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プレイベントにかかるアンケートのまとめ 

 

１．期待に沿うものだったかどうか。 

 多くの参加者の方が、米国 IR に関する理解が深まったと回答している一方で、内容が

多すぎる、説明のスピードが早すぎる、そして初学者に対しては難易度が高いといった指

摘もありました。また、米国 IR のより具体的な事例を望む声もありました。 

 会の進め方としては、質疑応答に時間をかけたことが評価されています。参加者を中心

とした会のあり方を今後も模索する必要があると考えられます。 

 

２．米国 IR の参考になるポイント又は日本への適応を考える上で検討すべきこと。 

 まず IR の組織化についての意見がありました。例えば、中央集権型か分散型かという

議論、集権分散型のあり方、経営と教学の二部門体制等が挙げられました。次に、IR を担

う人材についても、多くの意見がありました。例えば、日本特有のゼネラリスト養成の仕

組みの活かし方、教員と職員のどちらが担うのかという議論、働き方（大学への思い等）

等が挙げられています。また、大学経営陣に対する意見も散見されます。例えば、経営者

への IR マインドの育成、法人理事との関係、首脳陣と直結した組織化等があります。 

 こうした意見がある中で、多くの参加者の方が指摘していたのが、日本の文脈の重要性

です。米国から学ぶこと以上に、まず日本の文脈を抑えた上で、何を学ぶかを考える姿勢

が求められているのだと思います。米国の IR への理解が深まるほど、日本の文脈の重要

性を感じると思います。そのためにも、米国の IR の事例は一つの写し鏡として、やはり

重要なテーマであると考えます。 

 

３．今後の要望 

 今後のイベントについては、より具体的な取り組みを紹介する場を要望する声がありま

した。確かに、今回は「勉強会」という位置づけで、基本的なコンセプトを紹介すること

が目的でしたので、次のステップとして考えられるテーマです。日本への適応を考える上

では、今、自分たちが何をしているのか（できるのか）を明確にすることは、IR を議論す

る上で重要な作業ですので、今後のイベント企画の参考にさせてもらえればと思います。 

 

（佐藤［福岡大］） 



第 5 回大学評価担当者集会プレイベント（2011/09/15） 

ご協力ありがとうございました。 

アンケートのお願い 
 

本日は、大学評価コンソーシアム主催の第 5 回大学評価担当者集会プレイベントにご参加いただ

き、ありがとうございました。今後も、このような場を通じて、米国の IR および日本への適応可

能性に関する議論を継続的に行っていければと考えております。つきましては、本日のプレイベン

トついてのご意見を賜りたく、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

１．本プレイベントは、当初の期待に沿った内容になっていましたか。該当する番号に丸をつけて

ください。また、以下にその理由をお書きください。 

 

１  ２  ３  ４  ５ 

    

期待した内容   どちらかというと   どちらとも   どちらかというと   期待した内容 

ではなかった 期待した内容ではなかった  言えない   期待した内容だった   だった 

 

上記の選択理由 

 

 

 

 

 

 

２．米国の IR のどのような点が参考になる（もしくは参考にならない）と思いますか。また、日

本での IR の適応可能性を考える上で、今後検討すべきことがありましたら、お書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他、今後の IR に関するイベントの企画、または本プレイベントの運営等についてご意見・

ご要望がありましたら、お書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

＊以下は無記名でも結構です。 

ご所属（           ）  お名前（             ） 
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階

所
属

理由
米国IRの参考になるポイント又は日本
への適応を考える上で検討すべきこと

その他、IRに関するイベントへ
の要望

2

IRとは何か？全くIRを知らない人向けの内

容と思っていた。ある程度予備知識がない

と、説明のペースが早いので、ついていく

のが難しいと感じました。

プレゼンペースが少し早い感じ

がしました。

3
具体的な取り組みについての紹介が少な

く、十分理解できなかった。

EMの業務。Fitする学生を集めるは、受

験生への広報に大いに利用できるだろ

う。フローの「クラス配置」は越えなく

てはなならない大きなハードルがある。

プレテスト成績で上・下二クラスい分け

た場合、期末テストの成績では下の学生

が上の上に上がることはほとんどなく、

一律に並べるとプレテストに似た順位と

なる。これを上、下、別々に成績を付け

れば、よさそうなものであるが、一科目

の成績はまとめてつけなくてはならな

い。学内のコンセンサスが今でもできて

いない。

3
短時間で進むスピードが早く感じたので、

少し内容を理解できていない部分があった

米国IRの話を聞いていて、日本よりも

学生のことを深く考えていると感じまし

た。この点は日本も見直すべき点だと思

います。

3

全くイメージを持たずに参加したので、

「期待した内容」という意味では、どちら

ともいえないが、内容はとても参考になる

ものだった。

分散型か、集中型かという議論が参考に

なるのではないか。

進行が速いので、理解が追いつ

かなかった。

3
来年度以降も九州大学で開催し

てほしい。九州大学あっての大

学評価コンソーシアムである。

3
「ＩＲとは何か」について、より具体的な

内容を期待していた。

・もう少し講演時間に余裕が欲

しい。

・時間が短く早口で理解しにく

い。

3 私

今後自大学におけるＩＲのあり方を考える

上で、特に新しい発見はなかったが、自身

の現状理解が発表者の皆さんと大きくかけ

離れたものではないことが確認できた。

先行事例の成功例と失敗例が参考にな

る。日本でのあり方は”集権分散型”だと

考えている。学内でもだれもが自由にア

クセスし、現場での問題意識を基に分

析、提案できるようにデータを集約・共

有化する必要がある。

講演者に是非飲み物を。

4 国

IRについての知識をほとんど有していな

かったため、話している内容はわりとすん

なり理解できたが、情報量が多すぎて、

少々パンク気味である。

米とか日とかではなく、大学によって個

別の問題があり、それにタイルす現状、

役員の考え方もあり、一概になるorなら

ないとは言い難い。

プレイベントとはいいながら、

このような機会に出あえて良

かったです。ただ、知名度は低

い（というか、担当者にこのイ

ベントの情報は届いていなかっ

た）ので、今回や過去の記録を

データとしていつでも見えるよ

うにしてほしい。

4

海外の事例も交えて説明がなされたので、

理解しやすかったです。また、質疑に多く

の時間をかけていただいたので良かったで

す。

意思決定者（大学首脳陣）への

動機づけに向けた企画が実施さ

れると良いと思います。

4 公
IRという明確ないイメージがわかなかった

ものが鮮明になった（問題点も含めて）。

・大学経営部門と教学部門の二極型の

IR組織が日本型としてベターではない

か。

・その時の構成人材の専門性とIR組織

の学内プレゼンスが課題。

4 国
第一部（二題目）がとにかく早口でついて

いけなかった。時間の都合と思うが大変残

念。

米国でのIRが元々どのような目的で、

どのような歴史をもっているのかが分

かった。ＩＲ以外のことにも当てはまる

が、米国の仕組みの全体像を考慮せずに

良さそうに見える所だけを切り取って導

入することは、止めるべきである。

21世交流プラザが１と２がキャ

ンパス内にあり、歩き回ること

になったので、会場への案内を

しっかりしてほしい。
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段
階
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属

理由
米国IRの参考になるポイント又は日本
への適応を考える上で検討すべきこと

その他、IRに関するイベントへ
の要望

4
海外を含めたIRの現況を知ることができ、

また、日本での導入課題等をしることがで

きた。

4
日本の大学の差異を踏まえた上での米国の

状況のレポートであった。

米国の大学では、学長・学部長等の管理

者・リーダーは専門職のようなもので、

データを見る目、データの必要性の理解

度が高いと考えられる。その意味で米国

式の管理運営を前提としたIRは日本の

参考にはならないと思う。経営者とし
ての管理者がIR-mindを持つよう
にするにはどうすればよいのか？

IRのデータを活用する立場にあ

る管理者の話を聞く機会があれ

ばと思う。

4 私
今、組織と業務の改革をしている時なの

で、頭の整理に役立ちました。

私立では、理事改革が絡むと思います。

これができるかどうかで、個々の適応可

能性が決まるのかな。

担う職員の能力について、教員

と研究、IRの時間について話し

合える場所が欲しい。

4 私

ＩＲについて、始めて勉強する機会を得る

ことができ、大変役立った。今後大学で少

しずつではあると思うが、ＩＲを生かせる

ようにしていければと思った。

日本でＩＲを考える場合、今回紹介され

ていたような大学職員のあり方について

働き方とともに考えられればと思う。ひ

とまずは、米国のＩＲを参考にした場合

を考えてみて、あてはまらないところを

日本での行い方に変えられればと思っ

た。できるかどうかは本当にそれぞれ大

学次第であると思いました。

もう少し具体的な日本での事例

を知ることができればありがた

いです。

4 国
ＩＲ先進国である米国の現状がよくわかっ

た。

大学のあり方、働く人の考え方の違いを

個人的に大きく感じました。財政面等の

差し迫った理由により必要性を感じ、あ

る意味必然的に登場したＩＲの構想とい

うようにとらえましたが、データを使用

し、それを分析するという姿勢が日本は

米国に比べ弱く、なかなかＩＲへという

流れにはなりにくいかと思います。

4
ぼんやりとだが、「ＩＲ」について、実態

が見えたことと、少しではあるがにんしき

することができたこと。

4 ＩＲに関する現状の再認識。

すでに漠然とした共通認識があるかもし

れないが

・日本の大学に欠けているＩＲ的機能の

再確認（必要性の認識）

・米国のＩＲのどの部分を取り入れる

か？

・日本の大学の実状にあった取り入れ方

はどうすればよいか？

等の文脈で議論が進むと、各々の大学か

らの討論も出やすいのではないかと思

う。

4
ＩＲについての新たな知識が得られたの

で。

データを見て原因を考えて対応策を考え

るという視点。

4
今回が初めての参加であり、アメリカの事

例や日本との比較が新鮮で参考になった。

大学全体にＩＲに対する共通理解を得る

ためにはどうするべきか検討すべきと考

えます。

4
米国の実情や日本におけるＩＲの課題等、

いろいろと勉強になった。

大学の制度が日米に違いがありすぎるた

め、ＩＲの課題そのものが種類（？）が

違うようなイメージを受けました。もし

かすると国内でも「私立」と「国立」で

求めるものが違うのかもしれませんが、

大学間の情報共有が大切になるような気

がしました。

各大学において実施しているＩ

Ｒのデータ活用例や今後構築し

ようとしているデータベースの

公表等ができれば、他大学との

データ共有や今後のシステム構

築の参考になるのでないかと思

いました。
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階
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属

理由
米国IRの参考になるポイント又は日本
への適応を考える上で検討すべきこと

その他、IRに関するイベントへ
の要望

4

人材育成が米国ではOJTである点は、現

状の日本には参考にできないと思われ

る。ただし、評価のノウハウの知の体系

化が多かれ少なかれ役に立つかもしれな

い。

それぞれの話は有意義であった

が、時間が不足気味なのが残念

であった。

4 国
とても参考になる話ばかりでした。ただ

し。本学の理解がなかなか得られないた

め、活用までできないところが残念です。

データをながめるという話がありました

が、とても大切なことと思っています。

ただし、日本ではなかなか受け入れられ

ないのではないでしょうか。全国で受け

入れられる日が来ることを期待していま

す。

参加者で合意のもとデータ交換

などいかがでしょうか。

4 私
日本的なＩＲのあり方について、とても参

考になった。

・散在する情報をいかに統合できるのか

といったインフラの課題。

・ＩＲを必要とする組織の構築

手際のよい運営、誠にありがと

うございました。

4 私
自分自身が考えるＩＲの課題を改めて共有

できた。

個人的にはＩＲの目的はデータを活用

し、「政策提言」までもっていくことと

考えている。その視点からすると、アメ

リカのＩＲもまだうまくいっていないの

だと思う。日本のＩＲはそこまで到達で

きるよう進めていきたい。「データ収集

と分析」と具体的な自大学に即した「政

策立案」とは別問題のように考えてい

る。

今日のプレイベントの内容はレ

ベルが高いと思うので、あすの

午前中など、メインの中に組み

込んでも良かったと思った。

4 アメリカの実状が分かり良かったです。 人材育成と組織構成について

5 公
IRの内容、意義、必要性についてわかりや

すく説明されており、非常に有用であっ

た。

米国の実例については、あまり触れられ

ていなかったように思います

が・・・・。IR先進国の米国のIR活用

例（実例及び成果）について報告があれ

ばイメージしやすいのでは？

5 国
日本におけるＩＲについて、考えを自分な

りに整理することができたため。

大学首脳陣とＩＲの関係（日本が参考に

すべき点）

各大学の具体的なＩＲの取組事

例を共有する機会があるとうれ

しいです。

5 国

米国ＩＲの実例と日本への適用の問題点等

が少しではあるが見えた。今回のプレイベ

ントを参考にＩＲについて、理解を深めて

いきたい。

5 国
ＩＲとはなにかを考えるきっかけになっ

た。

5

専門職としての位置づけを高めるために

は、教員の身分がいいのか、職員の身分

がいいのか。授業を持つべきか否か。中

間職でも、どちらに比重を置くべきか。

5 私 思い悩む事項の整理がある程度できた。 大学ＴＯＰとの直結した組織化

5

米国を中心にＩＲの概念の整理と実例調査

の簡単な紹介がなされ、理解が深まりまし

た。できれば、フロアから、各大学の実状

の情報共有ができると有り難かったです

が、明日に期待します。

ＩＲに限らず、専門職がいることが大き

く、日本では人材を教員／職員のどちら

から確保し育成するのか難しいという印

象を持ちました。

今後公開されているデータや大

学間のデータ交換等、少しずつ

でも実例が生まれ、意見やノウ

ハウの交換ができるようになる

とよ（本イベントでそういうも

のが発表されていくとよい）と

思います。
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段
階

所
属

理由
米国IRの参考になるポイント又は日本
への適応を考える上で検討すべきこと

その他、IRに関するイベントへ
の要望

5 私
ＩＲについて様々な情報を得ることができ

たため（個人研究での参加のため、期待は

大きいのですが満足です）

「組織的な活動を行える体制作り」が参

考になる。大学によって、その活動方

法、活動の可能性は異なるため。

ワークショップなど・・・地方

の大学から要請があれば来てい

ただけるような・・・全国的な

企画があれば嬉しいです。（日

常、欲しいデータを提供してく

れるセクションや人材が乏しい

環境にいるため・・・学内にＩ

Ｒに対する関心広げる目的を

持っているため）。今後ともど

うぞよろしくお願いいたしま

す。

5 国
ＩＲとは、いろんな形があるのが分かっ

て、ＩＲマインドはいい言葉かと思いまし

た。

日本の特に定員管理された国立大学にお

いては、出だしの部分が異なるため、参

考にならない部分があるかと思いまし

た。

5 国
質問に丁寧に答えてくれたのはよかったで

す。少しでも深く理解できました。

学長を社長と考えるなら、社長にＩＲの

必要性を説く。例えば、国大協で何度で

も説明する機会を設けることが必要だと

思われます。

今日の運営スタッフの皆様、ご

苦労様でした。こういう機会を

設けていただいたこと感謝いた

します。

5
米国との比較、またそれぞれの立場の方の

ご意見が聞け、参考になった。

大学の生き残りのために、どうすべき

か、という点で方向性が確立している

点。国立大学においても、その目線は必

要だし、ＩＲのミッション確立にも大

切。

IRの定義もバラバラで、まだま

だ土壌確立の段階なので、今後

もいろいろと勉強させていただ

きたいので、各種イベント楽し

みにしております。

5
参加前にいくつかのレポートを読むなど準

備していたが、講演を拝聴し、新たなキー

ワードをいくつも手に入れた印象。

本田氏、柳浦氏の問題意識は非常に勉強

になる。

5 国
特に後半の統合討論で突っ込んだ議論を聴

けたのが良かった。

米国と日本の大学文化の違いを踏まえた

適応可能性を考えるべきである。例え

ば、

・日本では、大学設置時点で国による規

制が強く、それに従っていればある程度

の質は保たれる。その前提でのＩＲの必

要性をどう定義するかを考える必要があ

ると感じる。

・日本の大学では職員をゼネラリストと

して育成する傾向にある。これは専門家

が育ちにくいというデメリットはある

が、一方で大学全体を把握している職員

が多いというメリットがある。このこと

をＩＲに活かす可能性を考える必要性が

あると感じる。
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