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１．大学評価・学位授与機構 

○大学評価基準：平成１６年１０月（平成２３年３月改訂） 

 

基準８ 教育の内部質保証システム 

８－１ 教育の状況について点検・評価し、その結果に基づいて教育の質の改善・向上を図る

ための体制が整備され、機能していること。 

８－２ 教員、教育支援者及び教育補助者に対する研修等、教育の質の改善・向上を図るため

の取組が適切に行われ、機能していること。 

 

趣旨 

この基準では、教育の内部質保証システムについて評価します。 

教育の目的を達成するためには、教育の状況について継続的に点検・評価し、その教育の質の

保証を行うとともに、絶えず改善・向上に取り組むことが求められます。そのためには、教育の

取組状況や、大学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果を点検・評価し、その結果に基づい

て、教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され、実際に機能していることが必要です。

点検・評価に際しては、大学内外の関係者の意見を採り入れることも重要です。 

また、教員に対する研修や相互授業参観等のファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）※）、

教育支援者及び教育補助者への研修等、その資質向上を図るための取組が適切に行われ、それら

が機能していることが必要です。 

 

基本的な観点 

８－１－① 教育の取組状況や大学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果について自己点

検・評価し、教育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され、

機能しているか。 

８－１－② 大学の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取が行われており、教育の質の改善・向

上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。 

８－１－③ 学外関係者の意見が、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で

活かされているか。 

８－２－① ファカルティ・ディベロップメントが適切に実施され、組織として教育の質の向上や

授業の改善に結び付いているか。 

８－２－② 教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質

の向上を図るための取組が適切に行われているか。 

 

 

 

 

  

 資    料 ３
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○自己評価実施要項 

 

基準８ 教育の内部質保証システム 

８－１ 教育の状況について点検・評価し、その結果に基づいて教育の質の改善・向上を図るため

の体制が整備され、機能していること。 

 

８－１－① 教育の取組状況や大学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果について自己点

検・評価し、教育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され、

機能しているか。 

 

【関係法令等】 

・学校教育法第109条第１項（自己点検・評価及び認証評価制度） 

・学校教育法施行規則第166条 

 

【留意点】 

○ 教育活動の状況及び学習成果に関するデータや資料を収集・蓄積する担当組織、責任体制、収

集・蓄積の状況を分析。 

○ 教育活動の状況及び学習成果を自己点検・評価及び検証するための取組について、自己点検・

評価及び検証の実施体制、具体的な検証事例等を分析。 

○ 評価結果を質の向上や改善に結び付けるための継続的な取組（継続的な方策の立案から実施ま

でのプロセス、ＰＤＣＡサイクル等）が実施されているかを分析。 

○ 大学院を有する場合は同様に分析。 

 

【根拠となる資料・データ等例】 

・データや資料を収集・蓄積する担当組織、責任体制等が確認できる資料（文書管理規則、文書

保存規則等） 

・教育活動の実態を示す資料・データの収集・蓄積の状況、又はこれらの資料・データを活用し

て作成した報告書等 

・自己点検・評価の実施組織、責任体制等が確認できる資料・学習成果の把握状況や自己点検・

評価及び検証に向けた活動状況が確認できる資料 

・評価結果を質の向上や改善に結び付けるための取組についての実施組織、責任体制等が確認で

きる資料 

・具体的な検証・評価事例、改善事例等 

 

 

８－１－② 大学の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取が行われており、教育の質の改善・向

上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。 

 

【留意点】 



3 
 

○ 学生や教職員からの意見聴取の内容・方法のほか、その実施状況を分析。 

○ 学生の意見の聴取の方法としては、代表的なものとして「授業評価（アンケート）」が挙げら

れるが、このほか、「達成度調査」、「満足度評価」、「学習環境評価」等が考えられる。これ

らはあくまでも例示であり、学生や教職員からの意見聴取が行われているとともに、教育活動に

係る自己点検・評価の結果を教育の質の改善、向上に結び付ける継続的な取組（継続的な方策の

立案から実施までのプロセス、ＰＤＣＡサイクル等）を分析。 

○ 意見聴取の結果を教育の質の改善、向上に結び付けた具体的事例を分析。 

 

【根拠となる資料・データ等例】 

・学生による授業評価報告書等 

・学生及び教職員からの意見聴取状況（体制、組織、活動内容等）が確認できる資料 

・学生及び教職員の意見が自己点検・評価報告書、外部評価報告書等に反映されている該当箇所 

・評価結果のフィードバックの状況（体制、組織、活動内容等）が確認できる資料（具体的検討

事例等） 

・評価結果を改善に結び付けた具体的事例等 

 

 

８－１－③ 学外関係者の意見が、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で

活かされているか。 

 

【留意点】 

○ 学外関係者からの意見聴取の内容・方法のほか、その実施状況を分析。 

○ 例えば、卒業（修了）生、就職先等の関係者等が考えられるが、これらはあくまでも例示であ

り、学外関係者の意見が、教育の状況に関する自己点検・評価の結果等に基づき、教育の質の改

善、向上に結び付ける継続的な取組（継続的な方策の立案から実施までのプロセス、ＰＤＣＡサ

イクル等）を分析。 

○ 教育の質の改善、向上に結び付けた具体的事例を分析。 

 

【根拠となる資料・データ等例】 

・学外関係者からの意見聴取状況（体制、組織、活動内容等）が確認できる資料 

・学外関係者のニーズの具体的事例等 

・学外関係者の意見が自己点検・評価報告書、外部評価報告書等に反映されている該当箇所 

・評価結果のフィードバックの状況（体制、組織、活動内容等）が確認できる資料（具体的検討

事例等） 

・評価結果を改善に結び付けた具体的事例等 
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８－２ 教員、教育支援者及び教育補助者に対する研修等、教育の質の改善・向上を図るための取

組が適切に行われ、機能していること。 

８－２－① ファカルティ・ディベロップメントが適切に実施され、組織として教育の質の向上や

授業の改善に結び付いているか。 

 

【関係法令等】 

・大学設置基準第25条の３（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

・大学院設置基準第14条の３（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

・専門職大学院設置基準第11条（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

 

【留意点】 

○ ファカルティ・ディベロップメントの実施内容・方法及び実施状況（教員参加状況を含む。）

を分析。 

○ ファカルティ・ディベロップメント自体が、学生や教職員のニーズを把握し、組織として適切

に実施されていることを分析。 

○ ファカルティ・ディベロップメントの後、どのような方法（システム）で改善に結び付けるの

か、また、把握された問題点等に対する具体的改善事例を示しつつ機能状況を分析。 

○ 「ファカルティ・ディベロップメント」という名称を用いることにはこだわらない（名称では

なく、教員が授業内容・方法を向上させるための取組を行った結果、授業にどのような改善が見

られたかを分析）。 

 

【根拠となる資料・データ等例】 

・ＦＤ活動（教育方法等の研究・研修、教員相互の授業見学等）の内容・方法及び実施状況・Ｆ

Ｄ研修会等への教員の参加状況 

・授業評価報告書の該当箇所等、教育の質の向上や授業の改善の状況が確認できる資料 

・具体的改善方策の内容（カリキュラムや授業方法改善例等） 

 

 

８－２－② 教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質

の向上を図るための取組が適切に行われているか。 

 

【留意点】 

○ 研修等の方針、内容・方法及び実施状況等から分析。 

【根拠となる資料・データ等例】 

・教育支援者や教育補助者に対する研修等の方針、内容・方法及び実施状況が確認できる資料 

・教育支援者や教育補助者のニーズの具体的事例等 
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２．大学基準協会 

○「大学基準」 

［内部質保証］ 

10 大学は、その理念・目的を実現するために、教育の質を保証する制度を整備し、定期的 

に点検・評価を行い、大学の現況を公表しなければならない。 

 

○ 大学基準の解説 

10 内部質保証について 

大学は、社会の負託を受けた組織体であることに鑑み、組織運営と諸活動の状況について積極

的に情報公開し、社会に対する説明責任を果たすことが必要である。 

また、大学が、自律的な存在として機能するためには、自らの活動を点検・評価し、その結果

を公開するとともに、改善・改革を行うことのできる組織でなければならない。大学の質を保証

する第一義的責任は大学自身にあることから、大学は自らの質を保証する（内部質保証）ための

組織を整備するとともに、内部質保証に関する方針と手続きを明確にする必要がある。 

また、内部質保証システムを十全に機能させるためには、自己点検・評価の客観性・妥当性を

高めるための工夫を講じるとともに、自己点検・評価の結果を改善・改革に繋げることが重要で

ある。 

 

○ 点検・評価項目 

１０ 内部質保証 

点検・評価項目 評価の視点 

（１）大学の諸活動について点検・評価を行い、

その結果を公表することで社会に対する説明責

任を果たしているか。 

自己点検・評価の実施と結果の公表 

情報公開の内容・方法の適切性、情報公開請求

への対応 

（２）内部質保証に関するシステムを整備して

いるか。 

内部質保証の方針と手続きの明確化 

内部質保証を掌る組織の整備 

自己点検・評価を改革・改善に繋げるシステム

の確立 

構成員のコンプライアンス（法令・モラルの遵

守）意識の徹底 

（３）内部質保証システムを適切に機能させて

いるか。 

組織レベル・個人レベルでの自己点検・評価活

動の充実 

教育研究活動のデータ・ベース化の推進 

学外者の意見の反映 

文部科学省および認証評価機関等からの指摘事

項への対応 
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○ 平成23年度大学評価 評価に際し留意すべき事項 

大学

基準 

点検・評価項目 留意すべき事項 

10  

内 

部 

質 

保 

証 

 

（１）大学の諸

活動について

点検・評価を行

い、その結果を

公表すること

で社会に対す

る説明責任を

果たしている

か。 

基

盤 

①自己点検・評価を定期的に実施し

ていること。 

達

成

度

①情報公開に積極的に取り組み、当該

大学に対する理解向上のために努力

している。その際、下記事項について

は、特に適切な配慮を行っている。 

・当該大学を設置する法人は、その法

人の財務関係の書類を、教職員・学

生・父母等の関係者が閲覧可能な状態

にするとともに財務に関する情報を

積極的に公表することによって、当該

大学に対する理解向上のために努力

しているといえる。 

 基

盤 

②自己点検・評価の結果を、ホーム

ページへの掲載等を通じ、当該大学

以外の者に対して公表しているこ

と。 

 

 基

盤 

③公的な刊行物、ホームページ等に

よって、受験生を含む社会一般に対

して公表する情報が、法令上求めら

れる事項（※）を中心としたもので

あること。 

※【法令上求められる事項】 

Ａ 学校教育法（同法施行規則）によ

るもの 

・大学の教育研究上の目的に関する

こと 

・教育研究上の基本組織に関するこ

と 

・教員組織、教員の数並びに各教員

が有する学位及び業績に関すること

・入学者に関する受入方針及び入学

者の数、収容定員及び在学する学生

の数、卒業または修了した者の数並

びに進学者数及び就職者数その他進

学及び就職等の状況に関すること 

・授業科目、授業の方法及び内容並

びに年間の授業の計画に関すること

・学修の成果に係る評価及び卒業ま
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たは修了の認定に当たつての基準に

関すること 

・校地、校舎等の施設及び設備その

他の学生の教育研究環境に関するこ

と 

・授業料、入学料その他の大学が徴

収する費用に関すること 

・大学が行う学生の修学、進路選択

及び心身の健康等に係る支援に関す

ること 

・教育上の目的に応じ学生が修得す

べき知識及び能力に関する情報 

Ｂ その他法律、政令、府省令、条例

等によるもの 

２）内部質保証

に関する 

システムを整

備している 

か 

 達

成

度

②方針は、自己点検・評価、その結果

に基づく改善・改革といった、ＰＤＣ

Ａの各段階における責任主体・組織、

権限、手続を明らかにするなど、質保

証を組織的に行う大学の姿勢を明確

にしたものである。また、その方針に

沿い、内部質保証システムを恒常的か

つ適切に機能させている。 

その際、下記の点にも留意している。

・学外者の意見を聴取するなど、内部

質保証の取り組みの客観性・妥当性を

高めるための工夫が見られること。 

・文部科学省及び認証評価機関からの

指摘事項に対して、適切に対処してい

るといえること。 

３）内部質保証

システム 

を適切に機能

させている 

か 
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３．日本高等教育評価機構 

○ 大学評価基準 

 

基準４． 自己点検・評価 

領域：自己点検・評価の適切性、誠実性、有効性 

 

本基準の趣旨 

自主性・自律性を重視する大学の本質からして、大学の質保証は、第一義的に大学自身の責任

と考えるべきです。したがって、認証評価の本旨は、自己点検・評価の実施状況と結果の活用状

況を評価することによって、自己点検・評価の質を高めようとするところにあると考えます。 

また、認証評価のために行う自己点検・評価であっても、本来の自己点検・評価として、教育

の改善向上に資するとともに、社会への説明責任を果たし得るよう、大学の自発性と責任感を持

って実施することが期待されています。 

 

基準項目 評価の視点 エビデンスの例示 

（評価の根拠となる事実） 

４－１． 

自己点検・評価の 

適切性 

 

4-1-①大学の個性・特色に即した自己点

検・評価項目の設定 

4-1-②自己点検・評価体制の適切性 

4-1-③自己点検・評価の周期等の適切性 

・大学独自の評価項目及びその趣旨、領域、評

価項目、評価の視点 

・IR(Institutional Research)機能の構築の現

況及び計画、IR の活用状況を示 

す資料 

・自己点検・評価のための組織及びその学内の

位置付け等に関する資料 

４－２． 

自己点検・評価の

誠実性 

 

4-2-①エビデンスに基づいた透明性の高い

自己点検・評価 

4-2-②現状把握のための十分な調査・デー

タの収集と分析 

4-2-③自己点検・評価の結果の学内共有と

社会への公表 

・自己点検・評価の客観性・適切性を示す資料

・自己点検・評価及び認証評価の結果の共有と

社会への公表の状況を示す資料 

４－３． 

自己点検・評価の

有効性 

 

4-3-①自己点検・評価の結果の活用のため

の経営サイクル（PDCA）の仕組みの確立 

・自己点検・評価及び認証評価を改善・向上に

つなげる仕組みとその運営並びにその結果の

活用状況を示す資料 

 


