
 

評価大学の目標（2008-2012）とその実現のための措置（計画） 

に関する状況［プレ終了評価］について 

 

本学では、５年間の目標を立て、その実現のための計画を実施しています。2008 年度（平成

20 年度）から始まった計画も今年、 終年度となります。ここでは、それぞれの責任部局が昨年

度（2011 年度［平成 23 年度］）までの状況をとりまとめました。 

そのとりまとめ結果を評価大学評価室が点検したので、その結果も合わせて示す。 

 

目標１ 人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学

生を育成する。 

34

目標２ グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視し、特に

英語によるコミュニケーションスキルの向上を進める。 

41

目標３ 学生の学習支援、生活支援を充実させ、質の高い学生生活が送れるよう

に努める。特に経済的支援を充実する。 

47

目標４ 教育内容の充実のために国際的水準の研究を実施するとともに、外部資

金の獲得を図る。 

54

目標５ 教育成果や研究成果を地域に還元し、地域に貢献する。 64

目標６ 学生への支援を充実させて留学生の受入と学生の派遣を活発にし、大学

の国際化を図る。 

69
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目標１：人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学生を育成する。

（責任部局：学務部） 

 

計画１－１：各学部で適切な教育が行われているかどうか、全学的に検討を行う。 

 

評価大学では、各学部に教務委員会を置き、おもに学部専門教育の運営を行っている。また、

教養教育については、共通教育センターの教養教育実施委員会が担当している。 

学生への教育は、それぞれの責任部局が自律的に行うという大学の方針に則り、従来、全学の

教務委員会は年に２回しか開催されていなかったが（資料 1-1-1：全学教務委員会での主な審議事

項）、各学部共通の教育上の課題や大学としての教育成果などを把握するために、（全学）教育改

善委員会を平成 22 年度に設置した。 

教育改善委員会では、平成 22 年度中に当面行うべきミッションとして、以下のものを決定した。

１）学生の学習成果の把握、２）それを受けた適切な改善施策の検討及び実行、３）これらを継

続的に行う質保証システムの構築である。この決定を受けて、１）については、学生へのアンケ

ート調査の実施を平成 22 年度に検討し、平成 23 年度から実施した［計画１－２参照］。２）に

ついては、FD 研修会の受講機会拡大を図るため、平成 22 年 6 月から各学部で実施している FD

研修会に、どの学部の教員でも参加できるようにした（資料 1-1-2：FD 研修会の参加者数の推移）。

以上のことから、各学部で適切な教育が行われているかどうか、全学的に十分な検討が行われた

と言える。 

 

資料 1-1-1 全学教務委員会での主な審議事項 

１．学年歴について、２．教養教育について、３．非常勤講師枠の配分について、４．退学者、休学者の増減と対応について 

［これら以外は、原則的に報告事項である。］ 

 

資料 1-1-2 FD 研修会の参加者数の推移（名） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

FD 研修会の実施回数* 5 (2) 6 (1) 5 (2) 7 (2) 

FD 研修会の参加者数** 205 212 232 228 

* 括弧内は、全学の FD 研修会（内数）。  ** 大学および各学部で開催した FD 研修会の参加者の延べ人数を示す。 

計画１－２：学生に対するアンケート調査を実施し、獲得した知識・技能・態度について確認す

る。 

 

学生へのアンケートは、授業アンケートがほぼ半数の授業で行われているものの、例えば、４

年間を通して得られた学習成果などに関する調査はこれまで行っていなかった。 

そこで、平成 23 年 8 月から 9 月にかけて、4 年生のうち 50％の学生（449 名）を対象に、学

習成果に関するパイロット調査（アンケート）を実施した。本学は、成績表交付を行う際に担任

と学生との面談（年２回）を実施しているので、その際に対象学生に調査表を渡し、２週間後に

回収した。回収率は 89％だった。設問及び結果は、資料 1-2-1（学習成果アンケートの設問とそ

の結果）に示す。 
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学習成果を獲得できなかったと回答する学生は少ないことから、本学においても各学生は概ね

意図した学習成果を得ていることが示唆された。計画の 終年度である平成 24 年度には、教職員

向けのアンケートを実施する予定である。 

 

資料 1-2-1 学習成果アンケートの設問とその結果（平成 23 年度実施） 

実施時期：平成 23 年 8 月から 9 月 

実施対象：４年生のうち 50％に相当する者（449 名）［正規修業年限を過ぎて在籍している学生を含む］ 

有効回答：400 （回収率 89％） 

問１：あなたは所属する学部の教育目標（概要 4 ページ）を知っていましたか。 

知っていた 今知った 無回答 

25％ 70％ 5％ 

問２：それらの目標に掲げられた学習成果を獲得できそうですか。 

獲得 

できそう 

概ね獲得 

できそう 
わからない 

あまり獲得で

きなさそう 

獲得できな

さそう 
無回答 

5％ 10％ 45％ 25％ 10％ 5％ 

問３：あなたが学びたかったことは教育目標と一致していましたか。 

一致してい

た 

ほぼ一致し

ていた 
わからない 

あまり一致し

ていなかった

一致してい

なかった 
無回答 

5％ 2％ 58％ 20％ 10％ 5％ 

問４：自由記述 

教育目標は、入試のパンフレット、履修の手引きや大学概要にあったような気がしたが、あまり意識するこ

とがなかった。（同様 170 名） 

大学や学部の教育目標について、あまり先生から説明がなかった。（同様 150 名） 

正直、授業と教育目標があまりつながっていると思えない。（同様 65 名） 
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［目標１：説明］ 

12 班 杉森 亮介（甲南大学）、岩崎 保道（高知大学：発表）、中村 優（京都市立芸術大学）、 

松永 雅弘（長崎国際大学）、南 雅登（東京大学）、冨永 裕之（山口大学：まとめ） 

目標１では「人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学生を育成

する。」という目標だったのですが、いくつか課題がありましたので、それに対する改善点も含め、

議論が進められました。主だったものだけ、紹介させていただきます。目標と実際やっている内

容とにミスマッチがある、ということがいくつか挙げられました。それと共にエビデンスが不足

している。なので、目標を達成させるための追加のエビデンスを出してください、ということで

まとめて行きました。 

例えば、計画１－１をご覧いただきたいのですが、教育改善委員会のミッションのうち、「１）

学生の学習成果の把握」については、データを追加すべきという意見が出ました。「３）これらを

継続的に行う質保証システムの構築」については、これ自体のデータがない、しかもフィードバ

ックとして目標が達成できない、つまり必須項目であると、というような問題点が計画１－１で

挙げられました。 

計画１－２ですが、これに入る前に一番大きな問題として、平成２３年度に行った「資料 1-2-1 

学習成果アンケートの設問とその結果」という調査があるのですけど、やはり計画を５年間にわ

たって行うわけですから、まず平成２０年度に調査を行って、さらに継続して同じ調査を平成２

３年度にも行うべきだったと。つまり、過去のものと現在のものを比較して、良くなったのか、

その逆だったのか、ということを検証しなくてはならなかった、ということですが、それがぜん

ぜんできていなかったところが問題ではないか、と考えられます。また、実際に計画の１－２で

挙げられている「知識、技能、態度について確認する」ということが、実際に設問に反映されて

いないわけです。つまり、計画と調査の設問がミスマッチである、という問題点もあります。 

これの改善の方策ですが、調査は平成２３年度に行ったわけですが、計画期間は５年なので、

まだ平成２４年度が残されています。ですので、２４年度中に調査をきちっとした形で再度行う、

ということが改善の方策として考えました。 

後に、もう 1 点、大きな問題点を申し上げますと、アンケート調査結果からは「学習成果を

獲得できなかったと回答する学生は少ないことから...」という文章があるわけですが、データを

見ると全くそうではなくて、例えば、問２で目標に掲げられた学習成果を獲得できそうかどうか

訊いているわけですが、「獲得できそう」が 5％、「概ね獲得できそう」が 10％で、15％しかいな

いわけですから、まったくそういうことは見えないわけです。また、「本学においても各学生は概

ね意図した学習成果を得ていることが示唆された。」と言っているわけですが、これもこのデータ

からは全く確認できません。逆に「わからない」というのが 45％もあって、選択肢の中では も

多いわけで、このデータ自体はマイナスエビデンスになるのではないか、ということで使えない

データということで、やはり平成２４年度にきちっとした形で調査をする必要があるのではない

か、ということです。 
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計画１－１ 計画１－２

（１）
•教育改革改善委員会のミッションのうち、

１）のデータを追記すべき（計画1‐2関
連）

３）のデータがない。フィードバックとし
て必須。

•FD研修会の実施回数・開催数だけでは、
データとして不十分

•学部ごとの状況を説明できていない。

（２）

・「適切な教育が行われているか」の記
述・説明がない

３）継続的に行う質保証シス
テムの構築への対応につい
て記述もれ

教育改善委員会の審議事項
がわかる資料

計画１－１

専門教育の取組状況を教え
てください

FD研修会の内容がわかる資
料

計画１－１

各学部（４学部）の取組状況
を示してください

計画１－１
FD研修会の受講機会拡充を

したのに、参加者数が減って
いる。

（１）
•アンケート結果からは、

「学習成果を獲得できなかったという

回答が少なかった」、「各学生が意図し
た学習成果を得た」とは書けない

•教職員向けアンケートを実施する趣旨
がわからない

（２）

・アンケートの結果からは獲得できた知
識・技能・態度はわからない。

アンケートの結果と記述
内容が矛盾している。

知識・技能・態度について確
認できる他のデータを示して
欲しい

計画１－２
平成24年度に適切な内容で

「学習成果アンケート」を実
施する。

目標１ １２班
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（報告内容以外のポスターの説明） 

・（計画１－１の問題点）全学教育改善委員会の審議事項がわかる資料がない。 

・（計画１－１の問題点）FD 研修会の実施回数・開催数だけでは、データとして不十分で

ある。ＦＤ研修会の内容が分かる資料が必要である。 

・（計画１－１の問題点）「各学部で適切な教育が行われているか」の記述・説明がない。

各学部（４学部）の取組状況を示す必要がある。 

・（計画１－２の問題点）アンケートの結果からは獲得できた知識・技能・態度はわからな

い。知識・技能・態度について確認できる他のデータを示す必要がある。平成 24 年度に適

切な内容で「学習成果アンケート」を実施する必要がある。 

・（計画１－２の問題点）教職員向けアンケートを実施する趣旨がわからない。 
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［目標１：コメント］ 

５班 田中 一平（法政大学）、北村 繁樹（株式会社プロキューブ）、砂田 吉史（関西大学）、 

濱平 幸典（鹿児島大学）、百瀬 郁男（信州大学）、横山 淳一（名古屋工業大学：発表・まとめ） 

概ね１２班の方と同じ結果でしたので、ここでは、FD（計画１－１）について言及したいと思

います。FD をやる理由というものが、この資料（自己評価）の中ではきちんと説明できていな

いのではないか、ということがあります。また、文末で、「各学部で適切な教育が行われている」

とまとめているのにもかかわらず、学部ごとの分析は示されていない、という点を追加の点とし

て挙げたいと思います。 

 

 

（ポスターの説明） 

作業１では，「計画１－１」について 4 点，「計画１－２」について 2 点指摘しました。 

「計画１－１」 

・質保障システムの構築状況が不明（行われていない？） 

・ミッション１「学習成果の把握」とミッション２「適切な改善策の検討および実行」と

あるが，その関係性が不明 

・全学的に十分な検討がされているといえない 

・各学部（単位）で検証がされていない 

「計画１－２」 

・アンケートの結論が提示されているデータから支持できない 

・表記されている目的に対して，アンケートの設問が不適切 

 

作業２では，上記について「修正の指示」および「必要なデータ」等を指摘しました。 
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目標１

計画１－１

作業１

①

３）質保証システム
の構築が行われて
いない

①

質保証システム構
築の進捗状況を説
明して下さい。

計画１－２

作業２－１ 作業２－２（１）

（２）

②

ミッション１）と２）が
連携していない

③

全学的に十分な検
討がされていない

④

各学部で検証がな
されていない

③‘
平成22、23年度開
催状況、議題等
検討結果

④‘

各学部の検証結果
を示す

ＦＤ研修会の対象
者について説明さ
れていない

作業１

アンケートの結果を
正確に記載してい
ない

作業２－１ 作業２－２

（１）

アンケートの設問が
不正確

アンケート結果を正
確に記載すること

改善

アンケートを受けて、
ＦＤ研修会を実施す
る

成績の分布等デー
タとつきあわせる必
要がある

５班
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目標２：グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視し、特に英語によるコミ

ュニケーションスキルの向上を進める。（責任部局：学務部） 

 

計画２－１：コミュニケーション能力を涵養するために双方向的な授業を実施する。 

 

本学では、クラスサイズをそれほど大きくせずに（資料 2-1-1：クラスサイズ）、単に出席のみ

や試験だけで成績を付与することがないようにし、双方向的な授業を展開することでコミュニケ

ーション能力の涵養を図っている（資料 2-1-2：成績付与に用いる要素）。 

授業内容については、各学部ではどのような工夫をしているのかを照会したところ、資料 2-1-3

（各学部でのコミュニケーション能力の涵養を図るための工夫）に示すような取組が実施されて

いることから、コミュニケーション能力の涵養が図られていると思われる。 

 

資料 2-1-1 クラスサイズ（卒業研究関係、教育実習を除く）［平成 23 年度］ 

1-10 人 11-30 人 31-70 人 71-120 人 121 人以上

5％ 22％ 20％ 21％ 32％ 

 

資料 2-1-2 成績付与に用いる要素（卒業研究関係、教育実習を除く）［平成 23 年度］ 

各学部、共通教育センターのシラバスを調査し、以下の分類の成績評価がどのように用いられているかを整理した。 

要素（分類） 

A：試験・レポート（期末時のみ） 

B：授業への参加（発言、出席等） 

C：小テスト・中間レポート（期末時以外の提出物等） 

  

A のみ B のみ C のみ A＋B B＋C C＋A A＋B＋C 

48％ 5％ 0％ 11％ 3％ 31％ 2％ 

出典：『全学授業分析報告書 2011』（共通教育センター） 

 

資料 2-1-3 各学部でのコミュニケーション能力の涵養を図るための工夫 

学部 工夫の内容 

文学部 ゼミ形式の授業を多く配置して、ディスカッションをさせている。 

経済学部 ゼミや演習形式の授業を１年生から受けさせ、発表や質疑応答をしっかりやらせている。 

経営学部 フィールド実習として企業を訪問し、インタビューを行う授業「経営実践論演習」を必修にしている。 

工学部 グループでの実験、実習でコミュニケーション能力の涵養を図っている。 

 

 

計画２－２：習熟度別学習を充実させて英語コミュニケーション力を向上させる。 

 

本学では、平成 16 年度から、英語において４段階での習熟度別学習を行っている。入学後にプ

レイスメントテストを行い、学生を各レベルに振り分ける。振り分けられたレベルの授業（週２
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回で半期で２単位）に合格すると 1 つ上のレベルの授業を受講することができる。各学部の卒業

要件としては、英語４単位の取得が定められており、かつ、中級までの取得が求められている。

しかし、学外からみたレベルごとの到達目標が曖昧だったため、平成 22 年度に共通教育センター

英語部会の教員が、具体的なスキルレベルを踏まえた到達目標を定義した（資料 2-2-1：各習熟度

段階別の到達目標）。 

平成 23 年度には、実際に、この到達目標の有効性を検証するために英語の教員や各学部の教務

委員にアンケートを実施したところ（資料 2-2-2：到達目標に関する関係教員の意見）、改善すべ

き点が判明したので、平成 24 年度中に改善を図る予定である。 

 

資料 2-2-1 各習熟度段階別の到達目標 

段階 到達目標 

プレ初級 高等学校レベルの英語力を確実なものにする。 

初級 一般的な企業で概ね活躍できるレベルの英語力を身に付ける。 

中級 一般的な企業で活躍できるレベルの英語力を身に付ける。 

上級 国際的に活躍できるレベルの英語力を身に付ける。 

 

資料 2-2-2 到達目標に関する関係教員の意見（平成 23 年度実施） 

・TOEIC や TOEFL 等で示してもらわないと英語力が分からないのではないか（経済学部教務委員ほか 5 名）。 

・TOEIC 等の対策をして欲しい。（経営学部教務委員ほか 4 名）。 

・結局のところ具体的な到達目標にはなっていないのではないか。（英語教員ほか 8 名） 

・今後 GPA を導入する際に、上級の悪い成績と初級の良い成績をどのように扱うのかを考えておくべきではないか（文学部教

務委員ほか 3 名） 

・英語の論文が読めるように教育して欲しい（工学部教務委員ほか 3 名） 
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［目標２：説明］ 

４班 上條 泰（信州大学）、橋川 洋一郎（徳島大学）、下大田 真一（東京大学）、相澤 秀樹（株

式会社ＳＲＡ東北）、鶴崎 淳司（福岡教育大学）、宮浦 崇（九州工業大学：発表・まとめ） 

４班は、国際化に関連した英語によるコミュニケーションを掲げた計画に対して、どのように

評価を進めていくか、というところについて話を進めました。計画２－１には、「コミュニケーシ

ョン能力を涵養するために双方向的な授業を実施する」とありますが、まず、そもそものところ

で肝心なところは、使用する用語がしっかり定義されることだと考えます。計画を実施するセク

ション、あるいは大学が、組織としてのそれぞれの用語の意味・位置付け方についてコンセンサ

スを持っているかどうかということです。例えば大学として「コミュニケーション能力」をどう

位置づけるのか、学部・学科レベルでどのように定義付けをするのか、それらを明確にした上で

なければ、成果の測定は当然のこと目標設定もできないことになります。当班で取り上げた計画

を評価するにあたって、この問題が、たとえば「コミュニケーション能力」や「双方向性」とい

ったよく使われる文言において、「具体性」の欠如、「指標・基準」の不在の指摘へとつながって

いきます。 

次に、資料には自己評価のなかで単発のデータ（数値）提示がいくつかありますが、このデー

タをどう読んで欲しいのか（多いのか少ないのか・良いのか悪いのか、現状を単に説明したいの

か成果として示したいのか等）記述においてはっきりさせる必要があるという点です。そしてそ

れらを評価するための指標と基準が必要になります。当班では、資料中のデータ提示部分につい

て、経年のデータ提示とそれらとの比較が必要ではないかという意見が出されました。一見する

と単年度では悪いデータに思えても、それが前年度もっと低調であったものがここまで改善した、

ということを説明するために使うのであるならば、それはそれで使い道はあるだろうという話に

もなります。 

後に、計画２－２について、「習熟度別学習を充実させて英語コミュニケーション力を向上さ

せる」というところでは、ありがちな現状説明中心の報告になっているのですが、これでは評価

されることを前提とした文章としては不十分と考えます。 後の一文「改善すべき点が判明した

ので、平成２４年度中に改善する」とだけ記述があります。具体的にどういった課題にどのよう

な施策を講じ、どのレベル・水準に達して目標達成となるのかについて、具体的記述が見られま

せん。現状把握は当然大切ですが、次にどうつなげたいのかということが読み取れませんので、

それらの点を中心に修正要求をしていくことにしました。 

 

 

（報告内容以外のポスターの説明） 

４班の着目点 

・具体的な指標・基準を導き出すための用語定義の重要性 

→コミュニケーション能力／英語コミュニケーション力／双方向的な授業 等 

・データを用いる際の「経年変化」→資料２－１－１、２－１－２ 等 

他に、資料２－１－２を「双方向的な授業展開」の根拠とするには、具体的実施状況（内

容・数的なもの両面）の資料提示が必要である。 
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目標２

計画２－１

計画２－２

：コミュニケーション能力を涵養するために双方向的な
授業を実施する。

：習熟度別学習を充実させて
英語コミュニケーション力を向上させる。

課題 修正指示

●クラスサイズ
設定目標の提示
・今までのクラスサイズと
目標のクラスサイズの
具体的な数値

資料２－１－１でクラス
サイズが大きくないと
いえるのか？

グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視
し、特に英語によるコミュニケーションスキルの向上を進める。

●コミュニケーション
涵養の工夫
・具体的な実施状況
を示すデータがな
い

●コミュニケーション
能力
・そもそもの指標が
ない

●双方向的な授業
・具体的にどのような
授業

●成績要素（双方向
性）

・演習科目の量を
示すデータがない

２－１－３

「示すような取組が実施さ
れている」 →根拠必要
↓
「図られていると思われ
る」

計画２－１

コミュニケーション能力
を計る指標が明確に
なっていない

「双方向的な授業」を行う
のに、どのような工夫を
図ったのかが明確でない。

２－１－２

成績付与に用いる要素と
して「Ｂ：授業への参加（発
言、出席等）」を用いる

授業の割合が低く、双方
向な授業を展開していると
いえない

・過去のデータを出して、改善
の度合い（経年変化）がわか
るようにしていただきたい。

・「○人以下にする」というよう
な指標を確定していただきた
い。

・具体的な取り組み
を表す根拠データ

・コミュニケーション能
力獲得を説明するた
めの指標明示

・演習科目の実施数
を示すデータの開示

・経年データ等を用い
た計画の必要性・妥当
性への言及

・双方向的な授業として、

従来型の演習授業等の
実践内容についての言及。

・具体的な工夫および目
標数値の提示

・一般に双方向性が認
められる演習系授業の
具体的実施状況（クラ
ス数等）のデータ開示

コミュニケーション能力を
成績評価で重視している
ことが分かるデータを（経
年比較、どう重視している
か）

演習科目の実施状況（授
業数）

課題 修正指示

２－２

英語のスキルレベルの指
標の検討（検証）は行って
いるが、コミュニケーション
能力を向上させる施策（計
画）となっていない

コミュニケーション
能力向上の施策が
未提示
改善方法がない
：検討のうえ明示

資料２－２－２

に対して、具体的な
改善方法（目標）の
提示がない

４班
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［目標２：コメント］ 

３班 澤登 秀雄（創価大学：まとめ）、加賀 悠貴（熊本大学）、有馬 定昭（宮崎大学）、 

吉田 恵（神戸大学）、木村 渉（株式会社ＳＲＡ東北）、犬塚 信博（名古屋工業大学：発表） 

計画２－１の経年変化については、我々はあまり議論しませんでしたので、勉強になりました。

計画２－２のほうで、４班さんのポスターに書かれていないことで、我々が議論したのは、計画

なかで「向上させる」と書いているのに、そのことについての記述があまりないね、ということ

でした。 

 

（ポスターの説明） 

・計画２－１ 

・本計画が何年度から開始されたのか、どの様な年度計画を踏まえて２３年度の成果とな

ったのかが見えない。 

・資料についても、単年度のデータだけでは改善が成されているのかが見えない。 

・コミュニケーション能力とは何かが見えない。 

 

計画２－２ 

・英語コミュニケーション力の向上の目標・目的が見えない。 

・習熟度別学習（４段階）内容についての記述がない。 

・当計画の実施期間（H16～23）までの数値的資料（学生数：段階別の数値）、（卒業要件：

単位取得、中級取得者数）が必要である。 

・資料２－２－１の到達目標は、具体的なスキルレベルを踏まえた到達目標といれるのか。

・資料２－２－２はあくまでも関係教員の意見であり、改善すべき点として精査されたも

のでない。また、改善を図るための具体的方策・計画を策定すると良いと思う。 
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目標２

計画２－１

計画２－２

コミュニケーション能力を涵養するために
双方向的な授業を実施する。

習熟度別学習を充実させて英語コミュニ
ケーション力を向上させる。

問題点

必要な
資料

不適切
な記述

問題点

必要な
資料

クラスサイズ
の基準がない

双方向授業の
根拠資料不足

Ｃ能力涵養の
証拠がない

大学が考える
基準

ゼミなどの数 ＦＤ活動の実
績

学生へのアン
ケート

カリキュラム
（必須であるか？）

クラスサイズ
121人以上 32％

成績付与

試験・レポートのみ
48％

到達目標の数
値化

学習（方法）等
に関する記述
なし

向上した学生
の数（段階別）

改善すべき点
が不明確

数値が必要 授業のシラバ
スを提示する

到達した学生
の数

判明した改善
点の提示

３班

46



目標３：学生の学習支援、生活支援を充実させ、質の高い学生生活が送れるように努める。特に

経済的支援を充実する。（責任部局：学務部） 

 

計画３－１：担任制度や学生相談室を充実し、学生生活に関する様々な相談に対応できる体制を

整える。 

 

各学部では、担任制度を導入している。１年生から３年生までは、50 名程度の学生を１クラス

として、１名の教員が担任となる。原則的には、同一教員が３年間同じクラスを担当することが

推奨されているが、一部そうなっていない学部もある。４年生は、原則的に卒業研究の指導教員

が担任となる。学部ごとに担任の業務は様々だが、計画１－２で記載したとおり、全学共通業務

として成績表の交付の際に面談を行うことを義務づけている（年２回）。 

各学生への履修指導や生活指導は各担任に任せているが、指導の際に気がついた点などは、各

学部の学生委員会に報告してもらい、学部として情報を共有の上、責任を持って対応している。

各学部が把握している現場の課題の情報などをもとに、平成 22 年度には、メンタルヘルスに関す

る全学 FD 研修会、平成 23 年度には、パワハラ・アカハラに関する全学 FD 研修会を実施し、教

員の指導力向上に努めている（資料 3-1-1：学生指導系の全学 FD について）。 

また、学生相談に関しては、平成 22 年 4 月から学務部学生課が「学生よろず相談室」を設置し

ており、学務系の経験豊富な事務職員 OB・OG が相談員を務め、学生からの相談に対応している

（資料 3-1-2：学生よろず相談室での相談件数と主な内容）。１ヶ月あたり 25 件程度の利用があ

り、十分な支援ができていると判断する。 

 

資料 3-1-1 学生指導系の全学 FD について 

・平成 22 年度「学生のメンタルヘルスと休学、退学について」というテーマで、学外有識者を招き講演会を実施した。活発な

質疑応答があった。参加者（教員）30 名。 

・平成 23 年度「パワハラ・アカハラを未然に防ぐ！」というテーマで、学外有識者を招き講演会を実施した。昨年度に引き続

き活発な質疑応答があった。参加者（教員）32 名。 

 

資料 3-1-2：学生よろず相談室での相談件数と主な内容 

平成 22 年度：225 件（来訪学生：186 名） 

平成 23 年度：375 件（来訪学生：145 名） 

相談内容は、年度による違いはあまりなく、以下のことが多かった。 

１）学業不振に関すること、２）就職に関すること、３）生活トラブルに関すること（アルバイト先での人間関係、ゴミ出しル

ール等）、４）経済的な問題に関すること。 

 

 

計画３－２：学生に対して、授業料免除、各種奨学金制度などの独自の経済的支援を行う。 

 

授業料免除（評価大学特待生制度）については、入学試験時の成績優秀者を対象に実施してい

る。平成 20 年度入学者向け入学試験分での授業料免除者は 10 名だったが、平成 23 年度入試分

での授業料免除者は 15 名と、150％増しとなっており、支援を充実させた（資料 3-2-1：授業料
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免除者の推移）。 

また、本学では、奨学金に関する情報を収集し、情報の一元化を図った上で、学生に掲示板等

を使って提供している。奨学金の獲得実績（全学年）は、平成 20 年度の 1,225 件から平成 23 年

度の 1,281 件へと順調に増加し（資料 3-2-2：奨学金の獲得状況［全学年］）、適切な経済的支援が

図られている。 

 

資料 3-2-1 授業料免除者の推移（名） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

日本人向け入試（推薦・一般） 10 10 15 15 

私費外国人特別選抜 3 8 5 5 

 

資料 3-2-2 奨学金の獲得状況［全学年］ 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

（本学が把握している）獲得件数 1,225 1,321 1,012 1,281 

受給者率（受給者数／学生数）* 39.2% 40.6% 35.3% 36.7% 

採択率（採用者／応募者） 69.2% 67.1% 65.0% 62.3% 

* 1 人の学生が複数の奨学金を受けている場合がある。 
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［目標３：説明］ 

７班 藤川 昌幸（九州産業大学）、宮本 貴朗（大阪府立大学）、高谷 徹（株式会社三菱総合研究

所）、末次 剛健志（佐賀大学：発表・まとめ）、小川 義弘（岡山大学）、後藤 尚宏（山形大学） 

目標３は「学生の学習支援、生活支援を充実させ、質の高い学生生活が送れるように努める。

特に経済的支援を充実する。」ということで、「質の高い学生生活」と「経済的支援」という２つ

の内容があって、それに沿って２つの計画が立っているわけです。そのような構造となっている

計画の取組実績に対し、当班では、どちらかというとブレインストーミング的に、みんなで意見

を出し合って、それをまとめてみる、という感じで作業を進めました。 

具体的にどのような意見が出たのか、ということを申し上げますと、まず、計画３－１では、

「担任制度や学生相談室を充実し」となっているわけですが、そもそも何を充実させるのかよく

わからない、という議論がありました。「担任制度を導入している」という実績の記述に対し、そ

もそも学部任せではないか、と。このような内容で「大学として計画を立てて推進している」と

果たして言えるのか、ということです。「原則的には、同一教員が３年間同じクラスを担当するこ

とが推奨されているが、一部そうなっていない学部もある。」と書いてあるのですが、「原則的に

推奨する」となっていることから、そういうところが学部任せになっているわけですね。 

また、学習支援や生活支援のデータがそろっていないのではないか、という意見もありました。

例えば、FD の参加人数が出ていますが、「評価大学概要」に記載されている教員数の割に、参加

者数が少ないわけですね。本当にそれで計画を満たしているのか、ということです。 

学生相談室のほうでは、話の中で、相談室を作ったこと自体は評価できるよね、という意見が

出てきたのですが、どうしてもこういうときにはツッコむことばかりやってしまうので、「責任部

局が実施した取組を褒めて励ますことも必要」という意識を共有できて、個人的には少しうれし

かったです。 

ただ、そうは言っても、相談の中身についても意見がありましたし、相談体制を充実させると

いう意味では、相談件数も重要になってきます。相談件数や来訪学生数が実数なのか延べ数なの

かも分かりません。これだけではちょっと分析できないよね、ということで、もう少し詳しい、

細かいところもきちんと対応しておくことも大事だろう、という話もしました。その上で、学生

アンケートを実施して満足度や問題解決率などのエビデンスを準備しておくよう、責任部局に促

す必要があるのではないか、という意見も出ました。単に相談件数がどうなっているか、という

ことだけで結果が伴っていなければ、充実しているかどうかは言いにくいだろうと思います。相

談を受けて、その結果学生さんがどうなったのか、ということをきちんと示していかないと、こ

の計画を達成したということはなかなか言えないのではないか、ということです。 

また、FD ですね。FD をやっているのは分かるけれども、それをどのように学生に反映させて

いるのかがよく分からない。例えば、指導力の向上など、実例ですね。単にやっているという話

ではなく、何か向上したという実例を示して、定性的な話でもそれがエビデンスになりますので、

大事だろう、と。それで、指導内容やアンケートについても意見が出ました。例えば、履修指導

や生活指導では、内容などを記録して数値化することも必要ではないか、学生のアンケートも実

施を促さないと、ということです。 

計画３－２ですが、これは経済的支援の話です。具体的には、授業料免除や奨学金の話になる

のですけれども、実績について、まず「授業料免除が充実した」旨の記述となっていますが、中
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身、データが人数しかありません。人数は増えているのですが。では、予算規模はどうだったの

か。授業料免除とは予算措置を伴うものですから、人数だけではデータとして不十分だろうと。

例えば、極端なことを言えば、予算はそのままで人数だけ増やして、結果として一人あたりの支

援額は減ってしまっている、ということもあるわけですね。 

また、奨学金の情報提供の取組状況についても記載があるのですが、その在り方、と言います

か、計画では「独自の経済的支援を行う」ことになっているのですが、記述内容ではありきたり

のことしかやっていないよね、という議論にもなりました。「独自」とは何かを 初からきちんと

考えておくことが大事だろう、この記述だけでは「独自」の部分は全然見えてこなかった、とい

うことです。 

 

（報告内容以外のポスターの説明） 

・計画３－２に関しての内容は、これまでの説明のほか、次のとおり。 

・奨学金には有利子・無利子のものがあり両者の違いも大きい。これらを明確にすべき。 

・計画３－１の資料３－１－２における相談内容に「４）経済的な問題に関すること」が

あがっている。よろず相談室との関係はどうなのか記述が必要ではないか。 
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目標３

免除者について全学免除な
のか半額免除なのか不明

返還が必要な奨学金なのか
給付型なのか違いが不明

計画
３－１

３－１－１
各学部→大学全体でない ３－２－２

奨学金の獲得状況
（記述） （データ）
順調に増加 ｜そうなって

いない

情報提供
学生掲示板のみ

学生への情報提
供が不十分

３－２

大学として経済的
支援にどれぐらい
の資金を出したの
かがわからない
↓
授業料免除など
の金額を明示する
1件当たりの金額
を明示する

（１ａ）

担任制度や学生相談室を充実し、
学生生活に関する様々な相談に
対応できる体制を整える。

学生に対して、授業料免除、
各種奨学金制度などの独自
の経済的支援を行う。

各学部、担任制度、
一部そうなってい
ない学部

担任制度

大学としての方針
を明確にする

担任制度の充実

「原則的には・・・推奨・・・
一部そうなっていない」
→何も言っていない！！

３－１－１

学習支援、生活支
援のデータは提示
されていない

全学ＦＤ教員数
に比べ参加者が
少ない。

相談室の設置は評価できるが、相談件数、
来訪学生数は実数なのか延べ数なのか。

３－１－２
相談室の件数が「のべ」なのか分からない
相談件数はＵＰ、学生数はｄｏｗｎしてる
リピータが増えている

↓
学生アンケートで解決したかどうかをエビ
デンスとする

３－２－２

受給者数／学生数、
採用者／学生数の
比率でなく、数字を
明示する

周知、広報の方法が明
確でない
（学生相談室について）
→記載指示

ＦＤをどう学生に反映
させているか明らか
でない
→指導力向上の実例
を示す

数が少数

開催日時はいつか
不明

学生よろず相談室の
利用方法について、
学生への周知方法が
記載されていない

独自の経済的支援
“独自”の各種奨学金制度
→書かれていない

免除額の総計の
記載がない。

３－１

履修指導、生活指導
については、相談件
数や内容を記録して
数値化する

アンケート結果など
がないので、学生が
充実を実感できてい
るのか
→アンケートを取るよ
う指示

３－２

奨学金がそもそも「独自」
ではない

計画
３－２

（１ｂ）

（２ａ）

（２ｂ）

増加している？

支援内容

担任

学習支援、
生活支援
のデータ
なのか

相談件数
の中身

周知 ＦＤの意味

学生よろず相談室利
用者の満足度や問
題解決率が不明
→学生へのアンケー
ト実施をうながす

アンケート
指導内容

情報提供

独自の？

金額

７班
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［目標３：コメント］ 

２班 森藤 郁美（鳥取大学）、藤田 悠子（お茶の水女子大学）、土橋 慶章（神戸大学）、 

森 雅生（九州大学：発表・まとめ）、斉田 裕二（株式会社ＳＲＡ東北）、伊藤 孝（大阪府立大学） 

計画１つに１点ずつ指摘をさせていただきます。計画３－１のほうには、担任制度のことがあ

るのですが、これは記述を読んでいただくとわかるのですが、大学の計画というのは、担当課は

一生懸命やるのですが、全学での取り組みがなかなか普及しない、ということが露呈しているの

ではないか、ということがあります。担任制ということは全学の先生方にお願いしてやっていた

だいているわけですけど、「情報共有がなされた」というところで、根拠資料がないところでそう

書かれています。ここはどういう風に評価書を書くか、ということであって、実際には大学で改

善をする必要があると思われます。 

計画３－２の奨学金ですけど、継続して数値が上がっている、という風にはなっていますけど、

上がるのがいいことなのか、というところもありまして、データをよく見ますと採択率は下がっ

たりしているわけですね。ですので、むしろ、原資はどこかということなどを記述して、継続的

に確保されているのかどうか、ということや、奨学金の分配がきちんと、基準やどういうプロセ

スで学生を選んで給付しているのか、ということをきちんと書くのも良いのではないか、という

ような意見が出ました。 
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目標３

質の高い
学生生活のための

学習支援
生活支援

経済的支援

担任制
相談体制

ド
ー
す
る説

明
！

P.11の留学生に対す

るチューター制度につ
いても記述してはどう
か

面談の回数を具
体的データ
で！！

全学ＦＤで「活発な質疑応
答」とあるが具体的な内容
がわかるような記述にさせ
たい。

担任の人数は以前
より増えているの
か？？

よろず相談の内容
と件数の内訳
は？？

相談内容が多かった
H22 H23
件 人 件 人

学業不振
就職

○統計的な経済的な問題
→具体的な対応策（３－２
との関連）

奨学金の獲得件数に結
構バラツキがあるが説
明がなく、H20/H23だけ
の記述になっている

P.11の留学生に対する

チューターに謝金を出して
るなら、経済的支援の一
例としてもいいのでは

授業料免除

支援を充実させたとあ
るが、どのような支援
を行ったのか

奨学金支援の内容

一時的なものか継続
性のあるものか

支援の趣旨

根拠資料から「適切な支
援」であったか読みとれる
ようにする。

資料３－２－２奨学金獲得
状況

獲得件数は上がっている
（全体で見ると）が、受給
者率や採択率は下がって
いる）
→大学全体の状況は？

目標３

３－１

入試後の免除の制度
はなかったのか？

ある場合はその報告
もあると強みになる

担任制が充実でき
ているか具体性に
欠ける。

３－２

担任制度について充実し
たかどうか不明

人数、活動内容、相談内
容の経時的な記述があれ
ばよいのでは

生活指導の関係
者の情報共有の
根拠

学部の学生委員会や全学
ＦＤに反映しているなら、
その委員会などの資料、
議事録から根拠資料を作
れるのでは

ＦＤは、いつ、どこで、
どんな先生が対
象？出席率は？

H23.3.11東日本大震
災、台風12号、近畿豪

雨など「災害地域」学
生への適用は？？？

学生よろず相談室の相談
内容に「経済的問題」があ
るので、そこでの対応状況
の記載があれば、経済的
支援の具体例となるので
は

よろず相談で「経済
的な問題」の解決
状況は？
→目標との一致を。

独自の経済的支援
→独自な点とは何
か分かりやすくする

根拠資料は分かりやすく。

３－２－１授業料免除者の
推移

グラフに２種類のデータが
あるが、片方しか使用され
ていない

・特待生制度：授業料免除
→入学時の成績優秀の基
準がわからない

・前期はこれでよいが後期
からＧＰＡを採用すべき

日本学生支援機構奨学金
でも
第１種：無利息
第２種：有利息

の違いがあるので区分し
た方が良い

受給者数／学生数
採用者／応募者

実数値があった方が良い

奨学金

大学独自の奨学金制
度は？あるのであれ
ばその報告がほしい。

獲得状況は数値として
良くないように見える

プロセスを報告に加え
たい

２班
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目標４：教育内容の充実のために国際的水準の研究を実施するとともに、外部資金の獲得を図る。

（責任部局：研究協力・地域連携部） 

 

計画４－１：外部資金の獲得を奨励し、研究の活性化を図る。 

 

評価大学では、国際的水準の研究を実施するため、科学研究費補助金への応募を奨励している。

平成 23 年度の応募実績（何らかの外部資金を得ていない教員のうち科研費に応募した者の割合）

は 60％であり、採択実績は 15％であった（資料 4-1-1：科研費応募・採択実績）。 

研究環境の改善に向け、教員への聞き取り調査を実施したところ、文系については、「研究費よ

りも時間が欲しい」という趣旨の意見が多く、科研費応募にあまり意欲的ではなかった。理系の

教員については、「研究費の必要性は感じており、科研費に応募しているのだが、なかなか採択さ

れない」という意見が多かった（資料 4-1-2：研究環境に関する聞き取り調査結果）。これらのこ

とを踏まえると教員によって置かれている研究環境の違いはあれど、全般的に研究の活性化が図

られていると考えられる。 

 

資料 4-1-1 科研費応募・採択実績 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

応募実績* 58% 60% 62% 60% 

採択実績 13.2% 14.3% 14.1% 15.0% 

（参考）科研費全体の採択率** 20.3% 22.5% 22.1% 28.7% 

* 何らかの外部資金を得ていない教員のうち科研費に応募した者の割合 

** 出典：文部科学省資料（http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/27_kdata/index.html） 

 

資料 4-1-2 研究環境に関する聞き取り調査結果 

・各学部２名の教員から聞き取り（平成 23 年度実施） 

Q1：研究資金について（教育実施経費として配分している 30 万円［工学部 50 万円］以外について） 

「研究費よりも時間が欲しい」（文学 2、経済 1、経営 1） 

「研究費が足りない（大学として補助して欲しい、外部資金をがんばりたい）」（工学 2） 

「特に困っていない」（経済 1、経営 1） 

Q2：研究設備について 

「図書、電子ジャーナルなどを充実して欲しい」（文学 1、経済 2、経営 1、工学 2） 

「実験設備の充実をして欲しい」（工学 2） 

「とくに無い」（文学 1、経営 1） 

  

 

 

計画４－２：国際的な水準の研究を実施するために個人の研究評価を行う。 

 

本学では、半期ごとの勤務評定以外に、３年に１回、改善を目的とする教員評価を実施してい
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る。各教員は、教育や研究、社会貢献、校務の４分野ごとに３年間の実績リストとその自己評価

（良かった点と改善点）を学部長に提出する（資料 4-2-1：教員評価における全学部共通項目［研

究分野］）。学部長は、分野ごとに４段階の評価を行い（資料 4-2-2：研究分野の評語）、いずれの

分野でも一番下の C 評価となった者に対しては、後日、学部長と面談を行うことになっている。

なお、どの程度の業績や自己評価の結果に対してどのような評価を下すかについては、各学部長

に一任している。 

平成 22 年度に実施した評価結果をみると（資料 4-2-3：研究分野の各学部での評価結果と C 評

価となった者の理由）、概ねどの教員も熱心に研究を実施していることがわかるが、一方で、本学

の研究力向上が図られているのかどうかが、教員評価からは見えてこないため、何らかの方策が

必要であると考えられる（資料 4-2-4：学部長懇談会での主な意見）。 

 

資料 4-2-1 教員評価における全学部共通項目［研究分野］ 

○研究業績（論文、著書、研究発表、シンポジウム等、知的財産権） 

○共同研究実績（技術・経営相談などを含む） 

○学術賞の受賞 

○外部資金の獲得 

 

資料 4-2-2 研究分野の評語 

S：極めて優秀な研究活動を実施している。 

A：優秀な研究活動を実施している。 

B：概ね優秀な研究活動を実施している。 

C：優秀な研究活動を実施できていない面がある。 

 

資料 4-2-3 研究分野の各学部での評価結果と C 評価となった者の理由 

 S A B C 

当該評語の教員の割合 10% 80% 8% 2% 

C 評価となった理由 提出がなかった。白紙だった。 

 

資料 4-2-4 評価結果を持ち寄った学部長懇談会での主な意見（研究分野のみ抜粋） 

○外部資金の獲得が増えない理由について 

「自己評価書に、外部資金の獲得結果については記入する欄があるが、科研費や外部資金への応募状況については、記す欄がな

く、また、応募しなくてもペナルティが課せられるわけでもないのが一因ではないか。」 

○国際的水準と評価水準について 

「評価大学がめざす研究の国際的水準とは何か、という議論が進んでおらず、教員の理解もまちまちであり、評価基準や評価方

法も明確に定まっていないため、毎回、どのような業績にどのような評価を下すのか苦労している。」 
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［目標４：説明］ 

９班 藤原 将人（立命館大学：発表・まとめ）、伊藤 慶之（福岡教育大学）、牧野 晃治（名古屋

工業大学）、荒木 隆幸（山形大学）、渡辺 雄貴（首都大学東京） 

議論内容の全体の大きな流れとしましては、目標とそれぞれの計画、行動部分の記述を読んで、

どのような評価指標が立てられ、自己点検・評価がなされているのか、ということです。 

計画４－１では、「外部資金の獲得を奨励し、研究の活性化を図る。」という計画を立てられて

いるのですが、具体的にどのような奨励が図られたのかということに対して、そのような記述が

ないだろう、ということが挙げられました。その上で、具体的な記述としては、例えば、こうい

う取り組みをやっていますよ、というような例を示して記述してもらう必要がある、それを各部

局に示していくことが必要ではないか、ということを議論しました。例えば、説明会を実施する、

外部資金の情報提供を行っている、インセンティブを付与する、などがなされているのか、そう

いうことが考えられるのではないか、ということを、具体的に、部局に示すことが必要になると

考えられます。 後の部分の記述で、「全般的に研究の活性化が図られていると考えられる。」と

まとめられているのですが、実際にデータを見ますと、応募実績は少ないですし、本当に研究の

活性化が図られているのか、という点で、評価を再度考えていかなければならないことであると

思われます。また、「考えられる」とか、こういうこともあるけれども、など曖昧な記述が目立ち

ますので、こうした部分は具体的に記述をしていく必要があるだろう、今後、あわせて指示を出

していく必要がある、と議論していきました。 

計画４－２ですが、これは「国際的な水準の研究を実施するために個人の研究評価を行う。」と

いう計画が立てられているのですけれども、「国際的な水準の研究」と教員個々の研究評価との関

係が、本当につながるのかという点でやや疑念が生じるので、計画の立て方そのものに若干違和

感があるところです。既に５年間の計画の 終年度ですので、次の計画での改善提案になるか、

という議論をしました。具体的な行動計画レベルで見ていくと、国際的な水準の研究の実施とか、

個人の研究評価の実施ですが、国際的な研究水準とは何なのか、ということが全く触れられてい

ませんので、このあたりは評価指標とあわせて明確化を図っていく必要があるだろう、という意

見が出ました。この評価指標の明確化については、英文の論文がどのような状況であるというこ

とや、国際学会でどのような活動をされているのかということなどの具体的な取り組みを例示し

ながら各部局に指示を出していく必要があるだろう、というような形で議論を進めました。 
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（目標４）

教育内容の充実のために
国際的水準の研究を実施
するとともに、外部資金の
獲得を図る。

取組
・説明会
・各学部への
アドバイザー配置

・インセンティブ付与
・外部資金情報提供

取組
・図書・電子ジャー
ナルの充実（すべて
の学部から要望）

・実験設備充実

研究の活性化
外部資金の獲得奨
励

個人の研究評価の
実施

国際的な水準の研
究の実施

評価指標の明確化
国際的研究水準の
明確化

教員評価
「各学部長に一任」
⇒客観性に疑問

指標の例示
・英文論文・発表
・国際学会・雑誌等

教員評価
⇒４分野（教育・
研究・社会貢献・

校務）全体の中での
研究を評価すべき

取組
・分野横断プロジェ
クト

・インセンティブ付与
・支援部門の強化

（計画４－１）

外部資金の獲得を
奨励し、研究の
活性化を図る。

研究の活性化
が本当に図ら
れているか

あいまいな
記述ではなく、

具体的に記述
する

記述：「研究環境の
違いはあれど、全般的

に研究の活性化が図ら
れていると考えられる」

奨励に関する
具体的な記述がない

（計画４－２）

国際的な水準の研究
を実施するために個
人の研究評価を行う。

行動計画 行動計画

指示 指示

目標４
目標

指示

改善提案

「国際的な水準の研
究」が何か明確ではなく、
「個人の研究評価」との
関係でも評価指標が不
明確なので、計画内容
に改善が必要

９班
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（報告内容以外のポスターの説明） 

１．事例の選定 

・研究分野は、設置形態を問わず、各大学におおむね共通する課題であり、数値目標も

あって評価に取り組みやすいと判断したことから、本事例を検討した。 

 

２．事例の内容 

（１）計画４－１ 

・「資料４－１－１ 科研費応募・採択実績」の採択実績を経年推移で見ると、水準を維

持していると評価するか、過去４年間で約２％増加していると評価するか、どのよう

に評価するかが難しいとの意見があった。 

・目標達成に向けて、大学としてどのような取り組みを行ったが重要であるにも関わら

ず、全般的にエクスキューズした記述が目立つとの意見があった。 

・「資料４－１－２ 研究環境に関する聞き取り調査結果」によれば、図書・電子ジャー

ナルの充実についてすべての学部から要望があるが、対応する記述がなく、必要な取

り組みとして考える必要があるとの意見があった。 

 

（２）計画４－２ 

・記述によれば、教員の研究評価は、「各学部長に一任」されており、客観性の確保に疑

問があるとの意見があった。 

・「資料４－２－４ 評価結果を持ち寄った学部長懇談会での主な意見（研究分野のみ抜

粋）」によれば、「評価大学がめざす研究の国際的水準とは何か、という議論が進んで」

いないとあり、また、「教員の理解もまちまちであり、評価基準や評価方法も明確に定

まっていない（中略）どのような業績にどのような評価を下すか苦労している」とあ

ることからも、大学として評価がほとんどできていないのではないかとの意見があっ

た。 
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［目標４：コメント１］ 

１班 山本幸一（明治大学：発表・まとめ）、寺口浩史（金沢大学）、岡本世紀（お茶の水女子大学）、

藤井都百（名古屋大学）、三田晴伸（名古屋工業大学） 

計画４－１に関係して、立命館の藤原さんのご報告で触れられていなかった点の議論について，

１点コメントします。現状を説明するためのエビデンスの利用方法についてです。「教員への聞き

取り調査」の使い方，アンケート等の調査結果の利用に関する留意点について、1 班で議論しま

した。 

資料 4-1-2 の「研究環境に関する教員への聞き取り調査」の結果は，「研究の活性化が図られて

いる」とプラス面でのエビデンスとして利用されています。しかし，この調査結果の内容を確認

しますと、「研究費よりも時間が欲しい」，あるいは「図書の充実をして欲しい」等の意見や要望

が記載されています。これらは意見や要望に過ぎず，研究の活性状況を評価する指標として適切

であるか，妥当性に疑問があります。結果の読み方によっては，マイナス・エビデンスとも考え

られる内容です。 

この報告書では，「教員にアンケートを行った」ことを，安易にエビデンスとして利用したと思

われます。評価にとって，アンケートや調査はエビデンスとして，わかりやすく重要な資料の一

つですが，アンケート結果が，目的・目標の達成度や計画の進捗度を適切に評価する内容でなけ

れば意味がありません。 

今回の「教員への聞き取り調査」では，研究環境の改善に関して様々な意見が寄せられていま

す。これらは，現状に不満足の点があり改善すべき事項として，今後の改善計画に活かしていた

だくような記述として活用すると，調査として活きてくるもの思われます。アンケートを採った

からといって、それをそのまま評価結果に安易に使うことなく、もう少し分析してみてはどうか、

調査を行う際には調査仮説を明確にすること等，“評価における調査結果活用の留意点”について

検討が行われました。 
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目標４

★事実の記述が曖昧
「応募を奨励している」
→どのようにという手段

（例えば，説明会の開催，
教授会での依頼等）の記
述がない。

研究
計画４－１ 外部資金，研究の活性化

指

摘

修

正

案

Ｂ 改善点の提案

１ａ １ｂ

★評価の根拠とした調査結
果の説明・分析が不足
「教員への聞き取り調査」→
科研費応募に積極的ではな
い等を根拠に「研究が活性
化している」と評価。

★奨励した手段を記述す
るように修正を指示

「～等の奨励策を行って
いる。」

★記述方法を，設問別に
分ける等，調査結果を活
かした評価になるよう指示

「『Ｑ１資金』の結果と『Ｑ２
環境』の結果は，分けて評
価し，記述する。」

「Ｑ１の使い方：研究時間
の確保が必要，Ｑ２の使い
方：図書の充実が必要等」

★図表の数値の使い方が
不明確

「資料４－１－１ 科研費
の応募・採択実績」

・母数，実数の記述がなく，
算出根拠が不明

★母数，実数を示すこ
とを指示。

★計画の表現方法

目標と計画のツリー構造
における，目的と手段の
関係が未整合である。

★目標の記述方法の修正
が必要
（ex.） 国際水準の研究を

実施するとともに，外部資
金の獲得を図る。

↓
外部資金を獲得（手段）し、
国際水準の研究を行う
（目的）。

※大学の「研究」は，外部
資金獲得が最終アウトカ
ムではない。

★分析の追加

「全員が資金を欲しい訳で
はないこと等，調査結果の
内容確認，分析を指示」

★計画に対応した評価に
なっていない。

「外部資金の獲得」に対し
て，科研費の応募状況の
みの記述しかなく，外部資
金全体（共同研究など）に

関する記述がない。

２ａ ２ｂ

★根拠資料の数字と評価結
果が整合していない。

①科研費採択率が全国平均
より，10ポイント以上下回っ

ているにも関わらず「活性化
している」と評価。

②評価指標として，採択実
績を用いた理由が不明。

★計画５－２にある「資料
５－２－１ 共同研究・受
託研究・奨学寄附金実績」
のデータを用いて説明す
ることを指示。

★数値についての評価方
法・評価基準，評価指標と
してのを妥当性（理由）を
記述するように指示。

★評価基準・分析指標が
不明

「全般的に活性化が図ら
れている」
→何を基準に判断したの
か根拠が不明。

★研究設備，研究支援環
境の状況を示すデータを
追加し，評価することを指
示

「研究設備の充実状況を
示すデータ（例えば，設備，

研究予算，ＲＡ人数等）」
★教育実施経費（30万円）

以外にあると思われる各
種研究費の金額，実績等
のデータの追加を指示。

★研究実績そのものの
データを追加し評価するこ
とを指示

「資料４－２－１ 教員評
価における全学部共通項
目」のデータ（研究業績，
学術賞受賞等）」

Ａ 計画の達成状況の判定と修正指示・追加資料の請求

進捗説明が不十分のため、
文章・データを修正指示

進捗説明が不十分のため、
データや分析の追加を指示

Ａ大学の評価書の問題点
として指摘すべき事項

計画に対応する記述がないため、
文章・データの追加を指示

計画に対応する記述がないため、
データと分析指標再考を指示

指

摘

修

正

案

報告書を読み、修正すべき箇所をA・Bに分類し，Aは，さらに４項目（１a/b，２a/b）に構造化し，指摘を行った。

１班
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（報告内容以外のポスターの説明） 

１ 検討の方法について 

・報告書の記述を読み、修正すべき箇所・内容を次の４つに分類し指摘した。 

 1a： 計画の進捗説明が不十分のため、文章・データを修正指示 

 1b： 計画の進捗説明が不十分のため、データや分析の追加を指示 

 2a： 計画に相当する記述がないため、文章・データの追加を指示 

 2b： 計画に相当する記述がないため、データと分析指標再考を指示 

２ 検討の内容について 

・科研費の応募実績、採択実績、全体の採択率の算出式が不明。異なる計算で算出されて

いる可能性のある数値同士を比較するのは問題。 

・上記の計算式が妥当で、比較可能であったとしても、採択実績は科研費全体の採択率を

下回っている。これをもって、研究の活性化が図られているとするのは、論理の飛躍があ

るのではないか。 

・「教員への聞き取り調査」を行っているが，調査の目的，調査結果の利用方法が十分に議

論されていないのではないか。「外部資金の獲得」という計画の根拠としてふさわしい調

査であったか，妥当性の検証が必要である。 

・科研費の採択実績や，教員への聞き取り調査の結果等は，計画に照らして，マイナス・

エビデンスになっている。マイナス・エビデンスを無理に肯定的に評価するのではなく，

実直に次への改善提案になるような評価の方法を行うべきである。 
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［目標４：コメント２］ 

１３班 松本 みゆき（名古屋大学）、安藤 聖敏（岐阜大学）、新井 泰彦（関西大学）、池山 尚高

（大阪市立大学）、渡邉 孝（お茶の水女子大学）、平井 賢治（鳴門教育大学：発表・まとめ） 

計画４－２の方ですが、特にデータのほうでエビデンスとして足りないのではないか、という

意見がありました。例えば、資料 4-2-1（教員評価における全学部共通項目［研究分野］）などで

したら、具体的に基準を示さないと分からないのではないか、とか資料 4-2-3（研究分野の各学部

での評価結果と C 評価となった者の理由）では、「C 評価となった者の理由」が書いてあるわけ

ですが、「提出がなかった。白紙だった。」ということで、それ以外は、何かしら評価されている、

ということで非常に甘いわけですね。これも経年ごとに学部ごとにデータが出るとわかりやすい

のでは、という意見がでました。 

 

（当日の報告した以外のポスターの説明） 

・このポスターは各人が提起した問題点について、修正案または指示する内容と、必要が

あれば具体的に指示を出した後の再分析を表示したものになっています。 

・この目標 4 では、大きな疑問点がいくつもあります。 

初っぱなでは、目標としている「外部資金の獲得」ですが、何故かここでは科研費しか

論じていない。で、資料 5-2-1 を見てみると共同研究・受託研究で得た外部資金の実績が 4

年前の 40～60%台に落ち込んでいる事実があります。意図的かは断じ得ませんが、不利な

情報を出さなかったにもかかわらず別章の資料には挙がっているこの事実から、章ごとに

別の執筆者がいて、横の連携が良くないことが想像されます。 

 また、計画 4-2 では「国際的な水準の研究を実施するために個人の研究評価を行う。」こ

ととしていますが、その割には教員評価は 3 年に１度だったり、研究分野の評価結果では、

C 評価となった理由は「提出がなかった。白紙だった。」ということだけでそれ以外は何か

しら評価されている、という非常に甘いものです。また、資料 4-2-4 にあるとおり「国際的

水準とは何か、という議論が進んでおらず」という状態であることから、目標の立て方の

甘さと目標を遂行するための計画の杜撰さが際立ちます。 

・それ以外にも、資料に使用しているデータの大雑把さが挙げられます。 

 せっかく調べているのに理系・文系の分野別に分けていないとか、聞き取り調査の数が

圧倒的に少ないとか、もう少しで何かが見えそうなのに残念な結果になっています。 

・そのあたりを踏まえて、一覧にしたものがこのポスターとなります。 

・この指示の通り再度分析したらどのような結果が出てしまうのか。出てきた結果に対し

ては粛々とありのままに評価を進めていきたいと思います。 
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問題点
外部資金の獲得を奨励した
具体的な方法が示されてい
ない

大学としての目標が必要

計画５の資料5－2－1
を含めて分析する必
要あり

修正案・（指示） 再分析

資料が不十分

評価の基準が甘い
（Ｃ評価は白紙のみ）

・教員が熱心に研究を実施
しているかが判断できない。

研究が促進されているか不
明

「何らかの方策」が具体的で
ない

資料4‐2‐1
経年ごと、学部ごとに再作成

基準を再作成することが必要

具体的な記述が必要

資料4‐1‐2について

大学全体としてデータにするには
調査人数が少ない
⇒全学調査のアンケートをとる

資料4‐1‐1、4‐1‐2について
・理系・文系別で記述してもらう
・科研の種目別
・年度別

学部での具体的な取り組みを報告
してもらう

研究設備について記述がな
い

計画
4－1

計画
4－2

目標４

応募実績の条件付け
「外部資金を得ていない教員のうち
科研費に応募したものの割合」は
不要

科研費以外の外部資
金を分析する必要あり

データを取り直して
分析する必要あり

データを取り直して
分析する必要あり

基準を再作成後に
分析する必要あり

１３班
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目標５：教育成果や研究成果を地域に還元し、地域に貢献する。（責任部局：研究協力・地域連携

部） 

 

計画５－１：公開講座を実施し、最新の研究成果等の情報発信を行う。 

 

研究成果等を地域に還元するため、平成 23 年度は地域連携センターの生涯学習部門が公開講座

を 10 講座開講した（資料 5-1-1：公開講座について）。平成 20 年度以降の講座数の減少に伴い受

講者数が減少しているが、５人以下の講座は開講しないなど、コストパフォーマンスを高める方

向で活動している。なお、基本的に参加者の評価は好評である（資料 5-1-2：参加者アンケート）。 

一方、いくつかの学部では、平成 23 年度から、同窓会との連携セミナーを開講しており、経済

学部での「マクロ経済学からみた不況からの脱出」、経営学部での「中小企業における戦略的経営

論」、工学部での「Android 端末を使ったアプリの開発」は、募集人数を大幅に上回り、盛会であ

った（資料 5-1-3：同窓会連携セミナーについて）。本学では、このような各種の学外者向け教育

サービスを通じて、 新の研究成果等を積極的に発信している。 

 

資料 5-1-1 公開講座について 

 開講予定講座 中止講座 実施講座 受講者総数 実施講座の平均受講者 

平成 20 年度 21 3 18 218 12 

平成 21 年度 18 2 16 165 10 

平成 22 年度 15 2 13 170 13 

平成 23 年度 11 1 10 95 9 

 

資料 5-1-2 受講者アンケート（平成 23 年度実施） 

実施年度：平成 23 年度 

実施対象：公開講座受講者（重複あり） 

有効回答：90 （回収率 95％） 

問１：本学の公開講座を受講してよかったですか。 

はい いいえ 

90％ 10% 

問２：本学の公開講座の受講は何回目ですか。 

10 回目以上 9 回目～5 回目 4 回目～1 回目 はじめて 

65％ 20％ 10％ 5％ 

問３：本学の公開講座を選ばれた理由を教えてください 

料金が安い、大学で受講できるので学生気分が味わえる、みんなと会える、講師陣が魅力的、家から近い、アットホー

ムである 

問４：あなたのご年齢について教えてください。 

60 歳以上 40～50 歳代 20～30 歳代 10 歳代以下 

85％ 10％ 5% 0% 
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資料 5-1-3 同窓会連携セミナーについて（平成 23 年度実施分） 

実施部局 講座名 
開講 

曜日 
開講時間 回数

募集 

人数 

申込 

人数 

参加 

者数 

経済学部 マクロ経済学からみた不況からの脱出 金 18 時～20 時 5 40 75 72 

東アジア経済と中国 月 18 時～20 時 10 40 37 35 

経営学部 中小企業における戦略的経営論 土 18 時～20 時 5 30 41 39 

はじめてのリエンジニアリング実践 土 18 時～20 時 12 30 20 18 

工学部 Android 端末を使ったアプリの開発 金 18 時～20 時 5 40 55 52 

風の流れを見てみよう 水 17 時～18 時半 14 80 20 13 

 

 

計画５－２：地域との連携を強化するため、共同研究、受託研究等を推進する。 

 

本学の産学連携の窓口は、地域連携センターの共同研究部門であり、学内と学外との橋渡しを

行っている。地域連携センターの運営委員会は、研究担当理事を委員長とし、各学部の代表と研

究協力・地域連携部長が委員として構成されており、共同研究、受託研究等の獲得、公開講座の

実施等について審議、検討を行っている。 

昨今の景気低迷の影響を受け、共同研究は件数、獲得額ともに減少している。平成 23 年度の獲

得状況としては、共同研究 20 件（前年度比 8 件減）、受託研究 12 件（前年度比 4 件減）、奨学寄

附金 42 件（前年度比 8 件増）であり、獲得金額は計 57,600 千円（前年度比 23,010 千円減）で

あった（資料 5-2-1：共同研究、受託研究、奨学寄附金実績）。なお、共同研究及び受託研究の受

入額減少のため、間接経費収入も減少している（共同研究及び受託研究の間接経費は、それぞれ

30％が大学の管理経費に組み入れられる。なお、奨学寄附金の間接経費は、不徴収である）。 

技術相談の件数は増加しているものの、景気の影響でなかなか共同研究につながらないが、相

当程度の手応えは感じている。（資料 5-2-2：技術相談件数）。 

これらの状況を踏まえて、引き続き地域との連携を強化したい。 

 

資料 5-2-1 共同研究、受託研究、奨学寄附金実績 

種別 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

共同研究 件数 42 40 28 20 

受入額（千円） 63,000 59,800 45,010 26,000 

受託研究 件数 19 14 16 12 

受入額（千円） 28,500 20,090 24,800 19,000 

奨学寄付金 件数 30 35 34 42 

受入額（千円） 9,000 10,400 10,800 12,600 

獲得金額計（千円） 100,500 90,290 80,610 57,600 

資料 5-2-2 技術相談件数 

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

45 52 66 72 
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［目標５：説明］ 

８班 大家 隆弘（徳島大学：発表・まとめ）、原辺 隆吉（大阪情報コンピュータ専門学校）、 

小林 江里（新潟大学）、荒森 亜矢（京都工芸繊維大学）、齋藤 祐輔（山形大学） 

目標 5 は地域連携、社会貢献という分野のものです。 

計画５－１では「公開講座を実施し、 新の研究成果等の情報発信を行う。」となっているので

すけど、問題点として 新の研究成果をどのように発信したのか、というところが読みとれなか

った、というところがあります。根拠資料に公開講座については、どういうテーマで講座を開講

したのか、という説明がないことなどから、我々としましては、公開講座のリスト等をつけて、

どのような内容のものを発信したのか、というところをきちんと分析して説明しなさい、という

こと、プラス、公開講座の参加人数が年々減っている、講座数も減っている、というようなとこ

ろのデータを付けるのだとしたら、ちゃんとその減っている原因などを説明してください、とい

うことです。 

計画５－２につきましては、「地域との連携を強化するため、共同研究、受託研究等を推進する。」

となっていますが、第一パラグラフにつきましては、学内にどういう組織を作って、どういう委

員会を作って、審議検討をしてますよ、という文章なので、第二期の法人評価では、こんなんで

は×です、というような感じですね。少なくとも、どういう計画を練っているのか、というよう

なことをちゃんと紹介してください、ということです。第二パラグラフにつきましては、現状説

明をしているだけで、このような状況になっている原因は、昨今の景気低迷ということにすべて

押しつけて説明してしまおう、という文章になっています。情報の分析はできていない、データ

の分析はできていない、ということです。例えば、共同研究、受託研究のテーマをリストアップ

して、部局ごともしくは、分野ごとに分類するなどして、どのような影響を受けているのか、と

いうようなことを分析した結果などを示してください、というようなことです。技術相談につき

ましても、 後に「手応えを感じている」などの文章で締めくくられていますが、客観的なデー

タを示して、例えば、技術相談となれば、時間数だとか。リピーターがどのくらいいたのか、と

いうようなことをちゃんと示して、共同研究や受託研究等に結び付けていける手応えをどの様に

感じているのかを説明してください、というような指示を与えよう、ということです。 

 

（当日の報告した以外のポスターの説明） 

・〈参考〉のコメントに記載されているもののうち，公開講座の受講者が特定のメンバーに

偏っている，また，受講者が高年齢の方に集中しているという傾向は，当班のメンバーの

気づいているところであった．故に，公開講座の参加人数が減っている理由の分析および

参加人数（延べではなく人）を増やす為の具体的方策を担当部署で検討してもらうことが

必要であるとの見解により，ポスターのような分析，根拠データの提出を依頼することと

した． 
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目標５

＜計画５－１＞

地域貢献する目的
は何か明記されて
いない

運営委員会での検
討事項等を説明す
ること

受講者が減少して
いる要因を分析す
べき。

“最新の研究成果
の情報発信“がで
きているかどうか
の観点から書き直
し

募集人数を大幅？
に上回り
（Android・・・、中小
企業・・・）

受講者を増や
すための方策。

「同窓会」は地
域貢献なの？

どっちかという
と学内的なイ
メージ

問題点

推進の具体的
な内容が無い。

計画５－１

景気の影響で何
がどうなったから
共同研究につな
がらないの？

地域との連携を今
後強化していくため
の取り組みを教え
てほしい。

相当程度の手応
えとは？
どこから？

社会貢献

計画５－２

修正内容

必要な
分析・指標

必要な
根拠データ

＜計画５－１＞

地域貢献するもの
は公開講座以外も
存在するだろう

※「地域貢献」から
トップダウン化され
た実践が見えない

参加者の評価
は好評とする
データがとぼし
く感じる

最新の研究成果
か？

公開講座
≠セミナー

はじめて参加の人
が全体の５％で少な
い

公開講座のリスト

審議・検討内容
についての資料
も欲しい。

この様な現状に
ついて分析を行
うこと。

分野別の外部資
金獲得状況の
データ

相手企業の分析

技術相談内容、
時間等、良い手
応えの根拠

公開講座の人気
がない要因を分析
していない。ただ、
講座数を減少させ
ているだけ。

アンケートより参加
者の評価は好評と
あるが、問が「受講
してよかったです
か」ではあいまい

現状報告の内容
である。

「奨学金が増えてい
る要因」を確認

８班
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［目標５：コメント］（茨城大学 嶌田） 

計画５－１で公開講座の受講生は減っているわけですが、資料 5-1-2（受講者アンケート・平成

23 年度実施）の問２をご覧いただきますと、大半の方が 10 回目以上参加されている方で、特定

の方ばかり数多く来ている、ということを示唆されています。問４を見ますと、お年寄りの方ば

かりで、なかなかの先細り感が見ていただけるかと思います。 

計画５－２では、資料 5-2-1（共同研究、受託研究、奨学寄附金実績）なのですけど、共同研究、

受託研究が減少する中で、奨学寄附金だけが増えています。この辺では、景気が悪い中、各企業

さんが、大学に間接経費を取られないように工夫して各先生方にお金を入れてくださっていると

ころも見ていただければ、と思います。 
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目標６：学生への支援を充実させて留学生の受入と学生の派遣を活発にし、大学の国際化を図る。

（責任部局：学務部） 

 

計画６－１：各種支援策を充実し、留学生の受入を積極的に進める。 

 

本学では、18 歳人口の減少に伴い、日本人学生のみで入学定員を充足することは困難になるこ

とが予想されるので、留学生の受入を積極的に進めるために様々な努力を行った。私費外国人留

学生の入学試験については、毎年 12 月に一回だけ行っていたものを、平成 21 年度入学生向けの

入試から 3 月上旬にも行うこととした。その結果、私費外国人留学生の受入数は、平成 20 年度の

50 名から、平成 23 年度には 70 名へと順調に増加した（資料 6-1-1：留学生数の推移；資料 6-1-2：

留学生の出身国の割合）。 

留学交流課では、１年次生と２年次生の留学生１名に対し、１名の日本人学生のチューター（任

期２年）をつけて、学業面及び生活面のケアをするなど手厚い支援策を施している。日本人チュ

ーターにアンケートを行ったところ、概ね好評であったことから（資料 6-1-3：日本人チューター

へのアンケート結果）、国際化が相当程度進められたと考えられる。 

 

資料 6-1-1 留学生数の推移（名） 

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

50 100 30 70 

※私費外国人特別選抜での入学者の数 

 

資料 6-1-2 留学生の出身国の割合［平成 23 年度］ 

中国 韓国 シンガポール その他 

78% 15% 5% 2% 

 

資料 6-1-3 日本人チューターへのアンケート（平成 23 年度実施） 

実施時期：平成 23 年 9 月 

実施対象：日本人チューター（100 名） 

有効回答：50 （回収率 50％） 

問１：チューターをやったことで国際感覚が身につきましたか。 

そう思う 
なんとなく

そう思う 
わからない 

あまりそう思

わない 

まったくそ

う思わない

38％ 12％ 33％ 14% 3% 

問２：チューターをやって良かったことは何ですか 

他国に生まれ育った人といろいろ話すことで異文化についての理解が高まった 30、他国の言語についての知識、

技能が高まった 20、その他 10 
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計画６－２：学生を海外の大学に積極的に派遣し、国際感覚を身につけさせる。 

 

現在、評価大学には国際交流協定校が５大学ある（北米 1、中国 3、韓国 1）。本学を休学しな

いと参加できない長期派遣については、利用者はいなかった。これは、派遣先での取得した単位

の読み替え規定がないことも一因と考えられる。なお、学生が自主的に休学して協定校以外に留

学している場合、大学としては把握していない。 

夏休みを利用した協定校のトロント第三国際文化大学（カナダ）への語学研修プログラム（約

２週間）へは、毎年、150 名程度の学生を派遣している（資料 6-2-2：派遣学生数の推移）。また、

事後アンケートによると、90％の学生が「語学力が向上した」と回答しており（資料 6-2-3：派

遣学生へのアンケート結果）、国際感覚が養われたと考えられる。 

 

資料 6-2-1：語学研修プログラム実施要項（抜粋） 

・正味 10 日間の授業と 3 日間の研修旅行の英語教育プログラムをトロント第三国際文化大学が提供しており、毎年９月中旬に

開港するプログラムを受講する。 

・1 日目・2 日目：関西国際空港からカナダへの移動 3 日目：オリエンテーション 4 日目～8 日目：授業（１日４コマ） 

 9 日目：休み 10 日目～14 日目：授業（１日４コマ） 15 日目～17 日目：研修旅行 18 日目：帰国 

・研修旅行は現地スタッフに連れられて観光体験を通して学習した英語を実践するものである。 

・費用は 20 万円で、大学が 5 万円補助する。機内食、毎日の朝食、研修旅行中の一部の食事が費用に含まれる。 

・宿舎は男女別 20 人部屋（ドミトリー）となり、他国の学生等と相部屋になることもある。鍵のかかるロッカーが割り当てら

れますが貴重品の管理については十分注意すること。 

・定員は概ね 150 名とする。 

 

資料 6-2-2：派遣学生数の推移（名） 

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

150 135 162 155 

 

資料 6-2-3：派遣学生へのアンケート結果（平成 23 年度実施） 

実施時期：平成 23 年 10 月 

実施対象：トロント第三国際文化大学への語学研修プログラム参加学生（155 名） 

有効回答：115 （回収率 75％） 

問１：英語力が多少なりとも向上しましたか。 

そう思う 
概ねそう思

う 
わからない 

あまり身につ

かなかった 

身につかな

かった 

40％ 40％ 10％ 10% 0% 

問２：国際感覚は身につきましたか。 

そう思う 
なんとなく

そう思う 
わからない 

あまりそう思

わない 

まったくそ

う思わない

20％ 20％ 60％ 0% 0% 
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問３：感想を記入してください。 

事前の英語レクチャーをもっと充実して欲しかった（同様 40 件）、研修旅行では、案内がよく分からず楽しめなかった（同

様 81 件）、単位化して欲しい（同様 52 件）、あまりまじめに取り組んでいない人がいたので指導して欲しい（同様 29 件）
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［目標６：説明］ 

１０班 萩尾 悦子（九州工業大学：発表・まとめ）、鷹野 雅一（三重大学）、 

小田 清治（山口大学）、福島 真司（山形大学）、野村 宏之（首都大学東京） 

私たちの班は、目標６ということで大学の国際化に関するものでした。計画６－１が留学生の

受入、計画６－２が学生の海外派遣に関するものでしたので、それに沿って議論を進めました。 

まず計画６－１ですが、記述そのものや計画自体に漠然とした文言が散りばめられている、と

いうことがあります。例えば、記述の中に「さまざまな努力を行った」ですとか、「70 名と順調

に増加した」ですとか、「国際化が相当程度進められたと考えられる」などの曖昧で漠然とした文

言に対して、班のメンバーからたくさんの指摘がありました。もう一つは、添付されている資料

の読み取り方ですが、ここについてもいくつかの指摘がありました。例えば、「留学生の受入が

70 名と順調に増加した」とあるわけですが、これを説明する資料として、資料 6-1-1（留学生数

の推移）が挙げられていると思うのですが、こちらの数字を見ると、50 名→100 名→30 名→70

名というように、かなりの波があって、これを「順調に増加した」とするのはどうか、というこ

とや、記述には「国際化が相当程度進められたと考えられる」とあるわけですが、留学生の数と

しては、平成 23 年度は 70 名くらいで、全体の学生数の 2.2％くらいになってしまうのですが、

これで「国際化が相当程度進められた」「留学生の受入を積極的に進めた」と言えるのかどうか、

という話も出ました。また、もっと評価に積極性を持たせるために求めるべき追加のデータとし

ては、「国際化が相当程度進められた」の「相当程度」の基準や、日本人チューターへのアンケー

トだけではなくて、留学生のアンケート結果を載せたらもっと説得力が出てくるのではないか、

などの意見が出ました。 

計画６－２ですが、こちらも添付されているエビデンスの読み取り方が明らかに間違っている

のではないかという指摘がありました。例えば、「90％の学生が「語学力が向上した」と回答して

おり」と記述されていて、これを説明する資料は資料 6-2-3（派遣学生へのアンケート結果・平

成 23 年度実施）なのですが、「そう思う」「概ねそう思う」「わからない」を含めて 90％であるの

で、これは 80％に修正した方がよいのではないか、という意見がありました。また、計画の文言

は「積極的に派遣し」となっていますが、では、積極的な策として大学が何かやったのかという

ことは評価の記述からは読みとれなくて、一応、国際交流協定校が５大学ある、ということが書

かれているのですが、この他に大学から積極的な行動を起こしているのかということを示す記述

がなかったので、こちらのほうも追加データとして各部局に訊いてみてはどうかという話も出ま

した。 
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計画6‐1 計画6‐2

作業１
（１）

「各種支援策」

チューター制度以外
の支援策についても
提出してもらう。

【その他】

もっと必要なデータ（追加
提出を求める）

「「資料６－２－２
派遣学生数の推
移」から計画を十
分に達成したと
は言えない。」

作業１
（２）

なお、私費外国人留学生の
受入数70名（平成23年度）
は、本学の全学生数3,118
名の2.20%に当たる。今後、
さらに増加を目指したい。

「順調に増加」とある
が、実際には隔年現
象である。

「そう思う」「なんとなくそう思
う」の合計が50％もあった。
「わからない」が33％あるが、

「あまりそう思わない」「まっ
たくそう思わない」の合計が
17％と、ポジティブな回答が

ネガティブな回答を上回っ
ており、概ね好評と言える。

「概ね好評」とあるが、
アンケートデータを上
手く説明しないと、そ
うとは言えない（わか
らない：33％、あまり：
14％、全く：3％）

留学生数70名（H23）
が、評価大学の学生
数3,118名に対し、受

入数として「積極的」と
いえるのかどうか不明。

平成20年度の50名から、平
成21年度100名と倍増させ

た。翌年大きく落ち込んだ
が、平成23年度には70名と

増加させ、おおむね増加傾
向を実現している。

作業２－１
修正案

「積極的な派遣」が
達成されたかどうか
の自己評価の記述
がない。
平成22年度に比べて
平成23年度の派遣

学生数は減少してい
る。

90％⇒80％への
記述修正

語学力向上について
「そう思う」「概ねそう
思う」の合計が80％
なのに90％と記述さ
れている。

作業２－１
修正案

作業１
（１）

作業２－２
追加データを指示

計画には「積極的な
派遣」とあるが、大
学の積極的な取組
（プロセス）の記述
がなく、休学留学も
把握していない。

資料６－２－３
平成23年度のみではなく、

各年度の結果及び他の国
際交流協定校におけるア
ンケート結果や派遣実績
の数字が必要。

中国と韓国の協定
校への派遣実績の
記述がない（アン
ケート等）

〈必要なデータの例）

・留学説明会の実施回数の
経年推移

・単位認定手続きの検討状
況

・休学して留学する学生数の
調査結果

・協定校の魅力・派遣者の経
験談の講演回数

計画には「各種支援策を充
実し」とあるが、自己評価
の説明ではチューター制度
についてしか記述されてい
ない。

「様々な努力」に対
応する具体的な施策、
evidenceを提出して
もらう。

「留学生の受入を積極
的に進める」という計画
に対して、「様々な努力
を行った」としか書いて
おらず、努力の内容が
不明である。

作業２－２
追加データを指示

作業１
（２）

「国際化が相当程度進んだ」
“相当程度”の基準（根拠）が必要。

日本人チューターへのアンケート結果で
はなく、サービスの受け手である「留学
生へのアンケート結果」が必要。

資料６－１－２
平成23年度のみのデータでは不
足している。

目標６

【その他】

もっと必要なデータ（追加
提出を求める）

計画には「国際感覚を身
につけさせる」とあるが、
資料６－２－３アンケー
ト結果のプラス回答は
40％であり、「国際感覚
が養われた」と結論づけ
られない。

具体的な根拠が
さらに必要。

１０班
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（報告内容以外のポスターの説明） 

【計画６－１に関して】 

・資料 6-1-3（日本人チューターへのアンケート）について、わからない：33％、あまり：

14％、全く：3％となっており、単に「概ね好評」とは言えないのではないか。 

・「様々な努力」「各種支援策」について、もっと具体的な施策や根拠を追加提出してもら

う必要がある。 

・資料 6-1-2（留学生の出身国の割合）は、平成 23 年度のみのデータでは不足している。

またアジア系が中心のようだが、それに関する記述があってもいいのではないか。 

 

【計画６－２に関して】 

・積極的な派遣が達成されたかどうかの自己評価の記述がない。 

・「国際感覚を身につけさせる」について、もっと具体的な施策や根拠を追加提出してもら

う必要がある。 

・資料 6-2-3（派遣学生へのアンケート結果）は、平成 23 年度のみではなく、各年度の結

果及び他の国際交流協定校におけるアンケート結果や派遣実績の数字が必要ではない

か。 
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［目標６：コメント１］ 

６班 耳川 綾乃（大阪大学）、龍野 範生（信州大学：発表・まとめ）、村山 和生（株式会社ベネ

ッセコーポレーション）、増村 隆之（熊本大学）、喜村 仁詞（神戸親和女子大学） 

計画６－１ですが、留学生の受入に関しては同様の感想です。「各種支援策を充実し」という計

画の要素については、「日本人学生のチューターをつけて、学業面及び生活面のケアをするなど手

厚い支援」を行っているという１文のみで、根拠資料もなければ、他の資料もない、ということ

から、これがどうなっているのか確認したい、という意見が出ました。 

 

（報告内容以外のポスターの説明） 

【６－１】関係 

・計画にある「各種支援策」の内容が，「学業面及び生活面のケアをするなど手厚い支援策」のみ

の記述であり，他の支援策はどの様になっているのか。また，「充実」とあるが，従来の方策と

この期に行った方策の差異が分かる記述をする必要がある。 

・資料 6-1-3 は，本文中の「チューター～手厚い支援策」の根拠資料として示していると考えられ

るが，同様の資料を用いるのであれば支援を受ける側である「留学生アンケート」に変更した

方が良く，留学生からのアンケートを求める必要がある。 

・本文中にある「チューターアンケート～概ね好評～国際化が相当程度進められた」と記述され

ているが，チューターアンケートが好評であれば国際化が相当程度進んだと言えるものではな

く，不適切な表現となるため削除する。  

・1 行目「18 歳人口～予想されるので」の部分は，ネガティブなイメージを与えるため削除し，

その代わりに，2 行目の「留学生の受入～努力」の部分を，内容や検討の経緯が分かる記述をお

願いする。修正文案として「18 歳人口～3 月上旬にも行うこととした」の部分を「留学生の受

入を積極的に進めるために、平成 21 年度入学生向けの入試から、従来に加え３月上旬にも行う

こととした」を提案する。 

・根拠資料を再検討する必要がある。具体的には，次のとおりである。 

①資料 6-1-1 であれば，平成 21 年度と平成 22 年度の留学生数を掲載するのであれば，平成

22 年度の減少に関する要因等を本文中に追記する必要が出てくる。平成 23 年度より 3 月

入試を導入したのであれば，12 月入試の留学生数と 3 月入試の留学生数を表しても良いの

ではないか。 

②資料 6-1-2 については，この計画との関連性が不明であり，必要ない。 

③資料 6-1-3 については，この計画との関連性が不明である。計画 6-2 との関連性があり，同

計画での根拠資料として活用した方が良い。 

【６－２】関係 

・第１段落目では「～利用者はいなかった」，「把握していない」とネガティブな表現で記載され

ており，計画にある「積極的な派遣」に対して，大学の姿勢を疑われる記述となっており削除

し，第 2 段落目に積極的な派遣を行っている内容に修文する。また，「～一因と考えられる」と

いう担当者の主観によると考えられる記載があり，組織としての検討状況を確認する。さらに，

長期派遣の利用者がいなかったことについて，改善方策などの検討状況がどの様になっている

のか確認する。 
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・国際交流協定校は中国及び韓国にもあるが，資料 6-2-2 の平成 23 年度派遣留学生数が 155 名で，

資料 6-2-3 のトロント第 3 国際文化大学の参加学生数が 155 名であることから，北米以外の協

定校とは，どの様な交流を行っているのか分からない状況である。それぞれの協定校との状況

を確認する必要がある。 

・資料 6-2-1 の実施要項には，大学側からの 5 万円の補助を行うことが記されており，この内容を

本文に加えることを提案する。 

・計画にある「国際感覚を身につける」に対応した記述として，留学後のアンケートによる「語

学力が向上した」との回答を用いているが，それ以外のことを記述することを求める。なお，

同アンケートの肯定的な回答を 90%と記載しているが「わからない」の 10%も含めており，80%

に修正する。 

・資料 6-2-3 中の「問 3」による自由記述は，大学への要望事項を取りまとめた内容となっており，

掲載するのであれば，その要望への改善方策（又は検討状況）を掲載する必要がある。要望へ

の大学対応を記述しないのであれば，問 3 は削除する。 
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目標６

各種支援策の
充実の内容が
ない

（１）
「学業面及び生活面
のケアをするなど手
厚い支援策」のみの
記述しかない

根拠としてのデータ資料が
ない

・チューター制度
はいつからか

・（どのように教育
しているか）

・留学生へのアンケートはな
いのか

（何を望んでいるか把握必
要）

国際化が相当程度進められた。
（文章を変える必要）

この現在のデータのままでは書け
ないので削った方がよい

従来の方策とこの
期に行った方策の
差異がわかる記
述をして下さい

また、チューターへのアンケート
項目を変えてとりなおせないか

現在の６－１－３のままでは使
えない 回答率50％

受入を積極的に
進める

↑
の記述がない

「平成21年度入学

生向けの入試から、
３月上旬にも行うこ
ととした」以外はな
いのか

資料６－１－１

推移の資料と
本文の整合性
が取れていない

資料６－１－２
の意味が不明

資料６－１－３
は、計画６－１
の説明資料に
なっていない
（６－２！）

１行目
「18歳人口～予

想されるので」
はネガティブ要
因のため削る

・順調に増加し
た

↓
今のままの内
容であると書け
ない

留学生の受入を
積極的に進めるた
めに、平成21年度

入学生向けの入
試から、従来に加
え３月上旬にも行
うこととした

資６－１－１を
生かすなら、
12月入学と３

月入学をわけ
て示す

資６－１－１
平成22年度

の留学生数
の落ち込み
について、何
が要因等の
記述が必要

検討の経緯を
記述して下さい

海外の大学
に積極的に
派遣

大学としての積極的な派遣
方策の記述がない。検討の
状況の記述もない

第１段階目は削除
して第２段落目か
ら、積極的に支援
方策を記述する

資６－２－１にある研修費
用を大学が５万円補助して
いる旨本文に加えてはどう
か

資料６－２－１の研修プログ
ラム実施要項の内容をもっと
本文に入れる

中国・韓国の協
定校の状況を記
述して下さい

長期派遣利用者がいな
かったことに対して改善方
策を入れて下さい

国際感覚を
身につける

本文に「90％の学生が語学力
が向上した」とあるが90％では

ない。また、必ずしも、語学力
の向上＝国際感覚ではない

資６－２－３

問３ネガティブなものをのせない
方がよい
のせるなら、改善方策を入れる

90％→80％

６－１－３の資料を利用する他
英語力の向上以外で国際感
覚が身についたと分かる記述
を加えて下さい

（２）

（１ａ）

（１ｂ）

（２ａ）

（２ｂ）

６－１

６－２

（１）

（１ａ）

（１ｂ）

（２）

（２ａ）

（２ｂ）

６班
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［目標６：コメント２］ 

１１班 松岡 尚志（創価大学：まとめ）、伊藤 昌之（福島大学：発表）、岩下 健太郎（山口大学）、

大川 一毅（岩手大学）、上田 覚（京都市立芸術大学）、松岡 琢磨（新潟大学） 

計画６－２に対する進捗状況について、資料 6-2-2（派遣学生数の推移）を見ると、協定校のト

ロント第三国際文化大学への語学研修プログラムにおいて、毎年 150 名程度の学生を派遣してい

る。毎年 150 名もの学生を派遣するということは並大抵ではなく、この 150 名という数字を活か

して、「評価大学における日本人学生に対する支援活動は充実している」という主張が考えられる。

また、資料 6-2-1（語学研修プログラム実施要項）では、費用の 20 万円のうち大学が 5 万円を補

助するという記述があるが、ほかにも支援があると考えられるので、先ほどの 150 名程度の学生

派遣という観点も絡めて、高評価を得られる記述をすることが可能である。 

 

（当日の報告した以外のポスターの説明） 

・11 班における評価書のチェックにあたっては、記載内容や取り組みの「あら探し」をす

るのではなく、特徴ある取り組みやＰＲできる事項を積極的に見いだすことを基本方針

とした（「元気の出る評価」）。 

・目標６の評価においては、「本学にとっての国際化」とは何か（何を目指すのか）を明確

にしていくことが重要である。「本学の国際化」に照らし、それが達成できたか、あるい

はどこが改善点なのかを明らかにする必要がある。 

・目標６「大学の国際化」の計画１では、「留学生の積極的受け入れ」と「支援の充実」を

行動目標としている。評価報告書では、この計画が達成されたとする根拠の一つとして

「日本人チューターから好評を得た」ことをあげている。しかし、その事実に関する根

拠データがなく、そもそも「チューターから好評を得た」ことが、大学の国際化の進展

とどう関わっているのか不明瞭である。適切な説明と有効な根拠データが必要である。

・しかし、「日本人チューター」から好評を得たことは重要なキー（鍵）として着目しうる。

 チューターの経験が、海外への興味に発展し、トロントの大学に留学を希望する学生の

増加につながっていることが説明できれば、本学ならではの「国際化の進展」に「成果」

があったと評価しうる。このことは重要視して、再チェックを助言したい。 

・トロントへの短期留学者が 150 人もいるのは誇れることである。しかし、長期留学者が

少ないという現実もある。この事実を「課題」としてとらえ、「改善」のあり方を提示す

ることも重要な「評価活動」である。 
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留学生の受入を積極的に
進める

留学生を増やす
留学生に手厚い支
援をした

支援充実

自主休学データはな
い

実績として弱い事実
「長期派遣者はいない」

学生（９０％）が語学力
が向上したと回答

トロントには毎年
150人を派遣

国際感覚を
身につける

学生を海外に
積極的に派遣

そこを積極的にPR
されども、独自の取
り組みや実績・成果
はある

しかも、何から
何までやれたわ
けではない

表記・表現に課
題はある

大学の国際化

目標

６－１ ６－２

学生チューターの数や満足
度、その経験が契機となっ
てトロント留学参加者が多
かったことを立証できれば、
「大学の国際化」の取り組
みの重要な成果指標となる。

チェック：
国際感覚とは

育成しようとする「国
際感覚」とは何かを具
体的に示す記載やそ
の成果データが必要

協定校がある

指摘と助言：
報告書に記載された内容とデータだけでは、それらが「大学の国際化」にどうつながっているかが不明瞭。

何をもって「大学の国際化」が進んだと評価するか。
それを具体的明確に提示し、その達成状況を示す記載と根拠資料が必要。

チェック：
入学試験だけで
増えたのか

チェック：積極的とは
「積極的」を具体的に示す
「取り組み」の記載や
その成果データが必要

受け入れを増やす
努力をした

国際化が相当進
んだ

日本人チュー
ターから好評
だった

留学生が順調
に増加した

成果として「増えていない」
ならば積極的に受け入れ
られる体制の整備や留学
生に対するきめ細かい支
援に比重をかけて記載

英語力向上の
客観データが
必要

チューター経験
者とトロント派遣
学生の関連

休学者数データの
提出が不可欠

決して少なくな
い「150人」をど

うやって動機づ
けできたか

目標６

チェック：充実とは
「充実」を具体的に示す
「取り組み」の記載や
その成果データが必要

着目

両者の因果関係
をデータで示す
ことができれば
重要な根拠資料

今後の改善点として明記

（評価報告書には改善天
を明確にすることも重要）

「評価報告」作成にあたっての
11班のチェック作業ポイント

行動目標 行動目標

根拠データが不
十分。補足追加
の必要性あり。

記載内容

チェックポイント

ＰＲポイント

加筆補足事項

チューターか
ら好評を得た
ことの意味づ
けが必要。あ
わせて適切
な根拠データ
必要性あり。

着目

目標に対する成果・実績 「大学の国際化」

チューターの満足度を「大
学の国際化」の進展にどう
結びつけるか.。本報告の
記載では課題あり。
ただし、チューターの満足
度については本目標の評
価において重要なキー
（鍵）となりうる。

着目

１１班




