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分科会Ⅰのアンケートのまとめ 

 

１．議論できたこと、できなかったこと 

 まず議論できたことについては、非常に多様な意見がありました。それぞれの参加者が

受け取ったこと、感じたことが非常に多様であることを示していると思います。今回のよ

うなワークショップの成果としては、非常に評価できると考えます。具体的なものとして

は、次のようなことが挙げられています；データ収集の難しさ、その難しさの理由、解決

に向けては中々動けないこと、所属大学間の違い、IR に関するお互いの認識。 

一方で、議論できなかったこととしては、具体的な事例の共有が指摘されます。内部質

保証まで議論する時間がなかったこととも関係すると思いますが、実際に課題解決に向け

て何をしているのかという実践の共有、そして望ましい実践のあり方については議論がで

きなかったという意見が多かったです。 

 

２．次回議論すべきこと 

 この点については、上述の議論できなかったことがそのまま当てはまる意見で占められ

ていました。すなわち、お互いの実践の共有です。より具体的な課題の解決に向けて、何

をすべきか、どの大学でも苦労していると思いますが、この点を次回の議論のポイントと

にできると思います。 

 また、会の進め方とも関係しますが、全体共有の仕掛けを作ることも重要だと考えます。 

 

３．今後の要望 

 今後は、ワークショップ形式で行くかどうかまだ未定ですが、ワークショップのやり方

や時間配分についてご意見をいただきました。これらを参考に、次回の企画を立ち上げた

いと考えます。 

 

（佐藤 仁） 

 



第 5 回大学評価担当者集会分科会Ⅰ「評価と IR」（2011/09/16） 

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、ご参加していただき、ありがとうございました。本分科会は、次年度も継続的に「評価

と IR」を検討していくことを企図しております。つきまして、本日の分科会及び今後の議論につい

てのご意見をいただければと思います。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

１．今回の分科会において、十分に議論できたこと、もしくはできなかったことがあれば、お書き

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．今回の分科会を踏まえて、次回ではどんなことを議論すべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他、「評価と IR」について、また分科会の運営等についてご意見がございましたら、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（           ） 



所
属

議論できたこと/できなかったこと 次回の議論への希望・要望 その他、ご意見等

定量化できないデータについて議論できま

した。

各大学でデータの分析項目も違ってくると

思いますが、共通のものがあると思います

ので、その辺りを参考までに聞きたいで

す。

実際に考えていることは、他大学でもほぼ

同様であるということは分かった。今回、

テーマがＩＲで少々アカデミックな議論に

なりがちであったが、次はより実務的な内

容にできればと思います。

ＩＲの実現（実質化）について必要なこ

と。

データ収集の困難さがよくわかった。各グ

ループのポスターを参考に今後に活かした

い。

公

各大学でIRに関し、情報収集の困難さやそ

の原因について、理由の共有ができた。

又、解決策に関し、各大学で理想（？）は

持っているが、実際の行動に着手できない

ことも理解できた。

もし（アメリカも含め）どこかで、成功事

例があれば、その事例を共有してみたい。

又、ないのであれば、どこかでＩＲについ

て挑戦した例があれば情報をいただきた

い。

私

ＩＲ、教育情報、エンロールマネジメント

等、キーワードの意味と課題が見えたよう

に思います。そして、何よりもデータを情

報にする「魂」が教員職員に必要で、ＰＤ

ＣＡのエンジンになると確信できたこと、

また最初はベタで属人的ではあるが各部署

との良い関係性をまずは作って、継続的な

システムにしていくことがよかろうと思い

ました。

この集まりには、初めて参加しまし

たが、ＩＲはあくまで「支援」する

我々の役割というスタンスが感じら

れ、策意的に大学を動かすことを倫

理的によけようとしているの感じ

て、すがすがしかったです。又きま

す。よろしくお願いします。

いくつかの課題認識の共有はできたわけだ

が、それに対する対応策の実例が次にない

と、学内での展開のとっかかりになりにく

い。そのてんで、グループ内でも他大学の

事例を少しは聞けたが。典型的な課題につ

いては、優良事例を今後普及するのが望ま

しいと思います。

国

与えられたテーマに関して、現状生じてい

る課題、及び課題解決のための基本的な方

向性についてはかなり議論できたが、その

方向性を具体化するための方策については

あまり議論が進まなかったように思う。

現状生じている課題に関する議論は、様々

なところでかなり進んでいると思うので、

今後は、それを解決するための具体的な方

策に関わる議論にシフトすればよいのでは

ないかと思う。

データ収集の課題についてはかなり具体的

なところまで議論できたが、解決策につい

て、もっといろいろアイデアを出す時間が

あればと少し残念だった。しかし、他大学

の状況など多くの情報が得られてよかった

と思う。

・データの収集における課題及び解決策に

ついて

今回のディスカッションおよびポスター

セッションを通じて、多くの大学でデータ

の所在が分からない、データの定義が明確

化されていないといった課題を抱えている

ことが分かった。過ぎに解決策を見つける

のは難しいが、データの一元化や定義の明

確化といった目標を持っていることは理解

できた。

今回議論したことを受け、具体的な解決の

道筋を議論できればよいのではないかと考

えている。
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議論できたこと/できなかったこと 次回の議論への希望・要望 その他、ご意見等

私

国立大学3名、私立3名のグループでした。

両者の置かれた環境があまりにも異なるこ

とを感じました。国立の場合、法人評価後

も国による予算配分に大差はなかったとの

こと。経営を学生による授業料に依存する

私立は、食うか食われるか戦々恐々とした

環境。その感覚の差を知れたのは良かっ

た。

情報の公開によるその結果について

どのような影響が出てきたかを知り

たい。特に生き残りに必死な私学に

とって、入学者への影響はあったの

か（議論というより、知りたいこと

ですね。スミマセン。）

私

問１、問２について、実際に直前した課題

を素材にしながら議論しました。問３につ

いては議論ができなかったが、問１、問2
の課題を解決していくなかで、マネジメン

トサイクルがうまく回っていくのではない

かという意見交換ができました。

問２について、全体会の意見交換が十分に

図れなかったと思います。解決に向けての

まとめについて、参加者で考える時間をも

う少しとってもよいかもしれません。ま

た、ファシリテーターや司会の方から各グ

ループの議論の内容の報告をすると、全体

の議論状況の把握が促されたかもしれませ

ん。ポスターセッションで十分できたとは

考えておりますが、その上でという意見で

す。

グループ人数が少ないと作業負担が

大きくなるかもしれません。ポス

ター作成に少し苦慮いたしました。

国

データ収集の難しさ、その解決策をグルー

プで議論でき、各大学で抱える悩みは、国

公私で共通するものだということ分かっ

た。

データの活用やいかに改善に結び付けてい

くか、議論する必要があると思います。

教育情報の公表は重要であるが、Ｉ

Ｒの役割としてはそこだけに限定さ

れるものではないと思います。もう

少し幅広くテーマを設定できても良

かったと思います。

具体的な解決策まで議論ができなかったの

で、今回でた意見を具体化していく方向で

あれば継続性があるのではないでしょう

か。

よく似たメンバーでグループを作る

という方法は良かったと思います。

その上で、各グループの意見の共通

点、異なっている点を知ることがで

きたのが参考になりました。

教員の業績データベースや資料収集におけ

る問題点について、各大学の課題を共有

し、解決策を議論できたことは大変有益

だった。ポスターセッションの際、すべて

の班を回ることができなかったため、後日

のまとめをいただけるので嬉しい。

ＩＲシステムのＩＲ担当部署について、実

際に業務を行っている大学のシステムや望

ましい体制について考えたい。

ポスターセッションの時間がもう少

し長くてもよいと思いました。解説

担当で全て回ることができなかった

ため。

これまでやってきたデータ収集から評価、

改善の流れとＩＲの違いについて、漠然と

ではあるが、分かったように思います。内

部質保証システムについて議論できなかっ

た（時間が足りない）ことが残念。

グループ討議で参加者の意見を聞け

たことが参考になった。

来年度以降も九州大学で開催してほ

しい

公

情報公開にしても大学の質保障にしても

「何のためにやるのか」といった明確な方

針を立てることが重要であること、言いか

えれば学長のリーダーシップによりガバナ

ンスを発揮することが重要であることが分

かった。そして、国立、公立、私立を問わ

ず、そのことが大学という組織では不十分

であることも共通理解できた。

評価結果を効果的に活用するにはどうすれ

ばよいか

他大学の執行部もＩＲ室を作りさえすれば

必要なグラフがすぐに入手できるという幻

想を持っていることが分かった。

執行部も参加させよう。ＩＲで何が可能か

ではなくて、基本データの収集がどれだけ

難しいかを学習させる。

今回議論できなかった事項として、情報を

収集する側と収集される側とに温度差があ

り、情報を収集される側から信頼を得る

（協力的になってもらう）ためには、どの

ような方法が有効か、議論を行ってみた

かった。

ＩＲの課題解決に向けた各大学の具体的取

り組みや実際に起きた問題点等の様々な情

報の共有と大学間の連携を強化するための

ディスカッション

今回参加させていただいて非常に有

意義でした。運営に携わった方に感

謝します。ありがとうございまし

た。
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所
属

議論できたこと/できなかったこと 次回の議論への希望・要望 その他、ご意見等

私大の話も聞けて興味深かったが、いろい

ろ事情が違うので日々の業務には直接活か

せない。国立大と私立大を分けて議論して

みるのもいいのでは？と思った。

理論より評価業務の改善や活かし方につい

て

データ収集の際の問題点

→どの大学も私立、国立関わらず同じよう

なものが挙がった。

解決策へ向けた取り組み（まだ実現されて

いないものでもあっても）

→それを実践するための具体的体制につい

て

議題Ａ、問1・問2（の途中）までの議論で

した。問３は時間が足りなくて議論できま

せんでした。

議論の題目をしぼった方がよいのでは？ 時間配分が難しかった。

国

ＩＲとは何か、他大学の方がどのように考

えているのか、あるいは自分の認識するＩ

Ｒが正しいか、という総論的な話をした

かったです。データ収集という所に焦点が

絞られていたので、話したいこと聞きたい

ことが一致しなかった。

今回のような特定の議題を取り上げること

と、総論をしっかり論じることの両方が必

要だと思う。そのような意味で昨日のプレ

イベントは私にとって非常に良かったで

す。今日だけ参加していたとしたら私には

あまり充実感がなかったと思う。

大変なご苦労をされていることと思

いますが、ぜひ続けていただきたい

と思います。

・目的の共有化

・ＩＲの役割は深くは議論できなかった。

各大学とも、抱える問題や課題の共有化は

できていると思うので、実際の助法の分

析、活用方法という始動に向けての話し合

いがしたい。

全体討論の時間が短かったので、ま

とめと今後の方向性の確認がした

かった。

国

他大学の方と議論しながら、ＩＲを深めて

いくことは良かった。

議論できたこと：ＩＲの問題点のあぶりだ

し。

できなかったこと：上記の解決策

今回の分科会で問題点となったことへの解

決策。他大学での解決策（1年後の対応状

況）をお聞きしたい。

このような会を設けていただいてあ

りがとうございました。次回もよろ

しくお願いします。

私

教育情報の公表に特化ししたおかげで、

データ収集にかかる課題とその解決方法に

ついて、体系的に整理して議論できた。

トップのリーダーシップの発揮について

は、効果的な解決策は見いだせなかった

が、データ収集に関わる者の大学をよくし

たいという気持ちが大事という点につい

て、大いに共感した。

今回は、データと情報との違いについて、

明確に分けて議論できなかったので、次回

はデータの情報化について議論したい。

ファシリテーターの方の絶妙なかじ

取りのおかげで、議論が効率よく進

められて、理解が深まった。感謝し

ます。

できたこと：提示された論点に関する課題

共有と解決策の策定

できなかったこと：各大学におけるＩＲ機

能・ＩＲ実務に関する情報交換

評価をどう活用するのか、集めたデータを

どう意味あるものにするのかというがＩＲ

だと思う。望ましい又はあるべき日本型Ｉ

Ｒについて事例紹介なども含め議論した

い。

「評価とＩＲ」に関して、あまり情

報交換されなかったなという感想。

評価担当者だけではなく、ＩＲ担当

者ももっと来てもらうとバランスが

とれるのではないか。

データ収集に苦労している状況がわかり、

大学全体に共通していると理解した。ＩＲ

体制を構築している大学の現状がうかがえ

れば大変参考になると思われた。

特になし（来年も参加したいと考え

ている）

他大学の例も交えて議論できたので良かっ

たです。もう少し解決策に時間がかけられ

たらと思います。

いろいろと運営にご尽力いただきあ

りがとうございます。継続して参加

していきますので来年もどうぞよろ

しくお願いします。役職（階層別）

の分科会があってもよいかと思いま

す（意見交換にもつながりまたいし

きづけになるかと）。

各大学の具体的な取り組み事例について

ＷＳそのものに不慣れな参加者もい

るかと思いますので、そう言う方が

うまく議論に加わっていけるような

工夫があればより実りのある議論が

できるのではないか、と感じました

（アイスブレイクの時間を長めに取

るなど）。
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所
属

議論できたこと/できなかったこと 次回の議論への希望・要望 その他、ご意見等

国

分野の特殊性が共通理解としてあることを

認識できたので、他大学の動向を参考にし

つつも、独自路線を目指してよいことが分

かり、参加してよかった。

議論できたこと：データ収集に関する課

題、原因、解決

議論できなかったこと：内部質保証システ

ムについて

データの分析、活用

「評価とＩＲ」に関しては今後もい

ろいろな議論をすべきではないかと

思います。なかなか議論が出ないも

のなので。

私
できたことは課題の共有。できなかったこ

とは課題に対する解決策の議論。

日本版「ＡＩＲ」のような組織を立ち上げ

るとよいなあと常日頃から思っている。大

学間でデータ交換システムできるとよいと

思う。

大学におけるＩＲが抱える課題を共有化で

き、参考になった。報告書は可能であれば

全ての班のものを見学したかったが時間の

都合で見られなかったので残念だった。

部署間のデータ共有の方法。情報への交

換。利用の効率化。分析とデータ発生元へ

のフィードバック。

「評価とＩＲ」というテーマでしたが、お

題が「教育情報の公開」と「内部質保証シ

ステムの構築と支援」ということだったの

で、評価にもＩＲにも関連するような議論

があまりできなかった印象があります。大

学の自己評価機能をどう高めるとか、ＩＲ

機能を確立させるためにどうすべきかと

いったような議論を期待していました。

教員の業績入力（の促進）について 定量化できないデータの分析方法について

国

自大学で抱えているデータ収集の問題点

が、他大学でも共通しているものだという

ことを改めて認識した。原因・課題は承知

しているので、解決策に重点を置いた議論

を深められればなおさら良かったと思う。

今回の議論のまとめを冒頭に行った上で、

データの活用方法（どのようなデータが大

学運営に必須なのか、また対外的に大学と

して公開すべき義務があるものなのか）。

時間が限られているのがもったいな

いです。

私

データ収集について、先に話せたが、国立

大と私大の違いを感じました。内部質保証

については、時間が足りなくて、教育効果

が上がる分析についてまで話す機会がな

く、残念でした。

互いが抱えている問題は共有できたが、そ

の解決策についてはアイデアにとどまり、

今後どうすべきかは結局のところ、本務校

に戻って考えるしかないのか・・・と頭を

抱えてしまいますので、今回の諸々の課題

について、という発展したかの話題提供が

あってもよいのではないでしょか。

大変参考になりました。エビデンス

に基づいた自己点評価（体制）を形

作っていくために、多くの課題を抱

えています。有効な情報等、メーリ

ングリスト等で配信をしていただけ

るようなことが今後もあれば・・・

個人的には嬉しく思います。
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