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講演１：「創価大学事例」 
１－①「創価大学データ集積と活用の取り組み」（澤登 秀雄 創価大学入試事務室課長）の報告

に対する質問 

 

Q1-1：データの集積で苦労した点（例えば、学内合意形成）、工夫した点があれば教えていただ

きたい。 

Q1-2：こうしたデータ集積を進めるためには、どのような課題があり、それをどのように解決し

たのか。 

小湊：創価大学さんでは、データをいろいろ集積されてきた。長年にわたり、特に学生データで

すね。もう少し言えば、学生のトラッキング（追跡）データといいますか、学生の入り口

から出口までをきちっと追えるようなデータ収集のシステムを構築されてきた、というよ

うな話をされてきましたが、例えば、そのデータの集積で非常に苦労した点、例えば、学

内合意形成などいろいろあったんじゃないかと、ということが指摘されていますけど、ま

た、そのような苦労した中で、いろいろ工夫した点があれば教えていただきたい、という

ことです。 

澤登：私のスライドの（１）の部分かと思いますが、基本的に入学から卒業までの一貫データの

集積は、事務サイドを中心にやってきております。企画課にいた、2003 年頃に立ち上げて、

そういう集積を始めようということで許可を得たわけですが、当時はいろんなセクション

から結構集まっていて十数名くらいの委員会で始めたのですが、年を経るごとに、１人減

り、２人減りと少なくなりました（笑）。それぞれのセクションの仕事があるので、そうい

う委員会的な、ちょっと面倒そうなものは極力やりたがらない、というところも正直あり

ますので、最終的に残っているのは、１人の副学長と情報システムの課長、キャリアセン

ターの職員と私の４人で、まとめたりそれを分析したりしております。従いまして、例え

ば、ある部局において「このデータを出したくない」とかそういうことはほとんど無く、

事務サイドで、本学独自の事務システムの中にある教務と入試中心のシステムの中からデ

ータをとってきておりますので、それはそれほど高いハードルはありません。いろいろな

自分の仕事を抱えながら、こういうことをやること自体の我々の負担感といいますか忙し

さは、今でもあります。また、IR の古くて新しい議論で、データを集めて分析までするの

が IR なのか、それともそれをもとに政策形成、政策提言までやるのが IR なのか、という

ことが未だにあります。創価大学のなかでもそれがまだ明確に線引きがまだされていませ

んので、一生懸命集積して、多少の分析を試みても、その結果が何パーセントも使われな

いとか、先ほど全学生の学生調査の結果も、我々事務職員が何十時間もかけて、教務、入

試、キャリア、学生で分析して学部長会等で提示したのですが、それは各学部等が使うべ

きかそうでないのか、使うとしたらどこまで活用するのか、という具合に、どのように活

用すべきか決まっていない部分があります。うまく活用されていかない、というもどかし

さもありますので、そこをより活用できるような流れを作っていきたいな、と今は考えて

おります。 
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Q1-3：スライド２ データの収集システム、とはどのようなものか、具体的にお教えください。

web ファイルサーバのようなものにデータをアップ or 入力するようなものですか？ 

小湊：いまのデータ収集に関して、もう少し質問が出ています。スライド２で紹介されていたデ

ータの収集システムは具体的にはどういったものなのか、ということを教えていただきた

い。例えば、web システム、ファイルサーバ、文書管理システムのようなものなのか。ま

たデータについてもいろいろな関連部署がデータをアップするのか、それとも入力をして

いくのか、そういった具体的な話です。実際にどういう収集システムを構築されているの

か、ということについて質問が来ています。 

澤登：これはさきほどもお伝えしましたが、業務上の事務システムがありますので、教務、学生

それぞれのセクションで必要な業務を遂行する上でのデータが当然そこに蓄積されており

ますので、それをこちらが必要と思うところをピックアップして、最後は情報システムの

方でつなげるという方法で、独自のシステムというよりは、作業的な部分が大きいのです

が、学内の事務システムベースでやっております。 

小湊：データベースシステムを構築している、ということではないのですね。 

澤登：はい。ただ、それを今後数年かけてしっかりとしたものに作りたい、というのは情報シス

テム課の打ち合わせの中でのビジョンとして持っております。 

 

Q1-4：創価大学学生調査の内容、方法について詳しくご教示いただきたい。回答率も知りたい。

小湊：創価大学さんでは何年かおきに学生調査を実施している、とご報告のなかでもありました

が、内容、方法について少し詳細に教えていただけないか、ということですね。またどの

くらいの学生が答えているのか、回答率、回収率についてもお願いします。 

澤登：学生調査の内容自体は、例えば、一般的にアメリカの多くの大学が参画しているような

NSSE（the National Survey of Student Engagement）とか HERI（Higher Education 

Research Institute, UCLA）の調査などをかなりみんなで勉強し、その辺をベースにした、

多岐に渡る調査です。入学前の高校時代のその学生のいろんな行動などを問う質問から、

入学動機、履修動向等、また大学の満足度とか、就職先とか、就職した後、何を大事にす

るのかなど、アメリカ型調査と言っていいのか分かりませんが、かなり大学規模で多岐に

わたる質問を行っております。課題は回答率で、だいたい 30％弱くらいです。質問が多岐

にわたり、大量であることにも原因があると思っていますが、これをもう少し上げるため

に、ちょうど今年度も、年末から年始にかけて行いますので、いまそこの方法をいろいろ

検討しております。 

 

Q1-5：「一貫データ」の分析と活用にある GPA の分析についてですが、GPA と就職活動の結果の

分析結果があればご紹介いただけないでしょうか。 

Q1-6：教育内容と就職の関係の分析について、特に人文社会科学系においては、教育内容と職種

の対応、教育内容と採用方法の対応が曖昧（企業が面接の印象だけで採用）。出口と教育

内容の分析は語学以外に役立てるのか。 
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小湊：そうしますと、集められたデータをどのように分析するのか、ということについて２点ほ

ど質問が挙がっております。１つは、学生のデータの分析に、GPA の分析はなされている

のか、ということです。仮になされていたとしたら、その GPA と就職活動ですね、実際に

学内の成績が就職活動にどのくらい影響を与えているのか、という主旨にも読みとれます

が、そういうことを分析されているのか。さらに就職との関係については、もうお一方が、

特に人文社会科学系においては、教育内容と職種の対応、教育内容と企業の採用方法との

対応が非常に曖昧であると思われている。そうなると、そこの分析を、例えば、出口と教

育内容の分析と考えたときには語学以外で何か役立てるものがあるのだろうか、というよ

うなご質問です。 

澤登：GPA は、４年間の通算 GPA と就職先の相関などについて、最初に説明しました一貫デー

タの中で、ちょうど夏頃に、その春に卒業した卒業生の４年分の一貫データが完成します

ので、いつもそれを GPA と就職先とか GPA と奨学金をもらっていた人、GPA とクラブ活

動の相関などを見ています。例えば、世間的に設定されている優良企業上位 100 社などに

就職した学生の GPA などを以前にも分析しましたが、分析していても、たとえば実際に世

間的にいいと言われている企業に行っているからよい、というわけでもなく、仮に、無名

と言っては失礼ですが、そういう企業でも卒業生が満足して働いていれば、それは十分よ

い企業だという話にもなってきます。まさに卒業後の追跡までしないと、本当のことは言

えない面もあります。そういう意味で、学生時代の成績などと就職先との相関などは非常

に難しく思っています。 

小湊：ちなみに GPA の分析はどのようなことを目的に主にされているんですか。 

神立：現場の私の方がお答えしたほうがよいかもしれません。就職の問題については、成績の問

題は多少影響がある、というくらいだと思います。最も影響があるのは社会の状況です。

つまり景気が悪ければ、人は採ってくれないし、景気がよければ採ってくれるわけで、そ

れは実際に GPA とか大学の学内の成績にどれだけ影響があるのか、というとこれは微々た

るものだ、と考えていいと思います。ただし、GPA がいい学生は、やはり自分が希望して

いる企業に入りやすい、つまり、自分が目標としていることを完遂しやすい、というのは

絶対に言えることだと思います。それでは GPA を何に使っているのか、というと成績が良

い方の GPA に関しましては、ある一定の点数を超えた場合には早期卒業を認めるというこ

とや、あるいは、ある一定の GPA を超えれば学内推薦というのを出す。そういうご褒美の

面が 1 つあります。もう一つ重要なのは、最も重要なのはこっちだと思っているのですが、

GPA が低い学生をいつ、どの段階で見つけて、どう指導していくかという話なのですね。

それでこの９月も私は非常に憂鬱なのですけれど、成績不良者の面談、というのをやりま

す。それは卒業要件が 124 単位で GPA が 2.0 以上でないと卒業を認めない、ということに

なるので 2.0 に到達していない学生をなるべく早めに集めてですね、事情を全部訊かなくて

はならない。その事情はいろいろあって、例えばクラブ活動をやり過ぎて単位が取れなか

った、アルバイト活動をやり過ぎて単位が取れなかった、あるいはいろいろな心の病があ

って取れなかった、あるいは油断して取れなかった。様々な理由があるのですが、GPA の
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分析に関してはその成績の悪い学生たちがどのくらいいるのか、ということのほうが非常

に重要で、それをどの点でどの段階で見つけて指導するのかという、その分析に使ってい

ます。 

小湊：余談となりますが、私の居る（九州）大学も全く同じでして、GPA は大規模な国立大のな

かでは結構早めに導入した方だと思いますけども、よく訊かれるのは、何に使っているん

ですか、何か意味があるんですか、といったことです。本当は素点でもいいような気がし

ますが、やっぱり使い方としては学生の指導に使う、というのがまず名目としてあるわけ

ですね。低単位取得者と私たちは呼んでいますが、半期で 10 単位取っていない学生を GPA

の値と実際の履修の状況を見ながら判断して、連絡を取って修学相談を受けなさい、と指

導するところまではできています。ただ、難しいのは誰が実際に指導するのか、それをど

うやって組織的に指導していくか、実はその問題の方がよっぽど大きいような気が個人的

にはしています。あと GPA を一律にいろんな学部の学生を含めて並べる、ということは、

今までの私どもの経験から言うとあまり意味が無いかと。つまり学部・学科によってそも

そも受けている科目も違うし、科目内容と点数の付け方、GP の付け方が教員によってまち

まちだと思いますので、一概に比較できるベースがない、残念ながらですね。そうすると

例えば、同じ学部や学科の中で高い GPA を取っている学生と低い GPA の学生がいた場合

に、その差はいったいどこに起因するのか、ということをいろいろと別の手段を使って探

っていくということもあり得るかもしれませんが。頭の中ではそう思うのですけど、なか

なかその仕組みを作っていく、ということが大学でできていません。すみません、私しゃ

べりすぎました。でもせっかく GPA の話が出てきたので実際に山形大学ではどの辺までさ

れているのか、ということをお伺いしたいのですが。 

福島：システムの分析手法はまだ完成していなくて、試行学部のデータをもらってやっています。

途中もめた経緯もありましたので、先ほど申し上げましたけども、学部の教育に資するも

のをやろう、ということで試行してもらっている学部の要望に添って、かなりの範囲をや

ってます。結果はまだはっきりしていないんですが、マニアックなものも多いですね。例

えば、高校の偏差値帯と１年生のときの GPA を見て、その広がりを見ます。成績を４段階

くらいに分けて、１年生から上がっているのか、下がっているのかパターンがあって、下

がっていった場合にどういう要因なのか、というところを見ていくわけですけども、学科

ごとに分けていくと数が少ないので、クラスタ分析なんかやっても、うまく結果が出ない

んですね。もうちょっと何年かやっていかないと分からなくて、今は、受け取ったデータ

でちょこちょこやってまして、分析結果が出たら学部に持って言って、これはこの要因の

ためだとか、次は就職セミナーに出席した回数とこのデータをクロスしてくれとか、就職

データが出てきたら、それをクロスしてみましょうか、そんな感じでやっています。十分

納得がいくような結果が出たら、それをダッシュボードに組み入れて、毎年、そのデータ

はみんなで見るという形に持って行くという展開です。理系の先生は、結構細かいことを

知りたがりますから、マニアックになります。GPA について、今確実に分かっていること

は、当たり前の結果かも知れませんが、偏差値が高い高校からやってきた子は、１年生の

ときに GPA がよかったら、ほとんど４年間続けてそうなんですね。それは安定して出てく
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る傾向ですね。あとはまだちょっとよく分からないことが多いです。 

小湊：いま言葉の中でちょっと説明が必要かな、と思ったのはダッシュボードというのが、スラ

イドの中にも出てきたのですが、アメリカでは一般的なんですけど、ご存じない方もいら

っしゃると思いますので、若干の補足をお願いします。 

福島：車のダッシュボードがありますよね、ぱっとみれば、いちいち今何キロか、とか何回転か、

とか細かく見なくても、ドライバーに必要な情報が直感的にわかるという感じで。アメリ

カの場合、A4 の裏表１枚くらいなんですけど、例えば、入試担当者ならこれを１年間追え

ば、だいたい状況が分かる、というグラフが 10 コくらいあって、簡単な解説があって、み

んなそれを持って議論したりしていて、そういうものを出すようなシステム上の仕組みで

す。山大の作り方としては、お金の問題もあって、みんなこれは見たほうがいいよね、と

いうのはダッシュボードに載っけていて、次の段階のものは Excel のサービスをそのまま

みんなが共有できる、という仕組みを作っていて、マニアックな分析はそっちに置いてお

いて、みんなが見るべきものはダッシュボードに載せると。ダッシュボードは、システム

上、インテリジェンスに作っているので、学期を変えたりとか、いろいろな命令をプルダ

ウンとクリックで行うことで、グラフがどんどん変わっていくような感じのものを作り込

んでいます。マニアックな分析は、Excel のテンプレートを置いておいて、みんなが自分の

データを入れれば、見たいグラフも見られるという形で、二段階のシステムで作っていま

す。 

小湊：教育に関して、いわゆるキーとなる指標をあらかじめ決めておいて、データを逐次送って

もらって、特に執行部なり意思決定する方々が随時参照できるような仕組みというものが、

アメリカの大きな大学であれば、だいぶ導入されているようです。あと州立大学の場合に

は州がいろいろ権限を持っていますので、州の高等教育委員会なんかがダッシュボードシ

ステムを使って、各大学に割り当てた主要な指標のデータなどを監視する、という言い方

はちょっと強いと思いますが、モニタしている、というものあります。すみません、ちょ

っと話が逸れました。 

 

Q1-7：グローバル・シティズンシップ・プログラムに参加する学生は、どのように選抜するのか。

経済学部 IP に参加している学生と重なるのか。 

澤登：スライドの４番の（５）になるかと思います。このグローバル・シティズンシップ・プロ

グラム（GCP）と IP は、双方、学生への課題（宿題）などがかなりあり、ヘビーなプログ

ラムですので、どちらかに所属するということで棲み分けをしております。その上で GCP

は公募推薦、一般入試、センター試験利用入試、創価学園からの推薦入試のそれぞれの合

格者にプログラムの案内をお送りしています。プログラムへの出願後は、まずは入試得点

で上位層だけを第一次選抜で絞り込みまして、その後は入学直後に実施する３科目のプレ

イスメントテストの得点と、二次試験として、面接・エッセイ（小論文）を書いてもらっ

ていますので、入試の得点と本学独自の二次選抜、この二段階方式で学生を選んでおりま

す。 
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Q1-8：スクールバスの例は興味深く聴かせてもらえました。それ以外に学生の声や成績など各種

データを学生募集、入試改善、あるいはカリキュラム改善に結びつけた例があればご教示

ください。 

Q1-9：学生の通学においてバスの導入の検討が行われたという話ですが、そのほかの検討事例が

あればお教えいただきたい。 

澤登：今年の 11 月から公募推薦が始まりますけど、今年度行う様々な入試と来年度でかなりの入

試改革を創価大学でも予定しております。これにつきましては、いろんな併願率とか本学

を受験している学生の動向などについて、かなりデータをとってきまして、それをもとに

理事会に提案しまして、様々なことを実施していくことにもなっております。さきほどの

一貫データの中での、ある特定の入試方式について、特別奨学生という入試の上位の方に

差し上げる奨学生の得点のレベルが落ちている、ということありまして、改めて入試上位

者、得点上位者に付与する特別奨学生の制度をいま大きく検討しております。データを使

ったいくつかの改善を進めております。その上でシャトルバスの件も、実際はそういう学

生のデータと声があったときに、「じゃあ、すぐに新宿からバスを出せばいい」とはなりま

せん。まずはバス会社と大学～八王子駅間の路線バス運賃の値引きを交渉しに行きました

が、だめでした。では、自分たちの大学でバスを持って運行しようかと。そうするとバス

を３台か４台抱えることになり、年間数億の出費になります。また JR 八王子駅は一般の大

学とか企業の個別のバスが入り込めるスペースがなく、かなり駅から遠いところからバス

を発着させなければならないとか、さまざまなことが分かってきました。さらに、例えば、

運賃を片道100円だけ大学が援助しようと思いますと、それも数千万円の出費になります。

そのように、いくつもの提案と検証、また様々な交渉を経て、それでも多少の出費はあり

ますが、シャトルバスを出すのが一番安く、学生にとって利便性が高いだろうという判断

に至ったわけです。先ほどもお伝えしましたけど、そういう形でデータを集積して分析し

た以外のところでの政策形成、新しいものを作り上げていくことのたいへんさ、そしてや

りがいを深く実感しております。 

 

Q1-10：［口頭］ごく基本的な質問なのですが、私どもの職場は学位を授与する、という仕事もし

ておりまして、究極のラーニングアウトカムは学位じゃないか、という議論に始まり、124

単位の意味は何なんだ、という話にもなるんです。ところが、その卒業資格に 124 単位だ

けではなくて GPA を入れていらっしゃるとなるとですね、124 単位の意味、位置づけを

どのように捉えていらっしゃるのか、ということを教えていただきたいのですが。 

（大学評価・学位授与機構 田中弥生） 

神立：非常に基本的な考え方なのですが、124 というのが最低限の我々が保証すべき質の保証の

レベルとだという風に思っています。いろいろな問題がそれにはあって、例えば４年生の

段階であと２単位だけあれば卒業ができるとか、あと１単位だけあれば卒業ができる、と

いうことに現場ではなっていく。そうなると数あわせですね。学生と教員の間の感情のも

つれとかですね、極端な話、家まで押しかけてきましてですね、夜中まで、というような
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こともたくさんはないのですが、そういう事例も出てくる。いわゆる 124 の中身、という

ものをきちっと学生にも理解してもらって、我々もそれにもとづいてやろうという形で、

その 124 というのが単なる数あわせではなくて、実質的にそういうような意味を持って、

それが僕たちが学生たちに与えた力だと。ということを確定させるために GPA というもの

を最終的にこれ以上の段階でなければだめだ、という形での定め方をした、という風に考

えています。それで、ちょっと苦肉の策をとりましてですね、やはり数あわせだけでなん

とかしようとする学生も中にはいるわけで、そのメンバーには数あわせでいいよ、と。で

もそれは GP では 1.0。つまり ABCDE で、単位はあげるけれど、質的にはもう 1 回やった

ほうがいいよ、というメッセージを送るために GP で一番下のランクを考えたわけですね。

そうすると数では 124 単位は取れた。けれども実際には GPA のランクは規定に達していな

いので、質をもうちょっと上げるために、「もう少しあなた勉強した方がいいよ」というそ

ういうメッセージ。それを全部含めて GPA 制度で卒業要件にしたのです。 

田中：教員にもっと成績の付け方を厳しくしなさい、というだけではなくもっときめが細かくな

る、ということですか。 

神立：成績の付け方も、きちんと統一事項というのを決めまして、バラバラだと GPA の意味が無

いので、トップ、我々は S と呼んでいるのですけど、A+ですね。A+と A とこの２つの評

価については、おおよその目安として 25％から 30％の間に入れましょう。相対評価になっ

てしまうのですが。ただし、各学年で優秀な学生がそろっていれば、それはしかたがない、

と。ただし、付けた場合には、それなりの説明を教授会できちっとしてくださいね、とい

うところまで一応みんなで議論をして、それでみなさんが付けた GPA、つまり教員のほう

の GPA も教授会で各科目全部見せる。そうすると厳しすぎる先生がいて、甘すぎる先生が

いて、これがだんだん数年かけて、フラットになってきて、それで今は一応それが機能し

ています。学生たちもそれに対して納得をして、という形まで持って行きました。そうい

う意味では 124 というのは実質的な意味での 124、それを実質化するための GPA という形

で私たちは考えています。 

田中：わかりました、ありがとうございました。 

 

 

  


