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まえがき 

 

評価初心者セッションでは、大学評価の実務経験がほとんど無い初心者を対象に、「評価とは

何か」という基本的な観点に基づき、自己評価書をどのように作成するのか、について参加者主

役型の演習を通じて評価の考え方や発想法を身につけることを第一に目指しました。 

評価に関する一般的な、あるいは大学固有の事情に応じた数々のノウハウやスキルは、これか

らの業務で身につけていくことになりますが、評価についての基本的発想を持っていなければ

「適切に」使いこなすことはできないでしょう。この基本的発想を持たないままでの評価実務は、

その場しのぎの仕事になってしまい、「改善のための評価」という大学評価の重要な目的を果た

すことができなくなるからです。このようなことを踏まえ、評価担当者のほとんどが携わること

になる自己評価書の作成を題材に、評価に関する基本的なノウハウやスキルの紹介を交えながら、

参加者は「評価とは何か」という視点をつねに確認し、それを基に自己評価書を作成する姿勢を

グループワークにより体感することで理解を深めました。 

一方、各大学で実際に評価業務にあたる場合、学内の理解を得ることは評価担当者に課せられ

た大きな課題（使命）ですが、学外の評価担当者とのネットワークもまた心強い味方になるはず

です。本分科会でグループワークを取り入れたのは、他人との協働により、多様な考え方がある

ことを知り、自らの視野を広げ、自らの考えを深めることはもちろんですが、評価活動を通じて、

学内の各組織とのコミュニケーションをより円滑に進める力を養ったり、他大学の評価担当者と

気軽に相談できる関係を構築したりといったねらいもあります。 

本報告書には、演習の解答例としてグループワークで各班が作成したポスター資料やそれらの

総括をつけるなど、大学評価の初心者が、本セッションを受講していなくても自ら学べるように

作成しています。また、経験を積んでいても、余裕がなくなったりすると、大切な点や本質的な

点を忘れることがあるかもしれません。そのようなときに、本報告書を読み返すことで初心を思

い起こすきっかけになれば幸いです。 

 

 

 

平成 27 年 11 月 9 日 

大学評価コンソーシアム 幹事 

（新潟大学経営戦略本部評価センター 准教授） 

関  隆 宏 
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１．開催概要 

 

1.1. 目的 

大学評価では、まず大学の諸活動の現状把握を行い、その結果を通じて自大学の特徴や課題を

明らかにします。そのうえで特徴をさらに伸ばしたり、課題を改善する活動への支援を行ったり

します。そのような活動は、ひいては大学の諸活動に対して社会からの理解を促進することにつ

ながります。 

そのため、評価初心者セッションでは、「評価とは何か」という基本的な観点に基づき、自大

学で自己評価書を作成する際に求められる着眼点・発想法・留意点を身につけることを目的とし

ます。この分科会では、基本的な部分を講義形式で行い、受講者主役型の演習を通じて、内容理

解の定着を図りますので、積極的な参加を期待します。なお、大学評価の実務経験がほとんど無

い初心者を対象とします。 

 

1.2. 開催日時及び会場 

日時： 平成 27 年 8 月 28 日（金）9:30～16:00 

会場： 神戸大学 六甲台第二キャンパス 神戸大学百年記念館（神大会館） 会議室 A 

 

1.3. 班編制 

申し込み時に入力していただいた「所属機関名」、「所属部課名」、「役職名」及び「評価との関

わり」を参考に、班編制を行いました。業務を行ううえで、経験的・立場的に近い方をまとめ、

グループワーク時において、参加者同士のディスカッションが活発になるように配慮しました。 

 

1.4. 参加者分析 

分科会「評価初心者セッション」には、計 32 名からの申し込みがあり、当日は 29 名が参加し

ました（N=29）。参加者の属性分析は、申し込み時に参加者からご提供いただいた所属や職種等

の情報を基に行いました。なお、「参加者」とは、国公私立大学及び関係機関の「通常会員」で

あり、運営スタッフである「幹事」の２名を含んでいます。 

職種別の参加比率では、職員が 90％、教員が 10％でした。また、職員の職層を「部長・課長

等」及び「係長・係員等」、教員の職層を「教授等」及び「准教授・講師等」に分けて示すと、

職員の係長・係員等が 83％と最も多く、次が職員の部長・課長等及び准教授・講師等で 7％でし

た。 
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所属区分別では、国立大学が 62％を占めており、私立大学は 17％でした。また、地区ブロッ

ク別では、本集会の開催が神戸大学であったことから、近畿地区の参加者が 35％と多く、次が

関東地区で 21％でした。 
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地域ブロック・所属区分別と職種別をあわせて確認すると、関東地区の国立大学、中部地区の

国立大学、近畿地区の国立大学及び公立大学、九州・沖縄地区の国立大学において教職員の参加

率が 10％以上でした。職員については、関東地区の国立大学及び近畿地区の国立大学の 14％が

最も多く、次が中部地区の国立大学及び九州・沖縄地区の国立大学の 10％でした。 

 

 

 

本分科会では、評価の実務経験がほとんど無い方（初級）を対象としており、参加者の「評価

との関わり」の内容も確認すると、採用されたばかりの方や人事異動により評価担当になられた

方が多く参加されていました。また、下記に示す各分科会の参加者総数（N=101）と職種別詳細

の関係によると、対象者と参加者属性の対応関係は良好であり、本分科会の主旨に沿った参加状

況だったと言えます。 
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２．実施内容 

 

○ タイムテーブル及び実施事項 

時刻 実施事項 

午前の部 導入レクチャー 

09:30-10:00 

スタッフ紹介 

導入レクチャー 

 認証評価に基づく自己点検・評価 

10:00-10:20 認証評価制度の概要 

10:20-10:30 休憩 

10:30-11:45 

演習（講義形式） 

事例１【認証評価】 

答え合わせ 

11:45-13:00 昼食 

午後の部 目標（計画）に基づく自己点検・評価 

13:00-14:20 

目標（計画）に基づく評価の概要 

演習（グループワーク形式） 

 事例２【目標（計画）に基づく評価】 

14:20-14:30 休憩 

14:30-15:45 

ポスターセッション（グループワークの結果発表） 

答え合わせ 

15:45-16:00 まとめ 

 

 

09:30-10:00 スタッフ紹介、導入レクチャー 

評価初心者セッションを担当するスタッフの自己紹介を行った後に、「評価とは何か」という

基本的な観点に基づき、自大学で自己評価書を作成する際に求められる着眼点・発想法・留意

点を身につけるという分科会の主旨、スケジュール、進め方について説明を行いました。 
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次に、導入レクチャーとして、「大学の評価に関する基本的な考え方、発想法を体感する」と

いう本分科会の「ねらい」、「１．大学評価とは」、「２．評価業務を行うに当たって、最も意

識しておきたい理念」、「３．実際の取組を様々な角度から評価するのに必要な観点（評価の観

点）」及び「４．評価書を作成する／読むうえでのチェックポイント」という流れで、評価に関

する知識の整理と共有を行いました。 
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導入レクチャー資料 

 

ねらい：大学の評価に関する基本的な考え方、発想法を体感する 

大学の評価におけるスキルは種々あるが、最も重要なのは基本的な考え方、発想をし

っかり持つことである。それが無いと、スキルを使いこなせないばかりか、評価作業が

場当たり的になる（評価自体が目的化し、評価疲れを招くことになる）。 

 

１．大学評価とは 

 

大学を誰が何のために評価し、その結果をどのように活用するかという問題を考えるう

えで、評価の目的や意義を理解することが重要である。 

大学に関係する様々な「評価」として、例えば、学生による授業評価、研究プロジェク

ト等の開発評価、教職員の人事評価、大学あるいは学部等の組織が自ら行う評価、設置認

可や認証評価等の外部者による評価、大学ランキング、世間からの評判等を挙げることが

できる。 

 一方、社会的組織としての大学は、以下の取組を自律的に行っていくことが必要である。  

 

○ 大学は、社会的な使命を自覚し、その存在理由や大学の状況を確かめ、社会に説明

する。 

○ 大学は、自らが掲げる理念・目的の実現に向けて、諸活動の質の維持・向上を図る

ための改善活動を行う。 

 

これらの取組を進めるうえで、大学の評価（以下、「大学評価」という。）は、主に以下

の目的に基づいて行われており、大学の目的を達成するために重要な役割を果たす。 

 

○ 説明責任（accountability） 

大学の教育研究活動等の目的や特徴、成果を示し、社会的説明責任を果たすこと。

○ 改善（improvement） 

大学における諸活動の現状理解を通じて、問題点や課題を改善し、大学の質の保

証ならびにその維持・向上を図ること。 

 

図１に示すように、大学評価の中核にあるのは、大学（あるいは学部等）自らが組織と

して行う諸活動について評価（現状把握・分析）し、その結果をもって教育研究等の課題

を改善しようと行う「自己点検・評価」である。現在、日本では、学外の第三者組織によ

る大学評価や政府機関による主な大学評価として、表１に示す認証評価機関による認証評

価、政府機関による国立大学法人評価がある。これらの大学評価導入の経緯は、表２に示

すとおりである。 
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認証評価にしても国立大学法人評価にしても、「自己点検・評価」を基にして実施される

ことから、各大学には、様々な評価活動のなかでも、まず、各大学の教育研究の改善のた

めに、自ら評価活動を行うことが期待されているといえる。 

 

その他のマスメディアや企業や高校関係者
などの利害関係者による大学評価（③）

学外の第三者組織による
大学評価や政府機関による大学評価（②）

各大学が行う大学の
自己点検・評価（①）

 
図１ 大学評価の基本的な構造 

 

表１ 機関別認証評価と国立大学法人評価の概要 

評価制度 機関別認証評価 国立大学法人評価 

基礎となる法律 学校教育法 国立大学法人法 

評価の対象 
全ての大学、短期大学、高等専

門学校 
国立大学法人、大学共同利用機関法人

評価の目的 

教育研究活動などの、①質の保

証、②質の改善・向上、③社会

的説明責任 

①中期目標期間における諸活動の質の

向上、②次期中期目標・中期計画への

反映、③国費の投入に対する説明責任

評価の内容 

認証評価機関が定める評価基準

に基づき、教育研究、組織運営

及び施設設備の総合的な状況 

中期目標、中期計画及び年度計画に対

する教育研究活動や経営面などを含め

た総合的な達成状況 

実施時期 7 年以内ごと 各年度終了時及び中期目標期間終了時

 

表２ 大学評価導入の経緯 

項目 概要 

大学設置基準の大綱化（1991 年） 「事前規制方式」を緩和する代わりに、「自

己点検・評価」の努力義務化 

大学設置基準の改正（1999 年） 自己点検・評価の実施と公表の義務化、自己

点検・評価の外部者による検証の努力義務化

認証評価制度、国立大学法人評価制度

の開始（2004 年） 

大学の自己点検・評価に基づく第三者による

評価の義務化 
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２．評価業務を行うに当たって、最も意識しておきたい理念 

 

(1) 支援的であること：査定ではなく、質の維持・向上のための手がかりを提供＝改善志

向 

 上記のように、評価には説明責任（accountability）と改善（improvement）の２つ

の目的がある。 

(2) 非排除・双方向的であること：関係部局の教職員等との密な対話と信頼構築 

 評価の目的を共有する。 

 教職員とのコミュニケーションにおいて、教育研究等の状況を把握し信頼関係を構築

する。 

(3) 明示的であること：作文ではなく、根拠に基づいた評価とプロセスの透明化 

 改善を志向するためには、誠実な自己点検・評価が必要。 

 現状を把握し共有するために、多様なデータに基づいた活動の根拠を示す。 

 

３．実際の取組を様々な角度から評価するのに必要な観点（評価の観点） 

 

○ 「目的・目標－計画－実行－評価－改善」という一連の流れを踏まえ、点検・評価項目

（評価の観点）を明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 「目的・目標－計画－実行－評価－改善」の構造 

 

目的・目標 
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○ 目的や目標に対し、次の観点から取組の現状を把握し点検する。 

 

 プロセス：成果の達成につながる一連の過程の中に位置づけられる活動や取組 

 インプット：諸活動を実施するために必要な組織編成及び人的・物的資源などの投入 

 アウトプット：インプットによってもたらされるものの規模や頻度 

 アウトカム：諸活動の発展・充実に役立つ目標の達成状況を示す結果（成果、効果） 

 

 

 

 

 

 
図３ 目的・目標と各観点の関係 

 

４．評価書を作成する／読むうえでのチェックポイント 

 

(1) 目標や計画に対して、記述・表現が明確か？  

言葉の定義は明確か。  

それほど、だいたい、思われる、図る等の曖昧な用語を使用していないか。  

(2) 目標や計画の説明について、具体性があるか？  

計画や評価の観点に沿って、もれなく結果が記されているか。  

想定した結果が伴っていない場合、その原因や改善策が示されているか。  

(3) 目標や計画に対して、データは適切に使われているか？  

定量的あるいは客観的なデータを示したうえで、結論が根拠づけられているか。  

成果を示す場合、事前と事後の比較、経年変化等の分析がなされているか。  

(4) 評価の基準や観点の捉え方、取組の計画そのものについて、問題はないか？  

目標・計画の趣旨に沿った整合性のある記述がなされているか。  

成果を示すための根拠資料ならびに指標が明示され、取組の検証が行われているか。  

 

 

本日の作業： 

以上の(1)～(3)を踏まえて実例を吟味し、その結果を発表して、より良い評価書作成の

勘所をつかむ。 

ただし、(4)について、本日の作業では原則として対象外とする。 

 

 

目的・目標 大学／学部等の諸活動 

プロセス 
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５．評価を改善に活かすために  

 (1) 評価業務のガイドライン  

大学評価コンソーシアムでは、2011～2013年度の大学評価担当者集会における全国の

評価担当者による議論から得られた知見を「評価業務のガイドライン」としてまとめ、

以下のウェブサイトにて公開している。内容の概略は、以下のとおり。  

 

【大学評価コンソーシアムウェブサイト】  

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline 
 

① データ収集作業のガイドライン  

データ収集の課題と改善のための手がかりについてまとめたもの。  

② 評価作業（記述分析）のガイドライン  

目標や計画に照らした評価に関する記述のチェック方法と、その作業を通じて気づ

いた改善点のまとめ方の着眼点について整理したもの。  

③ 評価を改善に活かすためのガイドライン  

評価（現状把握）や集計、分析作業の過程で得られた課題や改善すべき点をどのよ

うに学内の改善に活かせばよいのかを整理したもの。 

(2) IR（インスティテューショナル・リサーチ） 

IR とは、高等教育機関内の調査研究を実施する機能又は部門を指し、機関情報を一元

的に収集、分析することで、機関が計画立案、政策形成、意思決定を円滑に行うことを

可能とさせる。また、必要に応じて内外に対し機関情報の提供を行う。 

大学評価との関わりから、日本でも IR への関心が高まっており、最近では IR に関す

る日本語文献も多く見られる。ここでは、以下の書籍２点と大学評価コンソーシアム情

報誌「大学評価と IR」を挙げておく。 

・リチャード D.ハワード編（大学評価・学位授与機構 IR 研究会訳）『IR 実践ハンドブ

ック―大学の意思決定支援―』高等教育シリーズ 155、玉川大学出版部、2012 年 

・中井俊樹、鳥居朋子、藤井都百『大学の IR Ｑ＆Ａ』高等教育シリーズ 161、玉川大学

出版部、2013 年 

・大学評価コンソーシアム情報誌「大学評価と IR」

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib 

 

※ 本資料に出てくる単語等については、資料１－２「大学評価関連用語集」を参照して

ください。 

 

■参考文献 

[1] 江原武一：「日本における大学評価の進展」，立命館高等教育研究第９号，pp.93-108，

2009 年. 

[2] 関 隆宏：「大学評価」，岩崎保道編著『大学政策論』第４章，大学教育出版，pp.67-88，

2011 年. 
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大学評価関連用語集 

 

 

○ 評価に関連する法律・制度等 

 

【学校教育法】 

日本国憲法の精神に基づき、また教育基本法の制定を受けて、1947 年に制定された学校教育

全体の具体的な内容を定めた法律。高等教育機関の質保証に関する規定として、従来より実施さ

れている大学等の設置を文部科学大臣が認可する制度のほか、2004 年 4 月 1 日施行の学校教育

法改正により、新たに自己点検・評価及び認証評価の実施が義務化された。 

 

【大学設置基準】 

文部科学省令のひとつで、大学の設置認可を行う際の審査基準と、認可後も大学が備えておく

べき最低限の基準として両方の役割を果たすもの。教育研究組織・教育課程・教員・施設・設備

などの項目で構成される。短期大学、高等専門学校、大学院、専門職大学院、大学通信教育及び

短期大学通信教育においてもそれぞれ設置基準が定められている。 

 

【教育情報の公表】 

2011 年 4 月 1 日施行の学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）改正により、大

学（高等専門学校、短期大学、大学院を含む）は、大学の教育研究上の目的や基本組織、教員組

織、受入方針及び入学者数、授業、成績評価及び卒業・修了認定、施設及び設備、徴収費用、学

生支援等、教育研究活動等の状況についての情報を、刊行物、インターネットなどを通じて公表

する義務を負うこととなった。加えて、大学（短期大学、大学院を含む）は、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を公開することが努力義務として強く求められて

いる（学校教育法施行規則第 172 条の 2）。これにより、社会に対する説明責任を果たすととも

に、教育の質を向上させることが期待されている。 

 

○ 評価の種類 

 

【自己点検・評価】 

大学等が、自己の目的・目標に照らして教育研究等の状況について点検し、優れている点や改

善すべき点などを評価し、その結果を公表するとともに、その結果を踏まえて改善向上を行って

いくという質保証の仕組み。学校教育法において、その活動が義務化されており、高等教育の質

保証は一義的に大学等自らが主体的に行うものという点が示されている（学校教育法第 109 条第

1 項）。 

 

【認証評価】 

文部科学大臣の認証を受けた者（認証評価機関）が、大学、短期大学、高等専門学校及び専門

職大学院の教育研究活動等の総合的な状況について、評価基準に基づき行う評価。大学等は政令
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で定められた期間ごとに認証評価機関のいずれかを自ら選択して認証評価を受けることが義務付

けられている（学校教育法第 109 条第 2 項）。 

 

【機関別認証評価】 

大学等の機関単位で実施する認証評価。大学、短期大学及び高等専門学校は 7 年以内毎に同評

価を受けることが義務付けられている。 

 

【国立大学法人評価】 

国立大学法人評価委員会が行う、各国立大学法人及び大学共同利用機関法人における中期目標、

中期計画及び年度計画に対する教育研究活動や経営面などの総合的な達成状況に関する評価。大

学評価・学位授与機構は、国立大学法人評価委員会の要請を受け、同評価のうち、教育研究面に

係る中期目標の達成状況等に関する評価を実施する（国立大学法人法第 30 条、第 31 条、第 35

条）。 

 

○ 評価に関連する組織 

 

【中央教育審議会】 

文部科学大臣の諮問に応じて教育の振興、生涯学習の推進を中心とした人材育成、スポーツの

振興に関する重要事項を審議することを目的として文部科学省に設置された機関。中央教育審議

会の下には分科会等が置かれ、そのひとつに高等教育に関する重要事項を扱う大学分科会がある。 

 

【国立大学法人評価委員会】 

国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各事業年度及び中期目標期間における業務の実績に

関する評価活動を主要業務とする委員会。国立大学法人法に基づき、2003 年 10 月 1 日施行の

政令により文部科学省に設置された。 

 

【認証評価機関】 

認証評価を実施する機関として文部科学大臣の認証を受けた機関。文部科学大臣の認証を受け

るためには、その評価基準、評価方法、実施体制などが文部科学大臣の定める基準に適合する必

要がある。大学機関別認証評価を実施する認証評価機関には、公益財団法人大学基準協会、独立

行政法人大学評価・学位授与機構、公益財団法人日本高等教育評価機構の 3 機関がある。 

 

○ 評価の目的 

 

【アカウンタビリティ（社会的説明責任）】 

一般に、法人運営における資金の受託者がその活動の履行を社会や利害関係者（ステークホル

ダー）に対し客観的に説明しなければならない責任又はその準備そのものを指す。評価を通じて

大学等の教育研究活動等の状況を明らかにし、社会や利害関係者に示すことにより、広く理解と

支持が得られるようにすることが重要である。 
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【内部質保証】 

高等教育機関が、自らの責任で自学の諸活動について点検・評価を行い、その結果をもとに改

革・改善に努め、これによって、その質を自ら保証することを指す。このプロセスを学内で恒常

的・継続的に行うシステムは内部質保証システムと呼ばれる。 

 

○ 目標、計画 

 

【ミッション（使命）】 

社会への貢献や人材育成など、高等教育機関に対し共通に課せられる恒久的な役割及びこの共

通の役割に基づき各機関が掲げる建学の精神や個別の使命を指す。 

 

【ビジョン（理想像）】 

高等教育機関にとって望ましい理想像又はあるべき姿。各機関の理念が示した意義を具体化す

るために描く将来像。 

 

【目的（ゴール）】 

ビジョンを実現していくための戦略として、ある期間を設け、その期間内に到達すべき水準や

期待される成果などを示したもの。理念やビジョンは基本的に長期にわたり不変である一方、目

的は設定期間後の達成状況の検証等により定期的に見直しが図られる。 

 

【目標】 

目的を達成するために目指すべき行動や道筋を具体的に示したもの。目標に含まれる内容は、

一定期間後に目標の達成状況を検証・分析することを踏まえ、具体的かつ計測可能であることと

されている。 

 

【計画】 

目標を実現するための組織的・戦略的な方策を具体的に示したもの。一定期間後に計画の実施・

達成状況を評価する際には、この状況を分析するための資料・データが不可欠となる。 

 

○ ＩＲ 

 

【IR（インスティテューショナル・リサーチ）】 

高等教育機関内の調査研究を実施する機能又は部門。機関情報を一元的に収集、分析すること

で、機関が計画立案、政策形成、意思決定を円滑に行うことを可能とさせる。また、必要に応じ

て内外に対し機関情報の提供を行う。業務の例として、学生への教育活動・支援とその成果の検

証、認証評価と自己点検・評価への対応などを挙げることができる。 

 

【エンロールメント・マネジメント】 

大学が学生募集から卒業までの間に一貫して行う修学支援。学生の入試成績、出席状況、在学

中の成績、授業評価、奨学金受給状況、進路などのデータを活用し、入試広報、授業内容、中途
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退学防止、就職支援、奨学金制度に関する施策を提供する取組である。 

 

【データウェアハウス】 

各業務システムで扱うデータを統合し、データを加工せずに、ウェアハウス（倉庫）の名の通

り格納して蓄積するデータベース。意思決定に資するため目的別で作られることや過去のデータ

を削除せずそのまま保持することなど、日々使用する業務システムとは異なる特徴を有する。 

 

【ベンチマーク】 

一般的には、何かを測定する際に設定する基準点のことをいう。高等教育分野においては、あ

る特定（例：学習成果など）の比較対象において客観的なデータを用い、機関内又は他機関との

比較測定するために設定する基準点。ベンチマークを用いた比較の活用により、教育・研究成果

の客観的なデータの判断が可能となり、それらの改善や向上につなげることができる。 

 

○ その他 

 

【インプット】 

教育研究活動を実施するために必要な制度、組織編成及び人的・物的資源などの投入。 

 

【プロセス】 

教育研究成果の達成につながる一連の過程の中に位置づけられる活動や取組。 

 

【アウトプット（結果）】 

教育研究活動を実施するために投入した資源によってもたらされるものの規模や頻度。アウト

プットは、活動が実施されたことを量的に示すものであり、一般的にはその質や水準に関する情

報は含まれない。 

 

【アウトカム（成果）】 

教育研究活動の発展・充実に役立つ目標の達成状況を示す結果。一般的に活動の質や水準の向

上度により示される。 

 

■参考資料 

 川口昭彦（独立行政法人大学評価・学位授与機構編集）『大学評価文化の展開―分かりやすい

大学評価の技法』大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ、ぎょうせい、2006 年 

 関口正司『教育改善のための大学評価マニュアル』、九州大学出版会、2004 年 

 大学基準協会『大学評価ハンドブック 2014（平成 26）年度申請大学用』、2013 年 

 大学評価・学位授与機構編著『大学評価文化の定着―日本の大学教育は国際競争に勝てる

か？』大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ、ぎょうせい、2010 年 

 大学評価・学位授与機構『高等教育に関する質保証関係用語集 第 3 版』、2011 年 

 中井俊樹、鳥居朋子、藤井都百『大学の IR Ｑ＆Ａ』高等教育シリーズ 161、玉川大学出版

部、2013 年 



認証評価制度の概要及び演習 
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10:00-11:45 認証評価制度の概要及び演習（事例１） 

 

 認証評価制度の概要として、「１．認証評価とは」、「２．認証評価の特徴」、「３．大学機

関別認証評価を行う認証評価機関及び各機関の評価基準」及び「４．大学機関別認証評価のスケ

ジュール」について、講義を行いました。 

 次に、配布資料（22～25 ページ）の事例１【認証評価】について、個人ワークによる演習及

びグループでの意見交換を行いました。演習では、評価大学という架空大学の自己評価書の「基

準７ 学生支援」を題材として、個人が【現状の説明】及び【分析】を読み込んだうえで、記述

内容及び根拠資料を吟味し、グループ内で問題点の指摘、改善策の提案等について共有しまし

た。 

その後、各グループから問題のある記述やその問題点等について発表してもらい、講師が解

説及び補足を行いました。 
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認証評価の概要 

 

 

１．認証評価とは 

 

認証評価とは、国公私立の全ての大学、短期大学、高等専門学校が、定期的に、文部科

学大臣の認証を受けた評価機関（認証評価機関）による評価を受ける制度である。 

その目的は、各大学等における教育研究活動等の質を保証し、質の改善・向上に資する

ために、認証評価機関が定める大学評価基準に基づく定期的な評価を受け、その結果を社

会に向けて明らかにすることをねらいとしている。 

認証評価には、以下に示す２種類があり、2002 年の学校教育法改正により、2004 年度以

降、すべての大学は７年以内ごとに、専門職大学院は５年以内ごとに、認証評価機関によ

る評価を受けることが義務づけられている。 

 

① 大学の教育研究等の総合的な状況についての評価（機関別認証評価） 

② 専門職大学院の教育課程、教育組織その他教育研究活動の状況についての評価

（専門分野別認証評価） 

 

この認証評価制度は、2011 年度からは第２サイクルに入っている。 

 

＜参考＞ 認証評価の法的根拠：学校教育法第 109 条 

 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、当該大学の教育及び研究、組

織及び運営ならびに施設及び設備（以下「教育研究など」という。）の状況につ

いて自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究などの総合的な状況について、

7 年以内ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。）

による評価（以下「認証評価」という。）を受けるものとする。 

 専門職大学院を置く大学にあっては、前項に規定するもののほか、当該専門職

大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他

教育研究活動の状況について、5 年以内ごとに、認証評価を受けるものとする。

 認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（認証評価機関が定める基

準）に従って行うものとする。 

 

 

２．認証評価の特徴 

 

① 教育評価が中心：大学における教育活動の重要性を鑑みる 

② 各大学の目的や目標を踏まえた評価：各大学の個性を伸ばす 

③ 自己点検・評価に基づく評価：各大学の教育研究活動等の個性化や質的充実に向けた

大学の主体的取組を支援・促進する 
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④ 大学の教職員等の有識者によるピア・レビューを中心とした評価：大学の状況を適切

に評価する 

 

 

３．大学機関別認証評価を行う認証評価機関及び各機関の評価基準 

 

大学評価基準（認証評価機関が定める基準）は、認証評価機関が行う大学評価の基準に

なるとともに、大学がその教育研究等の水準の維持・向上を図るための指針となるもので

ある。各認証評価機関における機関別認証評価の概要は、表１のとおりである。 

 

表１ 各認証評価機関が定める大学評価基準 

大学評価・学位授与機構 大学基準協会 日本高等教育評価機構 

基準１ 大学の目的 

基準２ 教育研究組織 

基準３ 教員及び教育支援者 

基準４ 学生の受入 

基準５ 教育内容及び方法 

基準６ 学習成果 

基準７ 施設・設備及び学生支援 

基準８ 教育の内部質保証システム 

基準９ 財務基盤及び管理運営 

基準 10 教育情報等の公表 

１ 理念・目的 

２ 教育研究組織 

３ 教員・教員組織 

４ 教育内容・方法・ 

成果 

５ 学生の受け入れ 

６ 学生支援 

７ 教育研究等環境 

８ 社会連携・社会貢献

９ 管理運営・財務 

10 内部質保証 

基準１ 使命・目的等 

基準２ 学修と教授 

基準３ 経営・管理と 

財務 

基準４ 自己点検・評価

 

（注）大学はこれに自ら

の使命・目的に即した

自己点検・評価項目を

加えることができる。

 

評価にあたって、以下の２点が重視される。 

 

① 学校教育法や大学設置基準等の法令要件が遵守されているか。 

② 理念・目的、教育目標を達成するために大学がどのような努力をしているか、それが

どの程度達成されているか。（しばしば「達成度評価」と呼ばれる。） 

 

 

なお、大学評価・学位授与機構では、平成 24 年度より「大学機関別選択評価」として、

以下の選択評価事項について認証評価とは別に同機構が独自に行う第三者評価として実施

している。 

 

選択的評価事項 A： 研究活動の状況 

選択的評価事項 B： 地域貢献活動の状況 

選択的評価事項 C： 教育の国際化の状況 
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４ 大学機関別認証評価のスケジュール 

 

各認証評価機関における機関別認証評価のスケジュール概要は、表２のとおりである。 

 

表２ 各認証評価機関における機関別認証評価スケジュール 

 大学評価・学位授与機構 大学基準協会 日本高等教育評価機構 

受

審

前

年

度 

５～６月 

大学機関別認証評価等に関

する説明会、自己評価担当者

等に対する研修会 

４月 

大学評価実務説明会 
 
 

 

 

 

 

９月末 

申請 

１月中旬 

申請及び「点検・評価報告書」

「大学基礎データ」の草案等

の事前提出 

７月 

申請 

  ９月 
自己評価担当者等への研修 

受

審

年

度 

６月末 

「自己評価書」提出 

４月１日まで 

「点検・評価報告書」「大学

基礎データ」等の提出 

６月 

「自己点検評価書」等提出 

10～12 月 

訪問調査 
９～10 月 

実地調査 
９～12 月 

実地調査 
１月末 

評価結果（案）の通知 
（必要な場合は意見申立） 
 
 
 
 

12 月下旬 

大学評価結果（委員会案）の

通知 
（必要な場合は意見申立） 
 
 
 

１月下旬まで 

調査報告書案の通知 
（必要な場合は意見申立） 
 
２月中旬 

評価報告書案の通知 
（必要な場合は意見申立） 

３月下旬 

評価結果の確定及び公表 

３月 

「大学評価結果」の確定及び

公表 
（「期限付適合」「不適合」で

必要な場合は異議申立） 

３月末 

評価結果の確定及び公表 

備 

 

考 

○「大学評価基準を満たして

いない」場合 

評価実施年度の翌々年度ま

で 

追評価（任意） 

○「不適合」の場合 
翌年度あるいは翌々年度 

追評価（任意） 
○「期限付適合」の場合 
大学評価申請年度から３年

後まで 

再評価 

○「保留」の場合 
翌年度 

再評価 

 大学評価結果受領から３年

後まで 

「改善報告書」提出 

「適合」の認定を受けた翌年

度から３年以内 

「改善報告書」提出 
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事例１【認証評価】 

 

基準７ 学生支援 

 

観点１：学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。 

 

【現状の説明】 

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 21 年度の 1,321 件から平

成 25 年度の 1,384 件へと順調に増加している（資料１：奨学金の獲得状況［全学年］）。 

また、本学独自の授業料免除である「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おり、授業料免除者の推移は以下のとおりである（資料２：

授業料免除者の推移）。 

 

資料１ 奨学金の獲得状況［全学年］ 

年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

奨学金獲得件数 1,321 1,012 1,301 1,283 1,384 1,377 

 

資料２ 授業料免除者の推移（名） 

年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

日本人向け入試 

（推薦・一般） 
10 15 15 16 16 16 

私費外国人 

特別選抜 
8 5 5 5 4 5 

 

【分析】 

奨学金に関する情報について、様々な方法を用いて学生に周知しており、奨学金の獲得

実績が上がっていることから、経済的支援が行われている。また、学生のニーズについて

は、随時学務課の窓口で対応しており、学生サービスの充実に努めている。 

評価大学特待生制度について、平成 21 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 26 年度入試分での授業料免除者は 16 名と、160％増しとなってお

り、支援を充実させている。 

以上のことから、学生に対し、適切な経済的支援が行われていると判断できる。 
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■参考資料 

 

 

 

【基準】 

基準７ 施設・設備及び学生支援 

 

７－２ 学生への履修指導が適切に行われていること。また、学習、課外活動、生活や就

職、経済面での援助等に関する相談・助言、支援が適切に行われていること。 

 

【観点】 

７－２－⑥ 学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。 

 

【留意点】 

○ 奨学金制度等に関する情報の学生への周知状況について分析。 

○ 奨学金制度等の整備状況に加え、利用実績等について分析。 

○ 経済面での援助に関する学生のニーズが把握されていれば、その資料・データを用いて

分析。 

○ 例えば、奨学金（給付、貸与）、授業料免除、学生寄宿舎等が考えられるが、これらは

あくまでも例示であり、各大学固有の事情等に応じて学生の経済面の援助が適切に行わ

れているかについて分析。 

○ 留学生に対して、特別の援助を実施している場合については、その実施状況を分析。 

○ 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】 

・ 日本学生支援機構奨学金等の利用実績が確認できる資料 

・ 大学独自の奨学金制度等を有している場合は、その制度や利用実績が確認できる資料 

・ 入学料、授業料免除等を実施している場合は、その基準や実施状況が確認できる資料 

・ 学生寄宿舎を設置している場合には、その利用状況（料金体系を含む。）が確認できる

資料 

・ 各種支援制度の学生への周知方法（刊行物、プリント、掲示等）が確認できる資料 

・ 上記のほか、経済面の援助の利用実績が確認できる資料 

・ 学生のニーズの具体的事例等 

大学評価・学位授与機構： 

「大学機関別認証評価 自己評価実施要項（平成 28 年度実施分）」（p.48） 
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【基準】 

６ 学生支援 

 

【点検・評価項目】 

（２）学生への修学支援は適切に行われているか。 

 

【評価の視点】 

・ 留年者および休・退学者の状況把握と対処の適切性 

・ 補習・補充教育に関する支援体制とその実施 

・ 障がいのある学生に対する修学支援措置の適切性 

・ 奨学金等の経済的支援措置の適切性 

 

大学基準協会： 

「大学評価ハンドブック 申請大学用・評価者用」資料 2（p.118） 
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【基準】 

２－７ 学生サービス 

 

【評価の視点】 

① 学生生活の安定のための支援 

② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

 

【自己判定の留意点】 

・ 学生サービス、厚生補導のための組織を設置し、適切に機能させているか。 

・ 奨学金など学生に対する経済的な支援を適切に行っているか。 

・ 学生の課外活動への支援を適切に行っているか。 

・ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等を適切に行っているか。 

・ 学生サービスに対する学生の意見等を汲上げる仕組みを適切に整備し、学生サービスの

改善に反映しているか。 

 

【エビデンスの例示】 

・ 学生相談室、医務室等の利用状況を示す資料 

・ 奨学金給付・貸与状況を示す資料 

・ 学生の課外活動等への支援状況を示す資料 

・ 社会人、編入、転入学生等への支援状況を示す資料 

・ 学生生活全般についての満足度調査及びその分析結果、あるいは学生から要望を汲上げ

るシステムに関する資料 

 

 

 

日本高等教育評価機構： 

「平成 27 年度 大学機関別認証評価 受審のてびき」（p.30～31） 



目標（計画）に基づく評価の概要及び演習 
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13:00-14:20 目標（計画）に基づく評価の概要及び演習（事例２） 

 

目標（計画）に基づく評価の概要として、「１．目標 （計画）に基づく評価とは」及び「２．

認証評価と目標（計画）に基づく評価の性格の違い」について講義を行いました。また、グルー

プワークの進め方、発表及びポスターセッションの実施方法について、講師が説明しました。 

次に、配布資料（29～30 ページ）の事例２【目標（計画）に基づく評価】について、グルー

プワークによる演習を行いました。演習では、評価大学の目標・計画の「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。」を題材として、個人が報告書を読み

込んだうえで、グループ内で記述内容について討議し、問題点の指摘、改善策の提案等をポス

ターに整理しました。 
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目標（計画）に基づく評価の概要 

 

 

１．目標（計画）に基づく評価とは 

 

大学の理念や目的を達成するために、期間の設定された中期的な目標・計画を自ら定め

る大学が少なくない。そして、この目標・計画が確実に達成できるよう、定期的に進捗管

理を兼ねた点検や評価を行うとともに、設定期間終了後に、目標（計画）の達成状況につ

いて自己点検・評価を行うのが一般的である。さらに、これらの評価の結果について、外

部者から評価を受けること（外部評価）が求められている。 

この目標（計画）に基づく評価の代表的なものとして、以下のものがあげられる。 

 

 平成 16 年度に法人化した国立大学では、中期目標、中期計画、年度計画に関する実

績について、国立大学法人評価が義務づけられている。 

 公立大学法人では、地方独立行政法人法に規定される中期目標、中期計画、年度計

画に関する実績について、地方独立行政法人評価委員会が評価する。なお、中期目

標期間における業務実績の評価に当たっては、認証評価機関の教育及び研究の状況

についての評価を踏まえることとなっている。 

 私立大学では、平成 16 年に一部改正された私立学校法で、理事長から評議員会へ事

業計画を諮問するとともに、毎年度ごとに事業の実績について報告することや、事

業報告書を作成し、閲覧に供することを義務づけられている。 

国公立大学法人のように、とくに中期的な目標・計画の策定とその評価を義務づ

けられているわけではないが、大学によって独自の中期計画を策定し、公表する場

合もある。 

 

２．認証評価と目標（計画）に基づく評価の性格の違い 

 

○ 評価の観点や自己評価書に記載すべき事項・根拠資料について 

 認証評価では、あらかじめ決まっている。 

 目標（計画）に基づく評価では、大学ごとに目標及び計画が異なるため、大学自

ら決めなくてはならない。言うまでもなく、目標及び計画の内容に則したもので

なければならない。 

 

○ 自己評価書の記述について 

 認証評価は、質の保証に重きが置かれるため、一般に大学として求められる必要

最低限の水準をクリアしていることが分かる記述が求められる（水準評価）。 

 目標（計画）に基づく評価は、公費や授業料等の投入に対する社会的説明責任を

果たす観点から、目標（計画）の達成度や成果の記述が求められる（達成度評価）。 
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＜参考＞ 国立大学法人制度の概略（目標・計画及び評価に関連する内容のみ） 

○ 中期目標・中期計画・年度計画の関係 

 

① 中期目標：教育研究の基本理念やこれを実現するための６年間の目標を明示した

もの。第二期中期目標期間は、平成 22 年度～平成 27 年度。 

② 中期計画：中期目標を実現するための具体的な計画。 

③ 年度計画：毎年度、中期計画に沿って定める計画。 

※①の原案、②及び③は、各法人が作成する（①は文部科学大臣が定めることになっ

ている。）。 

 

○ 国立大学法人評価：すべて各法人の自己点検・評価に基づいて行われる。 

 

(1) 年度評価（毎年度の達成状況の評価）では、業務運営に係る年度計画の実施状況

に基づき、中期目標の達成状況や中期計画の達成に向けた進捗状況の総合的な評

価を行う。 

(2) 中期目標期間評価（中期目標期間終了時の達成状況の評価）では、以下に基づき、

中期目標の達成状況の総合的な評価を行う。 

① 業務運営、附属病院・附属学校に係る中期目標の各項目の達成状況や中期計

画の各項目の進捗状況を評価する。 

 中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（国立大学法人評価委員

会） 

② 教育、研究、社会との連携、国際交流等に係る中期計画に掲げる取組の成果

や、教育・研究の質の維持・向上の状況を評価する。 

 中期目標の達成状況評価（大学評価・学位授与機構） 

③ 学部・研究科等を対象に、教育・研究の水準及び質の向上度を評価する。 

 学部・研究科等の現況分析（大学評価・学位授与機構） 

 研究業績水準判定（大学評価・学位授与機構） 
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事例２【目標（計画）に基づく評価】 

 
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 26 年度には 65 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）。また、入学後の留学生に対し、掲示板等により、奨学金、住宅等に関す

る情報提供を積極的に行っている。 
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 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

50 100 30 70 65 62 65 

※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 2６年度］ 

中国 韓国 シンガポール その他 

75% 15% 5% 5% 

 
資料 6-1-3 日本人チューターへのアンケート（平成 24 年度実施） 

実施時期：平成 24 年 9 月 

実施対象：日本人チューター（92 名） 

有効回答：50 （回収率 54 ％） 

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 まあそう思う わからない あまりそう思わない まったくそう思わない 

40 ％ 10 ％ 34 ％ 14 ％ 2 ％ 

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、本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。 
本学では、平成 16 年度より、英語において４段階（プレ初級、初級、中級、上級）での習熟度

別学習を行っている。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。ここでは、一般的な企業で活躍できるレベルの英語力を身に

つけることを到達目標としている。 
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、82％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

に開講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 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

150 135 162 155 149 150 148 

 
資料 6-2-3：派遣学生へのアンケート結果（平成 2４年度実施） 

実施時期：平成 24 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（149 名） 

有効回答：118 （回収率 79 ％） 

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 あまりそう思わない そう思わない 

32 ％ 36 ％ 14 ％ 18 ％ 0 ％ 

問２：国際感覚は身につきましたか。 

そう思う まあそう思う わからない あまりそう思わない まったくそう思わない 

18 ％ 21 ％ 58 ％ 3 ％ 0 ％ 

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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14:30-15:45 ポスターセッション 

 

 事例２【目標（計画）に基づく評価】について、各班との意見交換を目的としたポスターセッ

ションを行い、各班で注目する問題点が同じでも改善策等が異なること、同じ事例を用いてもポ

スターのまとめ方が様々であること、などを体験していただき、参加者による情報共有と今後の

ネットワーク作りをしました。 

 ポスターについては、33 ページからの「３．実施結果」をご覧ください。また、演習結果を踏

まえた全体的な解説については、39 ページからの「４．考察」をご覧ください。 

 その後、スタッフが準備した解答例を基に、「問題のある本文の記述等」、「問題点、課題」、

「改善策、解決策」及び「該当するチェックポイント番号」について、講師が解説及び補足を行

いました。 
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15:45-16:00 まとめ 

 

今回は２つの事例を取り上げて、自己評価書を作成するための勘所を体感していきましたが、

各大学で自己評価書を作成する過程で、今回各班で議論したような問題が生じることもあると思

います。今回の経験を活かしてよりよい自己評価書を作成できるようになれば、評価実務担当者

として次のステップに入ることになると考えられます。また、導入レクチャー資料（13 ページ）

の「５．評価を改善に活かすために」に関連して、評価業務のガイドライン及び IR（インスティ

テューショナル・リサーチ）に関する補足説明を行いました。 
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３．実施結果（各班の報告［ポスター発表］） 

 

 １班  

 

 

  



実 施 結 果 
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 ２班  
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 ３班  
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 ４班  
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 ５班  

 

 

  



実 施 結 果 

38 

 ６班  

 

 

 

各班のポスターの拡大した画像は、web 版の報告書をご覧ください。 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=acc20150828-2 
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４．解説とまとめ 

 

平成 27 年度の実施結果に関する解説とまとめ 

 

関 隆宏 （新潟大学 経営戦略本部評価センター） 

土橋 慶章（神戸大学 企画評価室）         

 

講義編で「４．評価書を作成する／読むうえでのチェックポイント」として、①記述・表現の

明確性、②説明の具体性、③データの適切性、④評価の基準や観点の捉え方、取組の計画そのも

のの妥当性、の４つを挙げました。 

演習では、初心者向けということを勘案して、上記①～③を中心に、自己評価書のどの記述が

どのような理由で問題があるのか、そして評価担当者がどのような記載に修正するか、あるいは

担当部課にどのような修正依頼を行うかについて議論しました。 

自己評価書の作成過程で担当組織に報告を依頼することがあると思いますが、その組織にとっ

ては当たり前だと思っていても、良い取組をしていることに気付かない場合も往々にしてありま

す。評価担当者がそのような事項をうまく引き出すことも大切です。 

ここでは、今回事例として取り上げた「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。」についての自己評価書の代表的な問題点を中心に、各班から出てき

た指摘や意見、講師による補足説明等をまとめておきます。 

 

 「本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）。」（関連ポイント：④） 

計画の内容に照らすと、想定される記載内容の一つとして、協定校締結数の増加や協定に基

づく事業等の充実が考えられます（そうでない可能性もあります。）。その意味で、「協定校が増

えたのかどうか分からない」（４班）という指摘はもっともなものとも言えます。仮に協定数が

増えたのであれば、「協定校数の推移を記載」（４班）する必要があるでしょうし、そうでない

ならば、（この自己評価書に記載されていない）国際交流協定に基づく事業の充実状況、少なく

とも大学で行っているプログラムの現状を記載（５班）する必要があります。 

一方、協定校数（５大学）の少なさや協定校の地域的偏りについての指摘（１班、２班）が

あり、協定校を増やす努力や地域の偏りへの配慮が改善方策として挙げられていました。これ

らの改善自体は評価担当者の業務範囲を超える内容なので、評価担当者としては、しかるべき

ルートを通じて改善提案することが考えられます。 

 

 「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。」（関連ポイント：①，

④） 

記述が消極的である（２班、５班）、実績がない（６班）、改善策については触れていない

（３班、５班）という指摘がありました。さらに、休学しないと長期派遣に参加できないとか、

派遣先で取得した単位の読み替えができないとかの制度上の不備についての指摘（１班、４班、

６班）もありました。利用者がいない理由は示されているので、制度の見直し（１班、３班、
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６班）を早急に行うよう、評価担当者から提案することも可能でしょう。もし、それに対応し

て制度を改善したのであれば、実績がなくても「積極的な記載」（４班）に修正できます。 

 

 「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。」

（関連ポイント：③） 

協定校以外への留学を把握していないことが問題である（１班、２班、３班、６班）という

指摘がありましたが、これは結果的に、この計画の達成状況を見るうえで も基本的な指標と

なる「大学全体の派遣者数が分からない」（４班）という問題につながります。また、「自大学

の学生が一定期間海外に滞在していることを大学が把握していないことが問題」（１班）という

大学の危機管理の根本的な問題についても指摘がありました。 

自己評価書作成の観点でいえば、休学届に留学先大学が記されていればそれを調べるように

依頼して「データを作成する」（４班、６班）ことになるでしょう。一方、そのような仕組みが

整備されていないのであれば、休学届提出時に留学先や留学期間等を確認・記録する（１班、

２班）ように提案する必要があるでしょうし、これは根本的な問題の解決にもつながります。 

 

 「本学では、平成 16 年度より、英語において４段階（プレ初級、初級、中級、上級）での習

熟度別学習を行っている。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。ここでは、一般的な企業で活躍できるレベルの英

語力を身につけることを到達目標としている。」（関連ポイント：①） 

「計画に対する記述になっていない」（２班、４班）という指摘に尽きます。この箇所だけ読

めば、各習熟度に関するレベルが不明であるから、TOEIC 等の客観的指標を用いて習熟度の程

度を明らかにすべきであるという提案（２班、４班、５班、６班）もできますが、この計画の

内容に照らすと（第三者である評価者が読めば）、本質的な問題でないと考えられます。ただ

し、これが語学教育に関する計画に対する記載であれば極めて問題です。 

これを活かして修正の方針を考えるならば、「『国際』に重きをおいた書き方に修正」（４班）

する必要があります。「習熟度別学習の内容が不明」（３班）という指摘もありましたが、習熟

度別学習において、語学力以外に国際感覚を涵養する工夫をしているのであれば、それについ

て説明するのも一つの修正方策です。もし、英語教育で国際感覚を涵養する教育を行っていな

いのであれば、この記述を削除することも考えるべきでしょう。 

 

 「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）。」（関連ポイント：

③） 

初の文で５大学と国際交流協定を締結していることが記されていることから、「他に４大

学ある協定校への派遣はどうなっているのか」（１班、３班、４班、６班）という指摘がありま

した。計画に「積極的に派遣」とあるので、これらの状況についても記載すべきです。この記

述のままであれば、他の協定校への派遣は０件であったと評価員に判断されるでしょう。また、

評価担当者は、他の協定校への派遣状況について担当部署に確認をとる必要があります。 

語学研修プログラムに関する資料 6-2-1 の内容が根拠資料として適当でない（１班、２班、
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３班、５班）という指摘がありました。計画の趣旨に照らすと不必要な情報が多く記載されて

いるので、「概要、応募条件、授業内容、研修旅行の内容などの必要な情報を記載」（２班、３

班、５班）した箇所を抜粋する必要があります。 

派遣学生数に関する資料 6-2-2 について、必要性のないデータである（４班）、派遣学生数

の詳細や状況が分かりにくい（２班、３班）という指摘がありました。前者については、本文

で人数規模を述べていて、経年変化を見てもほぼ一定であるから根拠資料として不要であると

考えることができます（ただし、どこかの年度で人数が大きく変動していれば話は別です。）。

後者については、申請数、学年、全学生に占める割合等の項目を記載する（２班、３班）こと

が考えられます。特に、派遣できる学生数に制限があれば派遣学生数は一定になってしまいま

すが、申請数（派遣希望学生数）は増加しているかもしれません。もし増加していれば積極的

な記載もできるでしょう。 

 

 「事後アンケートによると、82％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。」（関連ポイント：②，③，

④） 

82％の学生が「語学力が向上した」と回答しているが、この中には「分からない」と回答し

た学生の分も含まれている（１班、２班、３班、５班、６班）という指摘がありました。これ

は恣意的に解釈していることから、自己評価が不誠実であると言われても仕方ないでしょう。

ここでは「分からない」を除いた 68％に修正すべきです。 

本質的な問題として、トロント第三国際文化大学派遣アンケートの結果だけでは根拠となり

にくいことと「語学力の向上」についての記述になっていて計画と合致しないこと（２班、３

班、４班）が指摘されています。前者については、学生の習熟度を測る客観的評価を加える（３

班）、参加者の意見だけでなく、「より包括的なアンケート結果」（４班）が計画の趣旨を踏ま

えれば必要になります。ただし、改めて調査する必要が生じるので現実的な対応がとれるかど

うかは微妙なところですが、少なくとも今後同じような計画を立てるのであれば、こうした根

拠資料が必要であることを担当者に理解してもらう必要があります。後者については、「資料

6-2-3 の問２を記述すべき」（２班、４班）という改善案が提案されています。一方、資料 6-2-3

の問２の結果を見ると、国際感覚が身についたと肯定的に回答している割合が 39％（１班）で

あって、58％はわからないといっている（３班）ことが分かります。ここでは、事実を正直に

記載し、しかるべき改善策を記載する必要が生じるでしょう。他にも、（感想に記載されてい

る）「英語レクチャー」についてアピールできるのではないか（４班）という意見もありました。 

また、アンケート結果に関する資料 6-2-3 に問題があること（全班）も指摘できます。具体

的には、設問内容が適切ではない（２班、５班、６班）、 新でない（平成 24 年度の）資料を

掲載している（２班、３班、４班、５班、６班）、感想を問う問３についてネガティブな回答

が多く紹介されているなどプログラム全体の評価が低い（１班、２班、３班、６班）ことが挙

げられています。設問内容については、問１の「多少なりとも」を削除（２班）、問２の「国

際感覚」を具体化した質問に変更（場合によっては質問数を増やしてもいい）などが考えられ

ます。掲載データの年度については、 新のアンケート結果を掲載する（３班、４班）とか、

経年でアンケートをとっていないのか（２班、５班）を確認し、もし経年データがあるならば
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その推移を示すなどの方法が考えられます。プログラム全体への評価が低い問題については、

ポジティブな回答を加える（２班、３班、６班）ことが考えられますし、さらに踏み込んで「プ

ログラム内容の充実を図る」（１班、２班）ことが必要になるでしょう。これに関連して、仮に

平成 24 年度の資料を示すのであれば、「平成 25、26 年に改善が行われたのか不明」（５班）と

いう問題も指摘できます。 

   

 全体的な内容について 

国際感覚を身につけさせるという計画で意図しているところが分からない（６班）という、

計画内容そのものに対する指摘がありました。計画立案時に、多様な解釈がありうる語につい

ては、その真意を明確にし、記録する必要もあるでしょう。こうしたことについては、評価担

当者だけでなく、計画立案担当者にも徹底させることが大切です。 
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５．アンケート結果 

 参加者アンケートは、スタッフ 2 名を除く参加者全員（N=27）から回答があり、回収率は 100%

でした。 

分科会（評価初心者セッション）に関するアンケート結果では、時間については「③丁度よい」

が占める割合は全体の 85.2％、満足度については「①満足」及び「②概ね満足」が占める割合は

全体の 92.6％でした。満足度における肯定的な回答の理由として、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等が挙げられていました（下記アン

ケート結果の詳細（分科会関連分）参照）。一方、個人ワークの時間、大学種別による差異に関

して否定的な回答が見られました。このほか、大学評価担当者集会全体の記入欄において、午後

に行った「目標（計画）に基づく評価」のポスターセッションに関して、どの班もほぼ同じポス

ターを作成していたので、議論が活発化しないことがあり、方法等改善できるかもしれないとい

う意見もありました。 

 

評価初心者セッションアンケート結果（N＝27） 

 

大学評価担当者集会全体に関するアンケート結果では、以下のような回答がありました。これ

らについては、平成 28 年度の大学評価担当者集会の開催に向けた資料として参考にします。 

 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、初心者にも分かりやすい説明、自らの属性を示す名札等があ

りました。 

 悪かった点（意見）としては、IR と評価は分けた集会にした方がよい、IR と評価の違い

や今後の対応が分かりにくい、他セッションの人たちの感想も聞けたらよかった、２日間

という日程（１日だと参加しやすい）等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、IR の実務（データ収集・分析など）、エンロールメ

ント・マネジメント、学内の他部署等との関わり、３巡目の認証評価に向けた動き、第３

期中期目標期間の評価対応等がありました。 

②やや

長い

8%

③丁度

よい

85%

④やや

短い

7%

時間

①満足

52%
②概ね

満足

41%

④やや

不満足

3%

無回答

4%

満足度



アンケート結果 

44 

アンケート結果の詳細（分科会関連分）  

id 属性 時間 満足度 理  由 

1 
国立

大学 

③丁度よ

い 
①満足 

とてもわかり易い説明をしていただけて、よかったです。 

演習、グループワークでも、一人で考えていたのでは思いつかないような考え方に触れること

ができました。 

2 
私立

大学 

③丁度よ

い 

②概ね満

足 

実際のグループワークは初めてでしたが、とても楽しく参加させて頂きました。 

PM の法人評価に関しては私学の為知識も無く、不安でしたが、他大学の方の意見が聞けた

り、受取方の違いの新たな発見等、とても勉強になりました。 

3 
私立

大学 

②やや長

い 

④やや不

満足 

・個人ワークの時間がやや冗長であった。 

・評価は国立、私立と異なる点があるので分かれた方がよいと思う。 

4 
国立

大学 

③丁度よ

い 

②概ね満

足 

わかりやすい説明を頂きました 

グループワークもメンバーにささえられながらできたと思う 

5 
私立

大学 

③丁度よ

い 

②概ね満

足 

グループの参加人数が 5 名予定から 3 名になってしまったので、作業系のマンパワー等にや

や不足を感じました。人数調整しても良かったのでは？ 

ポスターセッションは個人的には楽しめました。種々の見方があることを知ることができ、参考

になりました。 

6 
公立

大学 

④やや短

い 

②概ね満

足 
IR 担当なのに評価セッションに間違えて入ってしまいました…。 

7 
 

③丁度よ

い 
①満足 

・自己評価書を実際にチェックすることで、具体的に何を意識しながら業務を行うのかがイメ

ージできた。 

・グループワークが多く、他の方の考えを聞くことができた。 

8 
国立

大学 

③丁度よ

い 

②概ね満

足 

今年認証評価自己評価書を提出したばかりだったため、自分の業務に置きかえて、グループ

ワークができ、大変有意義でした。もっと早く聞いておくべきでした。 

9 
国立

大学 

③丁度よ

い 
①満足 

評価書作成時のチェックポイントを知ることができ、今後に活かせる内容だった。 

グループワークでは、グループメンバーの意見から評価書の見方を改めて学ぶことができ

た。 

有意義な研修となりました。ありがとうございました。 

10 
公立

大学 

③丁度よ

い 

②概ね満

足 

今までは評価される立場だったのですが、評価者の視点を知ることが出来たので有益でし

た。 

11 
関係

機関 

③丁度よ

い 
①満足 大学の評価について、不明瞭だった点がはっきりして、大変役に立った。 

12 
私立

大学 

③丁度よ

い 
①満足 

グループワークがあることで、長時間も短く感じられたから。 

色々な方と話すことができたので良かった。 
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id 属性 時間 満足度 理  由 

13 
公立

大学 

③丁度よ

い  

評価者の視点から、実務的なポイントをおさえて報告書（事例）を具体的に見ることができた。

また、グループで作業を行うことにより、自分では気付かない、他の人の考え方、新たな発見

に触れることができた。 

14 
国立

大学 

③丁度よ

い 
①満足 初心者同志で初歩から勉強できてよかった 

15 
私立

大学 

④やや短

い 
①満足 

評価に関しての説明（講義）の後、実践（グループワーク etc）があり、理解が深まる形式にな

っていて、大変有意義でした。 

その為、時間が経つのがはやく感じました。 

16 
国立

大学 

③丁度よ

い 
①満足 

グループワークの方法・内容が工夫されていて、スムーズに話し合うことができた。そのおか

げで、他大学の方と交流することができました。 

17 
公立

大学 

③丁度よ

い 
①満足 

ワークが楽しかったです。 

見る人によって考え方が違うのが大変参考になりました。 

また、講師（スタッフ）の方々のお話もわかりやすく、楽しかったです。 

18 
国立

大学 

③丁度よ

い 
①満足 具体的に個人ワーク、グループワークを行うので業務に生かせそうです。 

19 
国立

大学 

③丁度よ

い 
①満足 基本的な知識から、演習も交えて、評価に関する基本を学ぶことができた。 

20 
国立

大学 

②やや長

い 

②概ね満

足 

H24、25 年度と、大学評価・学位授与機構に出向し、認証評価を担当していたのですが、法

人評価は初心者でしたので、とても勉強になりました。 

他機関の方々とも出会えてよかったです。 

21 
国立

大学 

③丁度よ

い 

②概ね満

足 
グループワークで実践することによって、知識を吸収することができました。 

22 
国立

大学 

③丁度よ

い 

②概ね満

足 

班の人が全員国立大学の職員でしたので議論がしやすかったです。 

これから自己評価書を作成する上で大変勉強になりました。 

23 
国立

大学 

③丁度よ

い 
①満足 

評価とは何かという基本的な部分を理解した上で、演習問題に取りくんだ為、積極的に参加

出来たと思います。 

24 
国立

大学 

③丁度よ

い 

②概ね満

足  

25 
国立

大学 

③丁度よ

い 
①満足 

評価を担当する部署ではないが、とても分かり易く勉強になるセッションでした。 

ありがとうございました。 

26 
 

③丁度よ

い 

②概ね満

足  

27 
 

③丁度よ

い 
①満足 

他大学の方のお話もいろいろ伺えて、有意義な時間がすごせた。 

グループワークがおもしろかった。 

（嶌田［茨城大］・関［新潟大］） 
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アンケートのお願い 

 

本日は、ご参加いただきありがとうございました。来年度以降も継続的に大学評価担当者集会を企画して

おります。つきましては、ご参加いただいた分科会及び集会全体に対してご意見をいただければと思います。

ご協力よろしくお願いいたします。 

アンケート結果は、原則的に、大学評価コンソーシアムwebサイトの活動報告や報告書で公表しさせていた

だきます。お名前は、公表されません。またご所属は国公私立の別のみ公表されます。＊無記名でも結構で

す。 

お名前            ご所属     

１． 全体会（27日午後）について、おうかがいします。 

（略） 

 

２． 分科会（28日）について、おうかがいします。 

（１）．どの分科会に参加されましたか。該当する番号に丸をつけてください。 

① 評価・IR 実践セッション ② 評価初級セッション ③ IR 上級セッション 

 

（２）．参加された分科会の満足度について、該当する番号に丸をつけてください。 

時間： ① 長い ② やや長い ③ 丁度よい ④ やや短い ⑤ 短い 

満足度： ① 満足 ② 概ね満足 ③ どちらとも

いえない 

④ やや不満足 ⑤ 不満足 

 

（３）．（２）で回答された理由をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下、略） 
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６．本分科会の運営について 

 

＜運営スタッフ＞ 

○当日のスタッフ 

関  隆宏* 新潟大学 経営戦略本部評価センター 准教授 

土橋 慶章* 神戸大学 企画評価室 准教授 

 

○当日、本分科会を担当したスタッフ以外の構築メンバー 

小湊  卓夫* 九州大学 基幹教育院 准教授 

浅野   茂* 山形大学 学術研究院 教授 

嶌田  敏行* 茨城大学 大学戦略・IR 室 准教授 

大野 賢一* 鳥取大学 大学評価室 准教授 

藤原 将人* 立命館大学 教学部学事課 課長補佐 

長崎 英助 神戸大学 企画部企画課企画評価グループ 専門職員 

 

*は大学評価コンソーシアム幹事 

 

＜本プログラムの構築について＞ 

本分科会のプログラム構築については、2008 年度～2009 年度九州大学教育研究プログラム・

研究拠点形成プロジェクト「大学マネジメント人材育成プログラム構築のための実践的調査研究

（研究代表者：小湊卓夫）」とその成果である「ＳＤセミナー－現場と計画評価をつなぐ」（2009

年 9 月九州大学にて実施）を参考にさせていただきました。 

このＳＤセミナーの内容はその後、大学評価担当者集会においても、初心者向けの研修として

これまで継続して行われてきたものです。九州大学の支援による研究プロジェクトから始まり、

大学評価担当者集会における研修実施に至るまで、大変ご尽力を頂いた、関口正司先生をはじめ、

九州大学大学評価情報室の室員の方々に、深く御礼申し上げます。 

また、平成 24 年度科学研究費補助金（学術研究助成基金助成金（基盤研究（Ｃ）））「ＩＲマイ

ンドを涵養する評価人材の育成プログラムの構築に関する研究」（課題番号：24530988、研究代

表者：嶌田敏行）、平成 27 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（Ｂ）「大学の

評価・IR 機能の高度化のための実践知の収集・分析とその活用に関する研究」 （課題番号：

15H03469、研究代表者：嶌田敏行）も使用しました。 

なお、本分科会の実施、成果のとりまとめ、報告書作成にあたり、参加された 29 名すべての

方に感謝申し上げます。 
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