参加者

及び大学評価・ＩＲに関心のある大学教職員等

大
学

評
価

コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
（恒

常
的

な
ネ

ッ
トワ

ー
ク

組
織

）

開
催

他
大

学
教

職
員

等

参加
呼びかけ

（参考）大学評価コンソーシアムのイメージ

大学評価担当者
集会（年1回）

大学評価担当者集会
（年1回）

（大学評価コンソーシアム「総

会」と同時期に開催。）

大学評価コンソーシアム

（恒常的なネットワーク組織）
各大学の評価担当者

年1回参加

日常的な連携・協力

日
常

的
な

連
携

・
協

力

参加

各大学の評価担当者

参加

個別に活動

各大学の評価担当者

個別に活動

年

1回
参

加

各大学の評価担当者



現在、コンソーシアムでは、認証評価や法人評価の次回の受審に備え、課題の共有と意見

交換等の活動を開始しているところです。活動の具体的な内容につきましては、「大学評価コ

ンソーシアム」のWebページ（http://www.j-cache.org）をご参照ください。 

 

 

（3）コンソーシアムへの参加のご案内 

コンソーシアムにご興味・ご関心のある方は、お手数ですが、下記の事務担当者までお

問い合わせください。詳細なご案内をさせていただきます。 

また、加入を希望される方は、「大学評価コンソーシアム」の Web ページ

（http://www.j-cache.org）掲載の申込みフォームにご記入の上、メールもしくは FAX にて、

下記の連絡先までお申し込みください。 
 

その他ご不明な点などございましたら、お手数ですが下記連絡先まで御連絡いただけると幸

いです。多くの方々の参加をお待ちしております。 

 

 

【お問い合わせ先】 
大学評価コンソーシアム事務局 
（九州大学大学評価情報室内） 

メール：office@j-cache.org 
ウェブ：http://www.j-cache.org/ 

電話：092－642－2279 
FAX：092－642－7309 



ご案内（4） 

 
平成 22 年 6 月 29 日 

 
「大学評価コンソーシアム」に加入されている教職員の皆様 

 
大学評価コンソーシアム「総会」開催のご案内 

 
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
日頃より、大学評価コンソーシアムにご支援、ご協力いただき、まことにありがとうございます。 
 この度、下記により、大学評価コンソーシアム「総会」を開催させていただきますので、ご参加

くださいますようよろしくお願い申し上げます。 
 
 
◆日時：平成 22年 8月 27日（金）17：50～18：00 
    （大学評価担当者集会 2010の閉会後、引き続き。） 

 
◆場所：九州大学箱崎キャンパス 
      旧工学部本館（参考地図の 2）3階第 1会議室 

http://www.kyushu-u.ac.jp/access/map/hakozaki/hakozaki.html 

 
 ◆議題：役員の選任、活動方針 等 
 
 

【お問い合わせ先】 
大学評価コンソーシアム事務局 
（九州大学大学評価情報室内） 

メール：office@j-cache.org 
ウェブ：http://www.j-cache.org/ 

電話：092－642－2279 
FAX：092－642－7309 

 
 


