
情報支援サークル：組織学習のプロセス

設置 属性 業務 c1：設計 c2：収集 c3：分析 c4：活用I c5：活用II

国立 事務系 IR

役員や学内の様々な
部署等からの依頼にも
とづき行っている。

昨年度から教学IRに取
組んでおり、学内の
データを収集し、データ
セット作成　課題：学生
番号が無かったり､紙
ベースのデータ収集が
できない

教務DB及び入試DBを
中心にGPAを用いた
データ分析、外国語の
成績を分析

GPAは教務に提供して
いる。組織評価はデー
タブック等を作成。　課
題：GPAは継続してい
ない。組織評価は
PDCAサイクルができ
ていない。

組織評価については、
もう少し厳しい評価を
するよう役員等から指
摘を受け、データブック
は、役員だけでなく、多
くの人が見られるよう
改善しないといけな
い。

国立 事務系 IR

IRセンターが各学部か
ら毎年聞き取り調査を
行い各学部の抱える
問題点やIRセンターへ
の要望（やって欲しい
分析など）を調査する。

学生アンケートの実
施。データベースから
の抽出。各部署からの
データ収集。　課題：ど
こにどんなデータがあ
るのか情報の共有の
必要性。データの定義
を統一してルール化す
る。

入試成績データと
GPA、国試合格率、授
業アンケート結果など
をひも付けして分析し、
学生個人のデータを作
成。（入試上位のもの
は、その後も上位を維
持できるのか。留年
者、退学者のGPAの推
移。）

分析結果を各学部に
フィードバック　課題：
どのように活用され、
改善されたのか調べて
いない。

国立 事務系 IR

改組、新学部創設のた
めの調査。現在、本学
を取り巻く状況につい
て、学長の指示を基に
情報をプランニング作
成

他大学のデータ収集。
学内の関係各所から
のデータ収集。　課題：
どのデータが欲しいの
か的確に理解し、伝達
し、そのデータを得る。

他大学のデータと本学
のデータの比較・分析

会議や打ち合わせ等
でレポート等を作成し、
提出した。そのデータ
がうまく作用しているの
か？本当に執行部が
欲しいものであったが
フィードバックが得られ
ていない。

国立 事務系 IR

評価指標となる資料等
の作成

学内データ収集。年
度、担当者により異な
る携帯となっている
データの修整（形を合
わせる作業）が厄介

データの可視化

国立 事務系 IR

全学に係る（全学横断
的な）調査について、
実施・回答のための段
取りを組む（どのデータ
/調査をどこの部署に
依頼するか）

各種調査の実施（担当
部局への回答依頼）。
定常的データの各部
署への提供依頼。

調査への回答。ファクト
ブック、分析レポートの
作成→執行部、教職員
へ提供（周知）　（課題）
どのように活用されて
いるかが分からない。

国立 事務系 IR

IRを活用できるように、
第三期中期目標・中期
計画にかかる指標の
設定の検討を進めて
いるがどうすべきか見
えてこない。

評価に係る報告作成
のため、得たデータを
まとめる。文章化する
が中身の無いものもあ
る。

執行部に評価結果を
伝えるとともにIRとして
の分析結果を報告書
等の文書で伝える。会
議等で報告する報告
の形式が決まっていな
い。

国立 事務系 IR

収集：データカタログの
作成（定義集）。課題：
数値データを含めた
DBの構築

大学ランキングへの
データ提供　課題：部
局へ分かりやすく定義
を示せなかった。ラン
キングをどう利用する
のかが？　ランキング
を広報としてどれくらい
活用するのか。

国立 事務系 IR
データ資料集の作成。
課題：データ収集の方
法。

法人評価の報告書作
成に関する業務

国立 専門職 IR

本学の研究力・研究状
況を把握する

個人業績DBに基づく
のが理想的だが、入力
率が悪く、外部DBは追
い切れず。

部局やその他のグ
ルーピングによる分析
を試行する。

研究担当副学長、研究
推進機構本部に提供
予定。

本年度に作成した指標
が適切か否かの議論
をどこかですべき（未
定）。

国立 教員系 IR

全学的な学生対象の
質問紙調査の企画・設
計

調査実施マニュアルの
作成。コーディング、
データ入力、データク
リーニング等。

仮説の検証（クロス集
計、多変量解析）

研究成果の報告→理
事。地方自治体。

他の関連事業への活
用。

国立 教員系 IR

学生動向に関わる入
試データ、異動デー
タ、成績データ、就職
データを関係部署から
収集し、データ項目定
義書を作成。作業中。

入試データ、異動デー
タ、成績データ、就職
データをバインドし、進
路未定リスク、留年リ
スク、退学リスクを多変
量解析を用いて算出。

就職率、卒業率、退学
率とST比率の関係に
ついて他大学とベンチ
マークを行い、レポート
を作成して担当理事に
報告予定。来週。
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国立 教員系 IR

過去5年間の基本的な
データの収集　データ
項目や内容の変化が
あり同じ条件で集計す
ることが難しい。

過去５年分のデータを
データ毎にExcelにまと
めたものをWebからダ
ウンロードできるように
した。　課題：利用され
ているかどうか分から
ない。

公立 事務系 IR

GPAと休退学のデータ
から成績と休退学率の
相関関係を分析。

GPAと休退学率の相
関関係を教務委員会
へ提供　課題：人文系
の学部ではGPAへの
不信感が強く、拒絶反
応があった。

公立 専門職 IR

学科間比較のための
指標群を設計した

学内の問題を可視化
し、それらの問題点を
わかりやすくした。

学内データベースから
必要となるデータを収
集した。

データリクエストに素早
く対応し、リポートを提
出。　課題：フィード
バックを得たことはな
い。

私立 事務系 IR

分析に関して、現在学
生の入試から成績、卒
業者の就職まで一貫し
たデータを集めてい
る。これから例えば、
入試別に成績、就職の
状況や退学者、留年者
の状況と入試との関連
を調べる予定にしてい
ます。

民間（読売新聞）の調
査結果を元に本学と競
合関係となる大学や有
力大学との比較表を作
成し、自分なりに分析
したメモを付けて執行
部に提供している。特
に2018年問題を乗り切
るためのヒントを得た
いために調査を行っ
た。

国立 事務系
IR/評

価

学内統合DB構築に向
けた各種データの収集
課題：学内で統一され
たフォーマットがないた
め学部毎等でデータ量
や数がバラバラ

自己点検報告書をとり
まとめ（評価室）、学長
へ報告。その後、役員
懇談会や部局長・部長
会でも情報共有した。

国立 事務系 評価

組織評価の在り方の
の見直し（見直すこと
は教育研究評議会に
報告済）　定性的な自
己点検・評価→定量的
評価　指標項目（教育
担当VP・研究担当VP
に依頼中）や評価方法
など仕組みの設計

指標項目が決まってい
ないため、データの収
集方法、作業量が見え
ない。他大学をベンチ
マークするという案もあ
るが、どのように情報
を得るかは未定。

伸び率ｗ分析する予定
であるが、絶対値を見
る場合はどのように分
析すればいいのか見
当もつかない。

評価結果は全学公表
を予定しているが、何
も決まっていない。

資源配分に活用する
予定であるが未定。

国立 事務系 評価

自己評価書。中期目
標・計画の進捗状況。
授業アンケート。

各部署からの報告書、
データベース、進捗状
況システム等からデー
タ収集。各部署で実施
したアンケート結果収
集。　課題：必要なデー
タ収集に時間がかか
る。

各システム、報告書か
ら必要なデータを抽出
し、自己評価書（案）を
作成。進捗状況へのコ
メント、ヒアリング。アン
ケートの総括作成
（WG）。

各部署とやり取りを繰
り返し、自己評価書を
作成し､出た結果を報
告。進捗状況に対し、
評価・提言。アンケート
の総括を公表。

結果で挙げられた改善
点は各部署、執行部等
に報告。　課題：法的
に必要なこと等がない
と改善されない。

国立 事務系 評価

中期目標・中期計画
（第二期）の達成状況
のとりまとめ

これまでの年度計画の
進捗管理で得た根拠
資料の整理。必要な追
加データの収集。

第二期中期目標・中期
計画が達成できたと示
せるか。その成果と課
題の整理。

達成状況報告書や業
務実績報告書の作成。
法人評価委員会（文科
省）へ提出。

報告書の役員との打ち
合わせによる修正。第
三期への課題申し送り
の洗い出し。文科省や
法人評価委からの追
加質問への対応。

国立 事務系 評価

設計：教育の質的向上
のための組織を整備し
た。　課題：全学的な協
力をいかにどうするの
か。

大学ポートレートの学
内データを収集した。
課題：実際どう活用し
ていくのか議論できて
いない。

今後の課題。 自己評価書をとりまと
め評価機関に提出し
た。作成の中で課題が
見えた。　課題：改善を
行ったが、継続できる
かどうか不安。

国立 事務系 評価

法人評価、自己点検評
価に係るデータの収
集。　課題：データを作
成する際の定義の揺
れ等により経年変化の
分析がやりにくい。

各部局から得られた
データを年度ごとに並
べ、経年変化を分析す
る。　課題：指標自体、
意味があるものか分か
らないものもある。

自己評価書にまとめ
る。　課題：部局側の
価値観と合わないこと
がある。

自己評価を基に改善を
促す。　課題：部局側
は監査、改善と混同す
る。
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国立 事務系 評価

入試（法科大学院）の
実態調査の段取りを組
む。

説明会の参加状況、願
書の請求情況。出願状
況、受験状況、入学手
続状況､入学状況

願書の記載事項（出
身、高校等）＋入試の
状況を組み合わせて
傾向を分析

分析結果を入試委員
長に提供して入試説明
会や入試制度の改善
につなげる。

国立 事務系 評価

認証評価の基準・観点
に係る資料の収集
（例：学生の受賞実績、
研究成果）の枠組みの
構築

データベースへの入力
や定義、ルール作り

部局別、学科別の傾
向、グラフ

認証評価の自己評価
書において活用。

国立 事務系 評価

学校基本調査、大学
ポートレート等に提出
するデータも網羅する
ようなデータ入力
フォーマットを作成す
る。

学内データの収集にあ
たり、各部局にあらか
じめ作成した入力
フォーマットに記入・提
出してもらう。

収集したデータに基づ
き、学校基本調査や大
学ポートレートのデー
タを外部に提出する。
また上記データを含む
学内のその他各種
データを学内に公開す
る。また現況調査表作
成において、エビデン
スとして報告書に記入
する。

国立 事務系 評価

大学ランキング、実績
報告書のヒアリング資
料、基本データ集、教
育研究評価集の作成。
課題：１人の先生しか
データを持っていない
ものがありDBの必要
性を感じた。

自己評価書のとりまと
め。基本データ集を作
成し学内HP。　課題：
データ集でどういった
調査物がまかなえたの
か、どう使われたのか
フィードバックがない。

基本データ集の数字を
グラフ化することにより
執行部が、グラフの要
因が気になり各部局へ
調査することが多く
なった。

国立 事務系 評価

設計：学生生活実態調
査の質問事項を見直
すこととなり、評価担当
者の視点からアドバイ
スを行った。（課題は特
に浮かびません）

データベースの作成・
更新。外部の機関への
提供。　課題：データの
種類が多く、管理や
チェック作業が大変。

自己評価書、実績報告
書のとりまとめ、素案
作成。　課題：学内で
評価に対する理解が
低く、評価結果もあまり
有効に活用されていな
いように感じる。

国立 事務系 評価

組織評価に向けての
体制整備（各調査毎、
各学部毎等WGを作
成）

教育、研究、社会貢
献、業務等の情報収集

年度評価を評価委員
会へ提出。　課題：文
字ばかりでなく図表を
用いて表現した方が伝
わりやすい。

国立 事務系 評価

中期目標・中期計画、
年度計画の作成、そこ
からPDCAを回す。

各担当部署から素案を
提出させる。ヒアリング
で進捗状況を確認す
る。　課題：各担当部
署で目標・計画を文章
化する際、レベルにバ
ラつきがある。書けると
ころ、書けないところが
ある。

中期目標・中期計画を
とりまとめ、文部科学
省に提出＆ホーム
ページでも公表　課題：
中期目標・計画がお題
目になってしまってい
る？　管理・コントロー
ルするためのツールと
云えるレベルに至らな
い。影響、意志決定に
辿りついているように
見えない。

国立 事務系 評価

学部研究科の現況調
査表を作成にあたり、
モデルとなる例を作成
した。

学部・研究科の現況調
査表作成にあたり、学
校基本調査のデータを
収集した。　課題：学部
が独自に収集したデー
タと基本調査のデータ
が一致しない。

法人評価の各年度の
報告書を作成し、文部
科学省に提出した。
課題：報告書の内容
（数的、金額データ）に
誤りがある（作成時に
気がつかなかった）。

国立 事務系 評価

自己評価書の作成に
必要なデータの収集。
部局担当者の経験の
差で収集が難しいもの
ものある。

収集したデータを分
析。都合の良い見方、
悪い見方があり、大学
に都合の良いデータの
分析を行う（甘いデー
タ分析）

自己評価書の作成（法
人評価・認証評価）。自
己評価書の記述につ
いて指摘あり→データ
分析が甘い。エビデン
ス不足（文科省等の評
価機関）
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国立 事務系 評価

自己評価書を作成す
るために必要なデータ
の洗いだし・精選（収集
等は別担当） ※必要
なデータのみを洗い出
せているか、部局に不
要な作業をお願いして
いないか、後にならな
いとわからない。

自己評価書のとりまと
め。学位授与機構や文
科省に提出。※当然の
ことだが、どのような出
し方（見せ方）が良かっ
た悪かったなど具体的
なFBはもらえない。学
内の分析とぼんやりと
した印象のみ。

部局から出してきても
らったデータの全てを
活用することができな
く、不要なデータも収集
していたため、次回の
評価では、より絞り込
んでデータを精選する
こととした。※絞り出し
は難しい。

国立 事務系 評価

自己評価書作成のた
め、担当課より各種調
査のデータをもらった
が、自己評価・分析に
使える数値が少なかっ
た。　課題：調査票作
成の段階から評価担
当者も関わるべきであ
る。

自己評価書等をとりま
とめ、文科省等へ提出
しているが、学内各組
織、教員等に温度差を
感じる。　課題：評価結
果等への全学的な関
心を高める。フィード
バックを得る必要があ
る。

国立 事務系 評価

自己評価書作成へ向
けて、各部署への照会
スケジュールや様式等
の確認、依頼

配布した様式の回収。
根拠資料の収集。自己
評価書作成へ向けたと
りまとめ。

国立 事務系 評価

執行部の部局とのヒア
リング（事務の介入？）
様式とか？

部局の年次計画をとり
まとめ役員ヒアリング
を開催する。課題等に
ついて意見交換する。
課題：部局は執行部へ
の要望は伝えたが、ど
うなるのかわからない
ままになっている（と思
われる）。

国立 教員系 評価

あまりした記憶はない
（評価実施に必要なア
ンケート等は設計した
ことがある。）

諸々の評価書のため
のデータ収集、作成を
行った。

評価書作成段階で出
た問題点を解決するた
めの方策を考え、動か
してきた。　入試制度
の改善、定員管理、カ
リキュラム改革等

諸々の評価書を大学
本部、文科省、学位授
与機構に提出した。幸
い、悪いフィードバック
はなかった。

年次評価・認証評価等
を執筆するためのデー
タ分析を行った。　→提
出には良い成果が得
られたように見せる。

国立 教員系 評価

教員活動の自己点検
評価システムを運用す
る。

Webシステムを用いて
教員に対して自己点検
評価のためのデータ入
力を依頼する。　課題：
データ入力効率を上げ
る必要性がある。

入力データを組織ごと
に分析、可視化する。

分析結果を活動白書
などへ提供する。

国立 教員系 評価

DBの収集項目とひも
付けを検討した。

生成・配布・報告：自己
点検評価書について
検証し、国立大学法人
委員会への説明資料
を作成。検討での「改
善を要する点」を各担
当統括にフィードバック
し改善を求める。

影響・意思決定　「改善
を要する点」の指摘に
対する実施内容の報
告を求めて、改善の進
み具合を検証する。

国立 教員系 評価

学生アンケートの設計
項目の選定・調整、集
計方法の検討

アンケートの実施と集
計。紙アンケートの入
力。webアンケートの集
計。

アンケート結果の分
析。ポイント化して集
計。部局別分析。

国立 教員系 評価

組織として教育データ
の収集に関与。研究情
報の収集に課題あり。
URAと共同する予定。

３つの報告書（又は計
画～）に関わる。１つは
各部局執行部まで配
布し、使われ方をこれ
から探る予定（組織と
して）

国立 教員系 評価

１）昨年度認証評価の
自己評価書をとりまと
め報告。２）課題につい
て教育担当副学長が
積極的にとりあげてく
れて改善につながった
［APの改善など］。



情報支援サークル：組織学習のプロセス

設置 属性 業務 c1：設計 c2：収集 c3：分析 c4：活用I c5：活用II

公立 事務系 評価

自己点検評価のテー
マを定め、報告書作成
に向け取り組む。

必要なデータの収集 自己点検・評価報告書
を実行部、学内に提
供。　課題：読まれてい
ない。

自己点検・評価書にお
いって指摘した改善点
において、改善計画を
策定し、着実に改善で
きるよう所管部署と調
整し取り組む。

公立 事務系 評価

大学における現状把
握の段取り

既存データ、規程等の
確認、収集　課題：どこ
までDB化するか。

現状→達成度の評価 自己点検・評価報告書
とりまとめ　課題：教
員、職員の理解

公立 事務系 評価

認証評価、自己評価書
の作成（H27.6提出）
H26.4-7：執筆者チー
ムの検討、立ち上げ、
招集　H26.8 執筆方針
の検討

H26.8-9：収集すべき
データの打ち合わせ、
検討　H26.9-10(1次）、
11-12（２次）、12-1（３
次）．．．→　照会デー
タの作成　H26.10-11：
データ収集

H26.11－H27.4：執筆
者チームの原稿の進
捗管理並びに内容の
検討　H27.4-6：自己評
価書の完成に向けて
の整え。自己評価書の
意思決定並びに提出。

H27.7 自己評価書の配
布

私立 事務系 評価

学生アンケートの段取
りを組む（実務は教務
にも協力を仰ぐ）

学生アンケートの実施
（入学時、卒業時）（授
業評価アンケートとは
別）

いくつかの設問をピッ
クアップしクロス集計
課題：１人でやっている
のと繁忙期があること
から、分析結果、コメン
トを載せるところまで
至っていない。

冊子にまとめ（経年比
較のグラフなど）各部
局に配布。　課題：受
け取り先でどのように
使われているのか
フィードバックを受けて
いない。

自己点検・評価報告書
の根拠資料として使わ
れている。

私立 事務系 評価

調査・分析項目の提案
調査設計の決定　課
題：調査分析項目の提
案は本来執行部（クラ
イアント）の範囲？

各部署からのデータ収
集　　学部間比較の
祭、学部によっては
データがないケース）
例えば、卒業生アン
ケート）等はアンケート
の実施は学部に行って
もらうべきか、IRが行う
のか。

収集データ分析　課
題：専従職員と兼任職
員の作業分担が不透
明。（ある程度は専従
者手を動かすべきだが
主幹が入ってしまう？）

案件による政策決定部
署（委員会）報告　課
題：誰がどのように伝
えるか。根回しも必要。

政策決定・実行組織へ
の確認　　課題：まだ事
例がありません。

私立 事務系 評価

評価：自己点検評価、
認証評価、学生調査
（アンケート）　情報：IR

認証評価に必要な
Data収集。学内のマス
タ連携、つなぎ合わ
せ。

収集し、活用を促すよ
うに事実を提示すると
ころまでが任務

自己点検：教学（学長
トップ）の全学委員会
に提出→法人（理事長
トップ）の評価委員会
へ提出。　認証評価：
→評価機関へ。　IR：ま
だ結果の収集中。FBで
きていない。

収集するところまでは
できていたが、それを
現場が自分たちの問
題として解釈、分析す
ることができていない。
→余力がない（目の前
のタスクをクリアするこ
とで精一杯）　（優先順
位が下）

私立 事務系 評価

学生の授業時間外学
習時間の全学調査の
段取りを組む

調査の実施。データ入
力マニュアル（外注の
為）、定義書作成。

調査結果（学生がどの
くらい勉強しているか）
とGPAや基本科目の
GP、入試別のデータ抽
出とパネルデータ作
成・分析

学部の運営委員会で
発表。報告書の作成提
供等。

私立 事務系 評価

教員データ、科目デー
タ、学生の履修成績
データをつなぎ、教育
状況の分析可能なDB
の作成。Q：活用はこれ
から。まずデータをみ
てみる。

評価

大学情報DBの運用
課題：研究データの入
力が教員任せになって
いる。実態とはかけ離
れた情況。データ収集
の方法をどうするべき
か。

評価
論文データと研究費獲
得の関連

評価

自己点検評価書とりま
とめ、作成。　課題：
フィードバックにつなが
らない。事項の羅列で
分析ができていない。

評価 執行部に伝わらない



情報支援サークル：組織学習のプロセス

設置 属性 業務 c1：設計 c2：収集 c3：分析 c4：活用I c5：活用II

国立 事務系 その他

教育研究組織の改組・
再編に伴う適正な入学
定員数の確定

１）県や地方自治体等
の要望等の把握　２）
国、社会等の情勢・動
向等の把握、３）学内
事情等の把握

１）入試データ、就職
データ等からの分析。
２）教員採用試験受験
率及び合格率等から
の分析

１）学長・執行部・各学
部執行部への提供・説
明。２）学部内・学内で
の調整。説明、了承。

文科省折衝・意見伺い
等　課題：あまり多くな
いデータ等の中から、
学内要望以外の要素
に基づくエビデンスを
もって、入学定員の適
正性等を立証する難し
い。

国立 事務系 その他
教員の個人評価の検
証

学務情報、外部資金情
報の収集。　課題：論
文等の評価

教育と研究のデータの
統合（IDの関連づけ）

データ（分布図）を可視
化して提供

評価結果と分布を検証

国立 事務系 その他

授業料未納による退学
者の現状と分析につい
て（未納者が多いと
の･･･）

学生部による退学者情
報。財務部による授業
料収納情報など。

何が原因か、どうすれ
ば未納が減るのか。
データから読みとれる
ことはあるか？　レ
ポートを依頼者へ提
供。

データ分析結果を提供
する。対応策を立て未
納者を減らす。

国立 事務系 その他

自大学の学部を卒業し
た教員の比率を求め
る。

人事システムのデータ
受入。他システムの
データとのデータ件数
の比較

自大学の学部卒業
データのみを抽出し、
部局ごとの学部卒業教
員の比率を示す表をピ
ボットテーブルで作成。

私立 事務系 その他

大学の規模（定員）の
検討のための必要
データを検討する

これまでの学科ごとの
募集状況、実質競争
率、入学定員超過率を
収集。他大学の同様の
データを収集。

各学科の過去10年間
の競争力の推移として
情報化。学外の情報の
（比較）整理のため。

会議において情報提
供を行い、各学科への
検討材料として使用さ
れた。

データの中には活用さ
れていないものもあり、
余分ものはな●

私立 事務系 その他

新学部（学科）構想（改
組を含む）

周辺（近隣）他大学の
情報（入学者数・就職
率・先etc.）の収集　課
題：受験生のニーズ調
査、企業のニーズ調査

比較した表の作成 経営陣に報告（定員充
足率、学費、etc）

経営陣が参照し、方針
を検討　→場合によっ
ては追加・新規で情報
提供依頼あり

私立 教員系 その他

各委員会活動の中で
PDCAが具体的に動い
ていることをアンケート
調査などで分析する。

報告書にまとめた内容
を共有し、次の計画立
案に生かす。学内での
コンセンサスを得る。そ
の活用度のアンケート
調査を行ってきた。

点検評価報告書から
改善方策をまとめて、
実施に移す。そのため
の組織づくりを行って
きた。流れを作るため
の作業。

関係 専門職 その他
教員情報と各外部資
金獲得情報を蓄積す
るDBの整備。

個人または組織ごとの
外部資金獲得の状況
の一覧を作成。

国立 事務系

転学部・転学科の状況
分析

学内で把握していた
データを取り寄せ経年
グラフ等を作成

申請者の約半数が許
可されているものの、
申請条件の関係で約4
割が申請できている事
実が判明

情報をFactBookとして
作成。執行部へ報告。

申請条件を安易には
下げない。入試条件に
ついては今後検討を行
うこととした。

国立 事務系

法人評価、認証評価の
評価項目の分析に必
要な情報の収集

法人評価・認証評価の
評価項目にそった分析
を行う。

自己評価書をとりまと
める。第三者評価にお
ける指摘点を周知する
とともに改善の進捗状
況を確認する。

国立 教員系

就職先決定の要素とな
る学生アンケート調査
の企画　［目的］地元就
職率の向上、県出身
者；地元就職率→高、
県外出身者；地元就職
率→低

就職関係部署や担当
理事との打ち合わせ
（方法や調査項目）

どのような要素が学生
の就職先決定の要因
となるのか、割合の高
いものを抽出する。

教育内容や大学として
改善できるものか検討
する。

課題：各学部が実際に
活用できる結果となる
か不明。

国立 教員系

調査の段取りはTPOで
実施中。

アンケート調査：抽出
方法、紙媒体　HP上
で。　課題：コスト

入試DBで分析するも
学生個人データは一
部分析できても公表が
難しい。各分析はでき
ても統合データにする
には試行錯誤。

自己評価書のとりまと
め第三期の計画の策
定

影響・意思決定　分析
は行ったが、意思決定
（Action）には至ってい
ない項目多し。

国立 教員系

入試成績（前後期入学
者を対象とした複数年
分析）とGPAの推移、
ストレート卒業、就職状
況等との関係を調査

学務データ、入試デー
タ、就職データを収集・
精査した後DBを作成。
課題：就職データ
フォーマットがない。

入試成績で３群に分
け、統計分析を実施。

分析から得られたこと
を基にレポートを作成
し、執行部へ報告。

推薦入学者についても
同様の分析を実施して
欲しいとの要望を得
た。



情報支援サークル：組織学習のプロセス

設置 属性 業務 c1：設計 c2：収集 c3：分析 c4：活用I c5：活用II

国立 教員系

授業評価アンケートの
見直し　→回収率の低
さ　質問項目の意味
（位置づけが充分でな
い。議論の余地あり。
自主学修、学修支援）
→改善・利用へのシス
テムができていない。

データが他のデータと
ひも付けられていな
い。単独のデータ分析
になってしまう

自己評価書へのデー
タ提供

公立 事務系

科研費の申請状況と
採択状況について

各研究科教員の過去5
年間の申請状況と採
択状況データを収集。
他の資金獲得状況
データを収集。

グラフ化して傾向が見
えるようにとりまとめ

申請がない又は採択
が他の資金も得られて
いない教員をコーディ
ネーターが個別に支援
できるように取りまとめ
データを提供。その後
は追っていないので効
果は分からない。

公立 教員系

留年学生のプロファイ
リング

留年者について、高等
学校の成績（調査書）、
入試の成績、入学後の
単位取得状況、専攻語
学科目の素点。

留年生について　学国
語学習についてて学生
がどのようなイメージを
持っているのかを明ら
かにする。入学以前、
入試、入学後の（特に
外国語の）成績を比較
するなど。

私立 事務系

調査の段取り データ定義、収集
データ主集、学校基本
調査

学校基本調査から分
析（卒業率、進学動向）

自己点検、評価報告→
大学基準協会

報告書に記載する情
報の他、実態をつか
む。大学のあらゆる情
報を把握する（違う形
態の報告要旨などを使
う）。

私立 事務系

本学のFACTBOOKを
作成するにあたり、多
学でどのような内容を
収集しているかを調査
し、本学ではどのよう
なものを作成していく
かを決める。

本学での経年変化を
追うための基本データ
を収集する。

質保証アンケートを実
施。結果をまとめ、グラ
フ化。自由意見をまと
めて教務委員会に提
出した。課題：その後ど
うなったか、フィード
バックを受けていな
い。

私立 事務系

IR室としての全体設計
がない（方針？）　個別
データを集めているだ
けに終わっている。

全体DBはなく各部局、
部署によるデータの定
義となっている。

成績データ（学生個
人）の学年毎のGPAを
つくり、経年変化と就
職データを結合した
が、相関がなく活用で
きなかった。

私立 事務系

自己点検で収集・分析
した内容を次の年の事
業計画に反映させる。
事業計画と予算計画を
連動させる。

事業計画と予算計画を
連動させる。

私立 教員系

学生実態調査の可視
化　入学から卒業まで
のすべての学生につ
いての属性のデータを
作成し可視化する。
もっと卒業生の数を増
やし質を高める。

学生実態調査等は各
部署から収集し、経年
的な比較ができるよう
にカタログ化する。　学
生の成績に関連する
データを一元的に収集
する→前提となるデー
タアクセス、管理の規
則の作成が今最も必
要となっている。

データを情報化して報
告して活かしていく。そ
の結果をさらに分析に
フィードバックする。
データの連結により情
報化していく。問題なく
できると思う。



情報支援サークル：組織学習のプロセス

c1：設計
第三者に係る段取りや方針を考える。IRに係る企画を考えないといけない。より効率的・効果的に進めるための処方箋を示せない。
研究力の強み、弱みを把握するための外部資金担当者ヒアリング、課題設定、指標設定を行う。
中期計画の進捗状況と課題の洗い出しに取り組む。
各評価基準に対応するチェックリストを作り部署に対応してもらう
卒前教育が卒後にどう影響があるか調査する。
卒業生対象の調査の実施のために、サンプリング手法について実施主体部局にアドバイス
学内の各センターの取り組みを把握する
認証評価自己評価書の作成
自己評価書の文章を補強するための資料を作成するため枠組みを作る。課題：全学的に統一的に資料を収集できるようにわかりやすい枠組みを
作るのが困難。
より良い研修プログラムの開発
設計：学生の学修時間等の調査方法の設計　課題：なぜそれが必要かについて学内での意識が共有されていない
自己評価書のデータで何を掲載するのか決める
単位の実質化について調査する。
大学評価結果（指摘事項）のデータベース化し、点検評価作業に活用してもらう。
研究費の獲得金額をいろいろな視点で見る。
学生調査を設計する。＜課題＞検証したい仮説がないまま調査することが目的化している。
教育の成果・効果を検証するためのワーキング。組織評価の実施。業績報告書のとりまとめ。
事務職員の60歳以上の推移調査
KPIとその収集方法について検討した。
収集するデータの定義について検討（情報を希望する人がどの文脈どの情報を求めているかについて）
各機関の自己点検・評価報告書について評価をする。
授業評価アンケートの見直し。学生の自主学修、学修支援体制スペースアンケートの企画
ある英語に関する授業科目についての状況把握の段取りを組む
自大学の情報データベースの入力を各教員に促す
研究所の行う研究の学際性（異分野を取り込んでいるか）、超学際性（学術界以外の者を取り込んでいるか）を調査する。

c2：収集
各種評価に係る根拠資料の収集。必要十分な資料・データを収集できるかどうか不安。
Web of Scienceおよび所内データベースを活用し、論文、書籍、その他の研究成果の収集　課題：特に所内データベースの情報の不正確性、不完
全性をどう対応するか。各著者の属性をどのように反映するか。（特に非研究所の場合）
DBへの入力を担保する。
様々な学内外の調査結果から必要な情報の抽出。部局へ資料の提出を依頼。
認証評価エビデンスの収集　課題：記述データのバラツキ（意図をしっかり伝えられていなかった）
大学情報データベースのために学内のデータの把握
学生の卒前の活動を調査する。成績、課外活動、面談歴　課題：DBがないので設計する。個人情報なので集めるのが難しい。
各部署へ説明・依頼。併せて大学情報DB、機構DB、広報誌データとの整合性を確認　課題：年に何回も同じデータを依頼してしまうため手間になら
ない配慮。
授業科目内容についてシラバス等から情報収集。
記述式なので、定量データがとりにくい。※入学定員などは数値
各部署から出てきた報告やデータを評価基準に照らして「統合」する。
科研費電子申請システムのデータを使って作成　課題：過去５年分くらいのデータしかない
開発中の研修プログラムを用いて試行的に研修を実施し、アンケート等で情報を収集する。　課題：どういった質問事項を設ければ有益な情報が手
に入るか。
各センターの事業内容の報告を集める（パンフレット、人数など）　課題：見えやすいものだけになる？
担当者から分析の指標となるデータを取得。DB、データの意味についてヒアリング。
既存の学生への調査。アンケート結果の集計。　課題：年度ごとにアンケートごとにまとまっていて比較分析ができない。
調査票、マークシート、WEBアンケート画面の作成。データクリーニング、自由記述の整理。　課題：回収率向上の手立て。
部局への回答依頼。データ定義の解釈が部局によって異なる場合には、統一的なものになるよう修正。
事務職員のDB作成
授業アンケート案（学生、教員）。部局に対する照会。学生データの収集（入試、学務、就職先等のデータ）。論文データ、雑誌データ。
データ集の作成　課題：以前のデータなどDB構築。新しいDBの取り込みが必要。
各中期計画で設定されている評価指標データの収集。各年度報告の収集・ピックアップ。
各機関から報告書を集め、内容の不足の部分を補う。
各種データ（学校基本調査、入試統計等）の収集　課題：把握していないデータがまだまだ多い。どのようなデータを集めればよいか、決めておかな
いと厳しい？
調査方法の開発と実施手順の策定
データが散在していること
収集：学習の成果の根拠としての学生の論文発表及び学会での発表のデータを収集し、部局ごとにまとめる。　課題：データの収集が思うように進
まなかったこと。理系と文系では求める成果が必ずしも一致しない。

c3：分析
各年度報告をとりまとめ、中期計画の進捗状況を３段階で作成
学内（外も？）の各種データの経年変化や複数データを用いた分析を行う必要に迫られている。
それぞれの調査・アンケート結果のデータから必要な調査方法を分析する必要があるが、データそのものがばらばら。
他大学比較、学内部局から強み・弱みを分析
収集データをもとに評価対応としてのデータを作成。ただし本当に必要なデータが収集できているかの検証が十分とはいえない。
データに基づき報告書を作成　課題：執筆は委員会委員に分担しているが、分析の方向性は事務局が大学の方向性や活動状況を考慮し、示して
いる。
部局では分析を行うことは少ないので、その必要性を認識するところから始める。
収集データからフォーマットに従い作成。
課題：仮説がないまま分析するため、膨大なクロス集計をするはめになる。
学部・研究科の現況調査表作成にあたり、学校基本調査のデータ（学生数、就職状況、就職先など）を分析しまとめた。
収集したデータの重複を削除し、不完全なものは修正し、分析しうるデータとして加工。その後各種グラフの作成。
学務より詳細なデータ（参加者、プログラム内容等）をもらいデータを作成。
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c3：分析（つづき）
データを各部局に提供。課題のレベルによってプレッシャーも変わってくる。
課題：一覧表の作成にとどまる
各部署のデータや報告を「統合」して分析し、「全学」的な報告書を作成
授業データ（学生アンケート、教員アンケート）の突合。学生のパネルデータ（主に成績）、論文、雑誌、被引用数の集計
データの分析スキル（統計学）の不足
たのデータや自己評価書本文から照らして、適切なデータとなっているか。
成績のデータベースから学生個々のＧＰＡや成績分布のヒストグラムを作成し、入試の種類との相関を見た。
学務情報、実習データ、面談歴を結合する。
収集したデータによる共通項目と差異項目の分類とその特徴を分析する。
大学の強みや弱みの分野を分かるようにする。年度別の推移。他部局との比較。１人あたりの金額など。
部局から提出してもらった資料を補強したい自己評価書の文章に合わせて統合、調整。
アンケートを基に、プログラムの長所と短所を割出し、改善策を打ち出す。
事務職員の向こう20年の推移状況データを作成
報告書の内容から課題となる点、長所となる点、またそれらの改善方策、発展方策を検討する。

c4：活用I
法人評価・認証評価の自己評価書のとりまとめ
自己評価書のとりまとめ　課題：外部評価に耐えられるものを継続的に作成できるか？
まずはここから。第三者評価報告書作成のため→ピンクへ。
学生定員の見直しにおいて志願倍率、定員充足率のデータを提供して、執行部で検討を行った。　課題：これまでの歴史や経緯や学内の今後の政
策の効果等、データだけでは決められない。
アンケート結果の報告。委員会で報告。評価書作成に活用。
法人評価・認証評価のとりまとめ。自己評価書を作成し文科省・機構へ提出すると共に関係部署へも配布。　課題：活用状況（特に関係部署）の
フィードバックを得ていない。
報告書としてまとめ印刷
認証評価による根拠資料に活用される。
学生の論文発表及び学会発表データをまとめ、認証評価の学習成果としてデータにする。
自己評価書のエビデンスデ－タとして提出。　課題：うまくエビデンスデータになっていたのか不明。
自己評価書のとりまとめ。ファクトブック等の提供。　課題：執行部等が真の意味で有効に活用してくれるのか疑問。
改善された案件もあった。
自己評価書、業務実績報告書とりまとめ　課題：各所管課タテ割りで作成されてしまう。
評価内容を本来の評価委員に提供する。評価委員の評価に自分の評価内容をある程度反映させてもらう。
自己評価書をとりまとめ、執行部、機構に提出。　課題：提出先での評価等のFBを得たが、その後の取り組みについて自身が動けていない。
各研究者、各研究プロジェクト毎に学際性、超学際性を成果総数と比較してパーセンテージで表現。　課題：パーセンテージだけではなく、成果に寄
与した分野の数や巾の広さも分析しうる指標がほしい。
教育の成果効果を検証する（報告書）。理事に報告（予定）。各部局、役員会へ（Aca, Pap報告書）
自己評価書を学位授与機構へ提出。評価結果はこれから。
自己評価書のとりまとめ。強み・弱み表を作成し、各担当、理事に提供
報告、FD研修会の実施。　課題：オーダー元と報告先が異なるとき、設計や分析に対して時に的外れな批判が出る。
改善策に基づき、プログラムをブラッシュアップ。
自己評価書への掲載。冊子を刊行して学内へ配布、他大学へ提供。　課題：完成してからフィードバックを行っているが、全学では共有できていな
い。
実績報告書へのとりまとめ記述。文科省への対応に活用。
各種調査・アンケート結果の報告を全学の委員会、ウェブサイトで行っている。　課題：部局の担当教員、担当者がそのとき確認するだけで、一過性
の情況となっている。
大学全体のデータとして提出。　課題：こちらで定義したデータ定義が適切な物だったかについてフィードバックを得ていない。
自己評価書を作成しても誰も読まない。（改善に活用されない）その場しのぎの自己満足で終わる。
レポートを担当部署、執行部会議に報告。→担当部署から強み・弱みの要因等フィードバック。
要求があったデータを加工、分析して提出する。　課題：レポートがどう使用されたかがわからない。
執行部へ提出し会議資料になった。

c5：活用II
基準協会の10の基準ごとに分類し、努力課題・改善勧告に相当する事項を抽出。
IRに関するオーダーが出てくるといいのだが･･･。
大学教務委員会へ。法人評価・組織評価で利用。
一度データ集を執行部に渡したが利用されない。
新入生を対象としたアンケート調査の実施調査結果をグラフ化した。
認証評価自己評価書で見えてきた課題点を学内で共有。　課題：執行部のみに提供し現場レベルで共有されていない。
評価の指摘事項改善
大学として特色把握につながった。
教育改善　例：学習時間増加　アンケート実施方法→回収率
自分の評価と評価委員の評価内容を把握し、次回以降の評価作業に生かす。

意思決定しようとしていることを引き出す。選択肢の元になりそうな施策のタネを拾う。　課題：データを活用する意思・イメージがないことがある。

データ収集・分析方法の見直し（PDCAサイクルへの効果的な活用に向けて）
評価者との分析結果に対するコミュニケーションを通した優れた取組として評価された
→活用１とあったので移行
報告書から何が有益でどんな課題があるかを把握。次の事業に活かす？
各種調査・アンケートをとりまとめ結果をその後何に活用するのか検討できていない。全学的には結果にインパクトがない。
フィードバック内容を調査し、新たなデータを受取り、次回（以下なし：嶌田註）
執行部より、検討のため、さらに別の観点での情報提供を求められた（偏差値、卒業率、中退率等）
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