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４. アンケート結果 
 

 参加者アンケートの回収率は 93.3%で、「満足」及び「おおむね満足」が占める割合は、全体の

96％でした。肯定的な回答の理由として、各種評価制度に対する理解、評価に関する基本的な概

念や基礎知識の習得、グループワークによる意見交換や情報共有、などが挙げられていました。 

大学評価担当者集会全体を通して、良かった点としては、上記に加えてケーススタディによる

実践的な取組、異なる視点を持つ他大学担当者との交流があり、悪かった点としては、分科会の

時間が短い、などが挙げられていました。 

来年のテーマや今後の要望としては、第二分科会の継続開催の要望が多く、評価書の具体的な

書き方や IR（初心者向け）に関する研修等がありました。また、研修回数の充実、評価スキルの

セミナー実施、参加者のバランス等に関する意見がありましたので、平成 27 年度の開催に向けて

参考にします。 

 

 
 

 アンケート結果の詳細については、以下のとおり。 

 

 

良かった点 悪かった点 来年のテーマ その他意見・要望等

1 ①満足

他大学の評価担当者と話しながらケース
スタディができたことが大変貴重であっ
たと感じています。

ケーススタディが主に
なっている点がとてもた
めになりました。

なし アンケートなどの有効な
とりまとめ方、データの見
せ方など、評価書作成に
あたっての具体的なスキ
ルが学べると有り難いで
す。

大変ためになりました。
ありがとうございました。

国

2 ①満足

各班で着目点が異なっていたり、表現の
異なる点がよく分かった。

他大学の担当者と知り
合え、今後の参考になっ
た。

特にないです。 研究に対する分析方法。 ありがとうございました。

3 ①満足

基礎固めにつながる知見を得ることがで
きた。

大学の規模、特色を越
え、様々な意見を得るこ
とができたこと。

時間がもう少し長いと良
いかな、と思いました（分
科会）。

とても有意義な時間を過
ごすことができました。あ
りがとうございました。 国

4 ①満足

認証評価、目標（計画）に基づく評価につ
いて、注目すべき点がいろいろわかった
ことが良かった。

5 ①満足

・評価全体の基礎を勉強できた。
・自分と同様に評価経験の浅い他大学
事務職員の方と共に考え、ポスターを作
成して考えを共有し、他の班の違う視点
も学ぶことができた。
・情報共有や関係構築ができた。

一度、評価についてしっ
かり学び、考える機会が
あればと思っていたの
で、良い機会だった。

No. 選択理由
意見・感想 属

性
満足度
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7 ①満足

・他大学の方と、同じ課題に取り組む者ど
うしとして、交流ができて良かったです。
・学内では、評価は孤独なので、いろい
ろな話ができて良かったこと。
・評価としての業務について、理解がで
きたこと。

評価業務が初めてで、
わからないことが多かっ
たのですが、この集会に
参加し、理解が深まりま
した。

ありません。 ありがとうございました。

8 ①満足
私立大学からの参加者
が増えるとよりよいと思
います。

私

9 ①満足

①他大学の方の考え方等を聞くことがで
きたので勉強になりました。
②評価する側からの視点で見た場合に
見えてくるものが非常に新鮮でした。相
手の視点・立場に立って文章を書くという
基本的な姿勢を改めて思い知らされまし
た。

２日目からの出席でした
が、講義とグループディ
スカッションのバランスが
良かったと思います。講
義は、端的で分かりやす
かったです。

今日の資料は改善点が
明らかなものを使用しま
したが、可能であれば、
実際の資料も使用して
検討してみたいです。

私

10 ①満足

・評価の基本が学べたこと。
・初めての人にとって、どのようなポイント
を押さえれば評価書の作成や読解がで
きるのかを理解することができた。

評価の基礎が学べたこ
と。

時間が短いこと。

・基本の研修を充実して
欲しい。
・研修の回数を増やして
欲しい。

→評価書を「読む」「書
く」「直す」「設計する」な
ど、評価のプロセスで重
要なポイントを学べるセ
ミナーがあれば助かりま
す。

関

11 ①満足
色々な大学の人と情報交換することがで
きた。

色々な大学の人と情報
交換することができた。

12 ①満足
部局から提出された文章の表現の裏側
についての考え方を知ることができたた
め。

グループワークであった
ため、他大学の事例を知
ることができた点。

特に思いあたりません。

13 ①満足
同じレベルの人たちと意見交換、ディス
カッションをすることができた点で良かっ
た。

グループワークが終わっ
た後に、情報交換会を
行った方が楽しめるので
はないか。

国

14 ①満足
様々な視点により、着眼点の視野が広
がりました。

他大学担当者と交流が
持てたこと、及び、抱え
る苦労等についても共有
できたことにより、今後
の業務に意欲的に取り
組めるキッカケとなった。

15 ①満足

・他大学との交流ができた。
・自分と異なる視点を知ることとができ
た。
・評価者の視点を持つことの大事さを学
んだ。

第二分科会での交流、
学習内容。

一日目の講演内容が難
しすぎた。時間に限りが
あって、内容が全て語ら
れなかった点。

公

16 ①満足
他大学の担当者の考え方等、参考となっ
たため。

客観的にみることが大切
であることの認識ができ
た。

スタッフの方々ありがとう
ございました。

17 ①満足

グループワークに多くの時間がさかれて
おり、講義形式では質問しづらい基本的
な事も聞くことができた。とても有意義な
分科会でした。

国

18 ①満足

・他大学での評価に対する取組を知るこ
とができた。
・評価制度の全体像について、理解でき
た。

学内唯一の部署になる
ため、共有者がいなかっ
たが、同じ分野を担当し
ている方と知り合う機会
となった。

19 ①満足
具体的なポイントが解説→実践という流
れで修得できたこと。

内容もさることながら、運
営もすばらしかったで
す。

ないです。

同内容でOKと思います。
新参加者と異なる分科
会参加で、問題ないか
と。

国

20 ①満足
・実際にグループになって基本的な評価
業務の演習を行えたため。
・他大学の方と情報交換もできたため。

・会場が十分に広かっ
た。
・指導スタッフが丁寧
だった。
・配付資料は詳しく書か
れていて分かりやすかっ
た。

・会場へのアクセスが少
しだけ悪い（坂等が多
い）。

国

21
②概ね満
足

グループがみんな国立大学の人だった
ので、話が通じやすかった。

人数がちょうどよかった。 部屋が寒かった。
初任者研修は毎年やっ
て、沢山の人に参加して
もらうとよい。

22
②概ね満
足

班に分かれての演習で、自分の気付か
なかった事の様々な意見を聞くことがで
きました。勉強不足であることを思い知ら
されました。

班に分かれての演習は
大変良かったです。「初
めて評価を担当される
方」の対象だけではな
く、上級になっても、同様
の形式が行われてもい
いのかと思いました。

評価を担当する部署に
異動してきたばかりの者
にとって、昨日の講演は
多少難しく思われまし
た。

23
②概ね満
足

グループワークの時間をもう少し欲しかっ
た。

評価業務への取り組み
方が分かって良かった。

初日にグループワークが
ほしかった。

国

24
②概ね満
足

実際に書くことになる文章の問題点を指
摘するという形式だったので、気をつける
べき点を確認できた。

・評価・IRのこれまでの
取り組みや流れを知るこ
とができた。
・演習形式・グループ
ワーク形式で実際の作
業を体験できた。

特にないです。
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6 ①満足

評価書作成プロセス、チェックポイントが
理解できたから。さまざまな他の方の視
点が学べたことも良かった。

情報交換会、分科会。 「ウケる」評価書の書き
方、ポイントアップの方
法。

国

7 ①満足

・他大学の方と、同じ課題に取り組む者ど
うしとして、交流ができて良かったです。
・学内では、評価は孤独なので、いろい
ろな話ができて良かったこと。
・評価としての業務について、理解がで
きたこと。

評価業務が初めてで、
わからないことが多かっ
たのですが、この集会に
参加し、理解が深まりま
した。

ありません。 ありがとうございました。

8 ①満足

私立大学からの参加者
が増えるとよりよいと思
います。

私

9 ①満足

①他大学の方の考え方等を聞くことがで
きたので勉強になりました。
②評価する側からの視点で見た場合に
見えてくるものが非常に新鮮でした。相
手の視点・立場に立って文章を書くという
基本的な姿勢を改めて思い知らされまし
た。

２日目からの出席でした
が、講義とグループディ
スカッションのバランスが
良かったと思います。講
義は、端的で分かりやす
かったです。

今日の資料は改善点が
明らかなものを使用しま
したが、可能であれば、
実際の資料も使用して
検討してみたいです。

私

10 ①満足

・評価の基本が学べたこと。
・初めての人にとって、どのようなポイント
を押さえれば評価書の作成や読解がで
きるのかを理解することができた。

評価の基礎が学べたこ
と。

時間が短いこと。 ・基本の研修を充実して
欲しい。
・研修の回数を増やして
欲しい。

→評価書を「読む」「書
く」「直す」「設計する」な
ど、評価のプロセスで重
要なポイントを学べるセ
ミナーがあれば助かりま
す。

関

11 ①満足
色々な大学の人と情報交換することがで
きた。

色々な大学の人と情報
交換することができた。

12 ①満足

部局から提出された文章の表現の裏側
についての考え方を知ることができたた
め。

グループワークであった
ため、他大学の事例を知
ることができた点。

特に思いあたりません。

13 ①満足

同じレベルの人たちと意見交換、ディス
カッションをすることができた点で良かっ
た。

グループワークが終わっ
た後に、情報交換会を
行った方が楽しめるので
はないか。

国

14 ①満足

様々な視点により、着眼点の視野が広
がりました。

他大学担当者と交流が
持てたこと、及び、抱え
る苦労等についても共有
できたことにより、今後
の業務に意欲的に取り
組めるキッカケとなった。

15 ①満足

・他大学との交流ができた。
・自分と異なる視点を知ることとができ
た。
・評価者の視点を持つことの大事さを学
んだ。

第二分科会での交流、
学習内容。

一日目の講演内容が難
しすぎた。時間に限りが
あって、内容が全て語ら
れなかった点。

公

16 ①満足

他大学の担当者の考え方等、参考となっ
たため。

客観的にみることが大切
であることの認識ができ
た。

スタッフの方々ありがとう
ございました。

17 ①満足

グループワークに多くの時間がさかれて
おり、講義形式では質問しづらい基本的
な事も聞くことができた。とても有意義な
分科会でした。

国

18 ①満足

・他大学での評価に対する取組を知るこ
とができた。
・評価制度の全体像について、理解でき
た。

学内唯一の部署になる
ため、共有者がいなかっ
たが、同じ分野を担当し
ている方と知り合う機会
となった。

19 ①満足

具体的なポイントが解説→実践という流
れで修得できたこと。

内容もさることながら、運
営もすばらしかったで
す。

ないです。 同内容でOKと思います。
新参加者と異なる分科
会参加で、問題ないか
と。

国

20 ①満足

・実際にグループになって基本的な評価
業務の演習を行えたため。
・他大学の方と情報交換もできたため。

・会場が十分に広かっ
た。
・指導スタッフが丁寧
だった。
・配付資料は詳しく書か
れていて分かりやすかっ
た。

・会場へのアクセスが少
しだけ悪い（坂等が多
い）。

国

21 ②概ね満足

グループがみんな国立大学の人だった
ので、話が通じやすかった。

人数がちょうどよかった。 部屋が寒かった。 初任者研修は毎年やっ
て、沢山の人に参加して
もらうとよい。
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※属性について 国：国立大学、公：公立大学、私：私立大学、関：関係機関 

 

（大野［鳥取大］） 

22 ②概ね満足

班に分かれての演習で、自分の気付か
なかった事の様々な意見を聞くことがで
きました。勉強不足であることを思い知ら
されました。

班に分かれての演習は
大変良かったです。「初
めて評価を担当される
方」の対象だけではな
く、上級になっても、同様
の形式が行われてもい
いのかと思いました。

評価を担当する部署に
異動してきたばかりの者
にとって、昨日の講演は
多少難しく思われまし
た。

23 ②概ね満足

グループワークの時間をもう少し欲しかっ
た。

評価業務への取り組み
方が分かって良かった。

初日にグループワークが
ほしかった。 国

24 ②概ね満足

実際に書くことになる文章の問題点を指
摘するという形式だったので、気をつける
べき点を確認できた。

・評価・IRのこれまでの
取り組みや流れを知るこ
とができた。
・演習形式・グループ
ワーク形式で実際の作
業を体験できた。

特にないです。

25 ②概ね満足

・評価業務についてイメージを持つことが
できた。
・法人評価と認証評価の違いや評価担
当者の持つべき意識等を知ることができ
た。

同じ評価担当初心者同
士で議論することによっ
て、違った面からの評価
への観点を知ることがで
きた。

特になし。 質の保証

26 ②概ね満足

複数人で検討することで、自分では気付
かない事項が判明することがわかったた
め。

初めて評価を担当する
人向けの分科会は、今
回同様、来年以降も実
施して欲しい。

27 ②概ね満足

実務的な講義、演習を通して、基礎的な
理解が進んだため。

講演者によってフォーカ
スするポイントは異なり
ながらも、言葉の節々に
関心事項への示唆を含
む内容があり、理解が進
んだ。

特になし。 ・日本における成功事例
・事務担当者としての能
力開発

有意義な２日間でした。
ありがとうございました。

私

28 未回答
実際の業務で、このような視点で取り組
めばよいのかと気付けました。

IR（初心者向け）を取り
扱ってほしい。




