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ロジックモデルワークショップ 

 

九州大学 基幹教育院  

 小 湊  卓 夫  

 

では、ワークショップに

入りたいと思います。この

資料は、WEB にはアップし

ていなかったのですが。こ

の表、プロジェクターに投

影されているところで、進

行をしていきたいと思いま

す。まずお手元に、机の上

に、演習課題のそのワーク

シートの 1 と 2 というのが

あると思いますが。それを

いつでも出せるようにして

おいてください。ワーク 1

に関しては、演習課題、も

う読まれているとは思いますが。ロジックモデルを体感してもらうっていうことを簡単に体感し

てもらうっていうことを目的にしてますので、非常に単純な構造の計画を扱っています。ワーク

2 はどちらかというと、現実的な計画と言いますか、かなり抽象的なもので、複雑な構造を持っ

ているものです。ですから、activity、活動の部分だとか、アウトカムの部分がいろいろ分岐す

る場合が出てくると思いますが。答えがあるわけではないので、まずは考え方に沿って、やって

もらえればと思っています。何せ、時間が極めて限られていますので、きちっとしたロジックモ

デルを作ることを、今回は目標には、しておりません。本当にやろうと思ったら、多分、2 日と

か 3日かかる話なので。今回はあくまでもさわりの部分ということで、ご了承ください。 

 

では、時に、隣の方、近くの方と話し合いながらやっていきたいと思ってますので。きょうの

午後、全大会、 初の部分は講義だったんですが。非常に全体がまだ硬いので、もう、あいさつ

済まされた方もいるとは思うんですが。近くにいる方、前後左右、多分、3、4名で行って頂きた

いと思います。まずは皆さんご起立願えますか。そうしましたら、まずは、隣同士、前後同士で、

とにかく手の届く範囲にいる方と、ランダムで構いませんのでグループを作ってください。まず

は、お互い、一対一で簡単な自己紹介です。自己紹介がお互い終わったら、握手して終わらして

ください。いいですね。これ大事です。握手するっていうのは結構、信頼感を醸し出す上で大事

なので。どうしても嫌だという人は、拒否してもらうしかないんですけども。やっていただけれ

ばと思います。数分、時間、取ります。よろしくお願いします。 

 

演習課題について
 ワーク1︓ロジックモデルを体感してもらうために、

比較的単純な構造となっている演習
→6カ年計画１

 ワーク2︓複雑な構造である上に、ロジックモデ
ルの内容が想定する前提条件等により変わる演
習
→6カ年計画２

Ａ４のワークシートを用意しているので、そちら
に記入してロジックモデル作成と指標の設定を
⾏ってください。

15
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 はい、皆さん、よろしいでしょうか。まだまだ、あいさつし足りない方も多いとは思いますが、

時間に限りがありますので。この辺にしておきましょう。いずれにせよ、特に、ワーク 2 の場面

では、3、4人で話し合う時間を持ってもらいます。そのときに、またあいさつ等々、意見交換を

していただければと思います。では、ご着席ください。ご協力ありがとうございます。 

 

 

では、早速、ワーク 1 に

入っていきたいと思います。

演習課題、お持ちですよね。

紙に印刷してきていただい

てると思いますが、そのワ

ーク 1 の演習素材（68 ペー

ジ）。6カ年計画 1というも

のがありますので。まず、

これをもう一度読み直して

みてください。まずは 1 人

で読み直してみてください。

時間を取ります。 

 

 

 

  

ワーク１ 成果
 演習課題を各自読んでください
• 最初に「成果」が何かを明確にし、ワークシートに

記入しましょう
• 同時に指標も記入してください
• 成果(outcome)とは計画が順調に実施された

場合に達成される状態を意味し、計画を実施し
た後に起こる変化や違いを表します

• 成果は一つとは限りません

16

 



小湊 卓夫「ロジックモデルワークショップ」 

68 

○ワーク１ 演習素材 

 

６カ年計画１：外部資金の獲得増を図ることを目的に様々な計画を推進する。科学研究費補助金

に関しては、申請者数を増加させ、採択率を10％向上させるためにURAなどを活用した支援を行

う。 

 

＜計画の解説＞ 

評価大学では、建学の理念である「実学教育」を体現するために、研究面においても、学術や

社会の進歩に役立つ研究成果を世の中に輩出する大学になることを長期ビジョンに掲げている。

そのため、学内予算による研究費配分（1人当たり年間平均10万円）を通じた個人研究奨励の他、

より社会に有意な研究を推進するために、外部資金による研究を奨励し、外部資金による研究費

の増加に向けたさまざまな活動を行う計画を立てている。そのうち、今後の６年間に、特に強化

する科学研究費補助金の獲得に向けた計画の詳細は以下の通りである。 

①「学内の科研費説明会」については、これまで年１回であったため出席できない教員も多か

ったが（H27 実績：全教員数の 10％程度が出席）、それを年２回に増やす。また、内容も科研費

の制度説明と研究不正、研究費不正の話題だけでなく、採択のためのノウハウについても、採択

回数の多い教員が話題提供を行うように改める。また、研究支援業務を担当する職員に対する

SD についても、年２回開催し、うち１回は配分機関の担当者を招いて実施する。 

②採択回数の多い教員には、研究計画書の学内公開を呼びかけ、採択された研究計画書を保

存、公開するためのデータベースを構築する。 

③提出前の申請書を科研費の審査員経験のある学内教員が読んでアドバイスを行う「提出前チ

ェック制度」については、チェックする教員が全学で４名しかおらず分野が偏っていることや、

科研費の学内締め切りの１ヶ月前までしか受け付けなかったため、全申請者の 15％程度の者し

か利用していなかった。そのためチェックに協力してもらえる教員を審査員経験者だけでなく採

択回数が多い教員にも拡大し、増員する予定である。また、期間も提出の２週間前まで受け付け

るように改善する。 

④従来の事務的な書式チェックに加え、URA（University Research Administrator：我が国で

は研究マネジメントや外部資金獲得支援者であることが一般的）による内容チェックを希望者に

対して行う。URAは平成28年度から１名採用することとなっている。過去５年以上科研費への申

請がない教員に対して URA による教員個別訪問も計画しているが、学内では慎重論も多く実施は

今後決定する。 

上記以外の科研費申請者へのインセンティブとしては、以下の施策を推進している。 

まず、「A 評価不採択者支援制度」は、科研費に申請し、不採択となったものの A 評価（不採

択者のうちの上位 20％に位置し、今後、採択される見込みがある研究計画書に付される評定）で

あった者に対して学内予算から追加の研究費として30万円を支給している。ただし予算額は300

万円なので、申請者が 20 名となった場合には配分額は 15 万円となる一方で、申請者が２名であ

れば上限は 30 万円とし、150 万円を配分するわけではない。 
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次に、学部独自の支援策として、経営学部では科研費に申請した者には、研究費をそれぞれ１

万円と２万円追加配分することにしており、工学部では逆に正当な理由なく申請しなかった者か

ら５万円研究費をマイナスすることとしている。 

 

＜参考データ＞ 

資料１-1 評価大学 2016 の設定 

教員数：経営学部３０名、工学部５０名 

入学定員：経営学部１５０名、工学部１５０名 

定員充足率：経営学部８９%、工学部８５% 

標準修業年限卒業率：経営学部８９%、工学部７２% 

 

資料 1-2 科研費応募実績 

応募率 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

経営学部 53.5 51.2 49.8 50.5 51.5 48.3 

工学部 98.3 100 96.7 98.3 95 98.2 

（単位％） ※ 応募者／科研費を受領していない者 

 

資料 1-3 科研費採択実績 

採択率 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

経営学部 21.6 19.6 20.2 18.5 20.3 19.3 

工学部 28 30.2 33.5 31.8 32.6 19.6 

（単位％） ※ 採択数／応募数 

 

資料 1-4 研究論文執筆本数 

採択率 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

経営学部 32 36 29 52 40 45 

工学部 61 66 78 52 65 58 

評価大学教員データベース収録数（和文英文の紀要、学会誌論文、学術雑誌）。複数の著者であっても１本とし

てカウントしている。 
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大学評価担当者集会 2016 全体会 ワークシート１ 

ワーク１ 

 投入(input) 活動(activity) 結果(output) 成果(outcome) 

内容 

 

 

 

    

指標 

 

 

 

    

※本物のワークシートはＡ４横使いで１枚。附録のページに掲載しています。 

 

読まれた方は、やり方いろいろあるんですが、このワークショップの場合は、一番後ろの所か

らやっていきたいと思います。つまり、成果の分です。結局、この計画は何を目指してるのか。

どういう状態を目指しているのか。これをまずワークシートに記入してください。そして記入さ

れた方は、その下の欄に指標もあるので、指標の欄。これが、恐らく指標だろうと思うものを書

いてください。先ほど申し上げましたが、成果、アウトカムとは、計画が順調に実施された場合

に達成される状態。これを意味します。計画を実施した後に起こる変化や違いを表現したもので

す。いいですか。どなたかでいいんですが、これが、恐らく成果ですというというふうに言って

いただけると進めやすいと個人的には思うんですが。どなたか自発的に言っていただく方いらっ

しゃいませんか。指名していいですか。指名すると、どうしても知り合い、顔の合った人にいっ

ちゃいますが。ではお願いします。 

 

 

白鳥先生（嘉悦大学）：外部

資金の獲得増。 

小湊：外部資金の獲得像。そ

れも確かにあるんですが、

計画をもう一度、よく見て

ください。どう書いてある

かっていうことです。実は、

そこは、環境としては、そ

のとおりなんですが。成果

として明確に書く場合は、

もう少し違う、goal セッテ

ィングがされているかと思

います。どうでしょう。 

成果の記⼊例
 科学研究費補助⾦の採択率の（１０％）向上
• 他に書いた⽅はいませんか︖
• 科学研究費補助⾦の採択率が向上するために

はどのような状態になっていれば良いのでしょうか

• 科学研究費補助⾦の採択者の増加

17
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白鳥先生：申請者数を増加さ

せる。採択率を５％増加させ

る。 

小湊：そうですね。これ、結

構、明確に書いてあるんで

す。結局、科研費補助金の

採択率を向上させる。その

目標値が 10 パーセントって

いうことです。ですから、

指標の所は採択率というも

のが上がってきますし、目

標値としては 10 パーセント

というのが上がってくるか

と思います。ところが、実

は、これに至るまでには、もう少し、ある前段階で、あることが達成できていないと採択率の向

上にはつながりません。科研費の補助金の採択率が向上するためには、どのような状態になって

いればいいのか、というとです。採択率ですから、まずは、採択者が増えなきゃいけない。ここ

は、もう率のことだけ、書いてあるので、採択者が増えることによって、採択率を上げていくと

いう段階を踏むはずです。本来はです。ですからこういうのを入れておいても、別に構いません

ということです。成果の記入例なんです。そうすると、成果に関する指標というのは、先ほども

言ったように、今、ここに挙げているようなことが、挙がってくるということになります。よろ

しいですか。 

 

 

そうすると、その成果を達

成するためには、結果とし

て、何ができていなきゃい

けないのかということを、

次、書いていただきたいと

思います。どんどん進めて

ください。結果が何かを明

らかにして、ワークシート

に記入しましょう。で、結

果は測定可能かつ、具体的

で、活動から直接導かれる

内容ですという話です。さ

て、よろしいですか。どな

成果に関する指標
 科学研究費補助⾦の採択者の増加と科学研

究費補助⾦の採択率の増加なので・・・
• 科学研究費補助⾦の採択者数と科学研究費

補助⾦の採択率となり、後者は目標値10％向
上となります

18

 

ワーク１ 結果
 結果が何かを明らかにし、ワークシートに記入し

ましょう
 結果は測定可能かつ具体的で、活動から直接

導かれる内容です

19

 



小湊 卓夫「ロジックモデルワークショップ」 

72 

たか、これですということを言っていただけるとありがたいんですが。いらっしゃいにならない

でしょうか。いらっしゃらないようだったら、私のほうから言います。 

 

 

これです。結果としては、

科学研究費補助金の採択率

を上げる。または、採択者

数を増やすっていうことが

ありますので。採択者数を

増やすためには、何がどう

いう状態になっていなきゃ

いけないかっていうと、科

研費補助金の応募者数が増

えてなきゃいけません。原

則です。今の状態よりも上

げようと思うとそうなりま

す。そうなってくると、指

標っていうのは、何を設定

すればいいのかが、自ずと明らかだということになります。 

 

 

指標はこれになります。科

研費補助金の応募者数。場

合によっては、率を、先ほ

どから気にしているのであ

れば、応募率でもいいかも

しれません。ここは、いろ

いろと見て取れるというこ

とです。すると、科研費の

応募者の数を増やすために

は、どういう環境を作り出

してあげればいいのかとい

う話になります。つまり、

投入の部分、インプットの

部分と、あと、活動です。

activityの部分です。ここの部分をこの書かれている事例に沿って、書いていただければと思い

ます。 

 

 

結果の記⼊例
20

• 科学研究費補助⾦の応募者の増加
• では指標は何を設定できるでしょうか

 

結果の指標例
21

• 科学研究費補助⾦の応募者数、場合に
よっては応募率
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演習課題の内容に沿って、

投入と活動に該当するもの

を記入してください。幾つ

か、これ、複数あります。

多分、時間があんまりない

ので、途中で話に入るかも

しれませんが、そのときは

ご了承ください。あと、演

習課題に書かれていないも

のでも、自身の大学の立場

に立って、必要と思われる

中身があれば、論理的につ

なげるために、ここがない

と次のここにつながんない

というものがあれば、そういうのは自由に書いてもらっても構いません。本来は、ここの部分は、

評価者だけではなくて、計画を実施する側や、計画を立案したかたがたといろいろ相談しながら、

顔を突き合わせながら、こういう段取りでいけば、こういう採択者の、申請数を増やすことがで

きるというふうに本当はやっていかなきゃいけないんですが。今回の場合は、さわりの部分だけ

ということなんで、まずは単独で考えていただければと思います。合わせて、指標も整理して、

記入していただければと思います。まずは、個人でやってみてください。 

 

 

 人によっては、結構、順

調に項目を書き入れている

方もいれば、途中でつまず

いている方もいらっしゃる

ようです。ざっと見た感じ、

全く何も書けてないってい

う方はいらっしゃらないよ

うですが。個人によって差

がありますね。せっかく、

先ほど、近くの人とあいさ

つをしましたから、恐らく、

この会場の中では、自分が

昔から知ってる人以外で、

唯一、親近感が持てる方が

隣にいらっしゃいますので、そのかたがたと、隣のかたがたと相互に、お互い見せ合って、ここ

をこうだ、ひょっとしたらこれこうじゃないかというような形で、意見交換をしてもらいたいと

投⼊と活動
 演習課題の内容に沿って、投入と活動に該当

するものを記入してください
 演習課題に書かれていないものでも、自身の大

学の⽴場に⽴って必要と思われる投入と活動の
内容を適宜補ってください

 指標も整理して記入してください

• 記入した内容について、隣の⽅と相互に説明し
て話し合ってください

22

 

スクリーン
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思います。そのときのグループ、2 人の組み方ですが。ごめんなさい。固定式の机なので、混乱

が起きないように、こちらで、指定させていただきます。この番号の人、赤でくくってます。2

人 1 組で。このグループでお互い、話し合ってみてください。隣り合わせで、座っていると思い

ますので、話し合いをしてみてください。よろしくお願いします。 

 

 

 

皆さん、どうでしょうか。

結構、いろいろ私も、何グ

ループか、話を伺ったんで

すけど。難しかったですか。

その難しさ感が僕自身もよ

く分かんないところがあっ

たので。簡単にすればよか

ったかと反省はしてますが。

例えば、投入と活動の記入

例です。これが正解という

わけではありません。なぜ

かと言いますと、先ほども

お話したんですが、インプ

ットの部分とそれに基づく

活動を書いてますが。その活動の部分は、制度設計の部分だとか、何かを開催するかっていう、

そういう部分を書くわけです。インプットとの区別がつきにくいっていう質問、2 グループ受け

ましたけど。インプットの場合は、人、物、金、情報、場所、スペースです。そういったものを

投入してる部分を書いていただいて、それを使って何をやるかが活動の部分です。例えば、この

事例に書かれているものをグループ分けしながら記述していくと、こういうものが投入と活動と

して、事例として上がってくるという話になります。例えば、ここでは、経営学部と工学部でイ

ンセンティブ、プラスとマイナスのインセンティブ設計をしてるんです。ここです。経営学部に

おける申請者に対しては、研究費 1 万、2 万増やすっていうことが書いてありました。それに対

して、工学部はペナルティーを科すと書いてあります。ペナルティーを科す場合は、投入は必要

ないです。お金が掛かからない話なので。経営学部に関しては、プラスの追加配分をするという

ことですから、本来は、それに対する資金の手当を行わなきゃいけません。例えば、この支援制

度の予算を確保するというところが、ここに結び付いていくということです。そういうふうにつ

ながりを意識して、やっていただきたいということです。あと、URA を確保する、採用するとい

うことを、例えば投入に変えたとしたら、URA の人に何をやってもらうのか。いろんなやり方が

考えられます。ただし、それは何のためにやるのかというと、実は 初のほうでやった、アウト

プットとアウトカムなんです。そこに、URA の方にどういうふうに動いてもらえれば、あのアウ

トプット、アウトカムにつながるのかを、本来であれば、ご自身の大学の文脈に沿っていろいろ

書いていただければいいわけです。ここは架空の大学なので、一応、書いてあるものだけは並べ

投⼊と活動の記⼊例
投⼊ 活動

内容 ・URA等の支援者の確保
・担当事務職員の確保
・各種支援制度の予算

・説明会の実施
・提出前チェック制度
・URAによる研究室個別訪問
・担当職員への研究企画・研究評価に関するＳＤの実施
・A評価不採択者への支援
・経営学部における申請者に対する研究費追加配分
・工学部における申請しない教員への研究費減額措置

指標 ・URAの配置数
・事務職員の配置数
・各種支援制度の予算額
・研究計画書の公開数

・説明会の実施回数、出席者、出席率
・提出前チェック制度の利用者、協⼒教員数
・URAによる研究室個別訪問数
・提出支援⾦制度の利用件数
・ＳＤ参加人数
・A評価不採択者への支援制度の利用者、支援額
・経営学部における申請者に対する研究費追加配分対象
者、配分額
・工学部における申請しない教員への研究費減額措置対
象者、減額額
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ていますが。もっと他にあるかもしれません。そういうものも、自分で勝手に想像して、書いて

もらう分には一向に構わないということです。よろしいでしょうか。例えば、こういうものがあ

ります。 

 

 

 ワーク 1 のまとめ。まと

めになってるかどうか分か

りませんが。まとめとしま

すと。今、少し、考えても

らった、触れてもらったよ

うに、ある投入をします。

そうすると、その投入によ

って、ある活動が促される

わけです。またはそれに取

り組むわけです。そしてそ

のことが、結果が出てきて、

その結果が望ましい状態に、

どう結び付いていくかとい

うようなつながりを論理的

に追っていく。これが、実は、ロジックモデルの基本的な考え方だということです。ですから、

これを現場でやるには、当然、いろんなかたがたと関わりを持ってやらなければいけませんが。

やることによって、計画の見直しだったり、指標の設定ができたりというふうなところで使える

ということで、今回、取り上げています。くどいようですが、単線的につながる場合もあります

が、複数に分岐して、それがある所に収束していくだとか、分岐したまま複数のそのアウトカム

が出てくるみたいなこともあります。これは計画の書き方次第です。その状況に合わせて、ロジ

ックツリーの形は、姿を変えていくということです。先ほど、アウトカムのところでも少し手を

挙げて発言していただいたわけですけれども、採択率を上げる。でも採択率を上げるためには、

採択者が増えなきゃいけないという話がありました。例えば、そこにつながる、時間の経過、そ

こに論理的にどうつなげていくかっていうことです。そこも意識してもらいたいと思います。あ

と、ここでは取り上げませんでしたが、長期によって導かれる社会的変化。例えば、本来であれ

ば、この採択率が 10 パーセント向上して、場合によっては、研究活動が活性化したとします。

そしてその研究活動を活性化したことによって、地域社会だとか、場合によってはいろんなコミ

ュニティー、また、日本国全体に、ある大きな、予想もしなかったような影響を及ぼす場合だっ

てあり得るわけです。発明ってそういうものがよくあります。例えば、そういったものは、別名、

インパクトというような言い方で、また分類し直す場合があります。なかなか、これは狙ってで

きるようなものではないんですが。ただ、そういう考え方もあるということだけを紹介しておき

ます。 

 

まとめ
 投入→活動→結果→成果と論理的に順番を

追ってつなげられるか⾒直してみることが必要
 単線的につながるばかりでなく、複線的につなが

る場合もある
 成果は時間の経過とともに変化する場合がある

ことに注意が必要→短期と⻑期あるいは短期・
中間・⻑期と分ける

 ⻑期によって導かれる社会的変化をインパクトと
呼ぶ場合もある

24
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＜正解例として想定するもの＞ 

 投入 活動 結果 成果 

内容 ・URA 等の支援者

の確保 

・担当事務職員の

確保 

・各種支援制度の

予算 

・説明会の実施 

・提出前チェック制度 

・URA による研究室個別訪問 

・担当職員への研究企画・研究評価

に関するＳＤの実施 

・A 評価不採択者への支援 

・経営学部における申請者に対する

研究費追加配分 

・工学部における申請しない教員へ

の研究費減額措置 

・科学研究費補助金の申

請者の増加 

・科学研究費補助金の

採択者の増加 

・科学研究費補助金の

採択率の向上 

 

指標 ・URA の配置数 

・事務職員の配置

数 

・各種支援制度の

予算額 

・研究計画書の公

開数 

・説明会の実施回数、出席者、出席

率 

・提出前チェック制度の利用者、協

力教員数 

・URA による研究室個別訪問数 

・提出支援金制度の利用件数 

・ＳＤ参加人数 

・A 評価不採択者への支援制度の利

用者、支援額 

・経営学部における申請者に対する

研究費追加配分対象者、配分額 

・工学部における申請しない教員へ

の研究費減額措置対象者、減額額 

・科学研究費補助金の申

請者数・申請率 

 

・科学研究費補助金採

択者数 

・科学研究費補助金採

択率 目標値 10％ 

  

 

 

 

 では、今のさわりの部分

の基本的な考え方に従って、

ワーク 2 をしてみましょう。

ここが、いよいよ本丸にな

るのですが。難しい課題で

す。これをやっていただき

たいと思います。 初に、

各自、まず、演習課題もう

一度読み直してみてくださ

い。そして、読まれた方は、

まず成果の部分です。これ

は何かをワークシートに記

入してください。ただし、

ワーク２
 演習課題を各自読んでください
• 最初に「成果」が何かを明確にし、ワークシートに

記入しましょう
• 今回の成果は複雑なため、短期と⻑期に分けて

論理的つながりを考えます
• 指標は考えず、内容の部分を考えてください
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指標は、現段階では、考えなくて良いです。指標は、後でまとめてやりますので、成果の内容の

所だけ書いてください。ただし、今回の成果は短期アウトカムと長期アウトカムに分けています

ので。そこにそれぞれ、記入をしていただきたいと思います。お願いいたします。これは、まず

個人でやってください。 

 

○ワーク 2 演習素材 

 

６カ年計画２：大学のグローバル化を推進するために、グローバル戦略室を設置し、海外の協定

校を現在の 10 校から 15 校に増やす。また、受入学生・派遣学生への各種支援策を拡充し、受入

学生を 10％、派遣学生を 20％増加させ、学生の国際感覚を涵養する。 

 

＜計画の解説＞ 

 “国際的な教養人の育成”を教育目標に掲げる評価大学では、教育のグローバル化を推進し、

学生の国際感覚を涵養して卒業させるために、さまざまな施策を検討している。そのうち、体制

強化、協定校数の増加、学生への支援策に係る計画の詳細は以下の通りである。 

①平成 28 年度中に、グローバル戦略室を設置し、副学長を室長として任命するほか、国際交

流コーディネーター（任期付き准教授もしくは講師クラス）、正規の事務系職員（専任２、兼任

３）と非正規のパート職員１名を配置する。当室では、国際交流関係の委員会の統廃合に関する

検討、国際戦略の策定や関係部署（留学交流課、留学生センター）との業務分担の整理を行い国

際交流に関するマネジメントを行う。 

②海外の協定校を現在の 10 校から 15 校に増やし、交換留学（外国人留学生および海外派遣学

生）の機会の増大に向け、ここ数年、相手先大学の確保が容易でないことを踏まえ、従来の国際

交流コーディネーターによる新規開拓活動を継続するとともに、学内の教職員に呼びかけて共同

研究者や知り合い等がいる大学を紹介してもらい、本学と由来のある大学に訪問することで、協

定校数の増加につなげる。 

③受入学生・派遣学生への各種支援策を以下のように拡充したいと考えている。まず、派遣学

生を増加させるために英語で行う科目を新たに開講し、１年前期と３年後期に TOEIC テスト受験

を義務化する。１年前期の TOEIC テストのスコアは成績の 20％に反映する。また、TOEIC テスト

のスコアが著しく低い者は夏期休業中に特別コース（２週間）の受講が半ば義務づける。「半ば」

というのは、どうしても通常の授業料とは別に払ってもらう受講料（7 万 8 千円）が払えない学

生の場合には、出席を免除するからである。平行して経済的支援の充実も検討しており、海外渡

航学生の金銭的支援の準備を進めており、評価大学基金から毎年 500 万円を支援金に用いる予定

である。大学の負担と合わせ１週間程度の渡航であれば５万円を支給する計画である。また、１

週間から２週間程度の語学研修やスタディツアーを受け付けてくれる大学については、国際交流

コーディネーターが県の国際交流協会等とも連携し、新たな渡航先（受け入れてもらう大学）を

開拓する予定である。 

受入学生については、キャンパス内の国際化を図ることで、本学の学生がネイティブの英語に
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触れる機会を増加させることにつながり、TOEIC の点数の増加や、英語学習のモチベーションの

向上に効果を発揮することを企図している。そのため、海外での大学説明会は、平成 29 年度か

ら英語を公用語としている国で集中的に行う計画を進めている。一方、受入学生の拡大のために

は英語のみで卒業できるプログラムの検討も必須であるが、本学ではそのようなプログラムは存

在しない。また、来日後の住環境整を提供するため、留学生寮の拡充を考えているが、予算が限

られていることから日本人向け学生寮の混住化を図ることで解決したいと考えている。これら以

外の支援策として、本学では１年次と２年次の留学生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支援を行っている。平成 26 年度に留学生に対して

アンケートを行ったところ、生活面では各行政機関での手続きの支援やアルバイト紹介等、各種

支援策について好評であったが、学業面での支援や異文化交流の活動については不満が多かっ

た。具体的には、日本語がよく分からないので授業についていけなかったが、その支援がなかっ

たという意見が多かったため、日本語入門科目の拡充を検討している。また、異文化交流体験に

ついては、各イベントで日本人の参加者が少なく固定メンバーであることや、一緒に料理を作っ

ておしまい、というマンネリ化についての指摘が多かったため、常時、本学学生が留学生と気軽

に英語学習ができる「英語カフェ」に企画を変更するなど、改善を図っていく予定である。 

 

○ 後日、計画や解説では不明瞭だった部分が指摘され、全学的な検討が行われた。 

 

＜後日、評価大学で検討し、決定した事項＞ 

・計画における「受入学生・派遣学生」 

→ ともに 1週間以上滞在する学生（単位の取得は関係ない） 

・「国際感覚」が涵養される： 

→ TOEIC のスコアが 600 点ないし 730 点を上回ること 

→ 海外に住む外国人の友人（メールのやりとりが年１回以上ある）が複数いること 

・「グローバル化」が進む： 

→ 海外に本部もしくは営業拠点や支社、支店を持つ企業に採用された学生の増加 

と定義した。 

 

＜参考データ＞ 

資料 2-1 学生交流協定校数の推移 

採択率 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

経営学部 7 7 8 9 10 10 

 

資料 2-2 入学者に占める留学生数の推移（名） 

採択率 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

経営学部 10 12 15 25 27 45 

工学部 5 8 12 14 35 38 

※私費外国人特別選抜での入学者の数 
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資料 2-3 派遣学生数の推移（名） 

採択率 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

経営学部 32 36 29 52 40 45 

工学部 61 66 78 52 65 58 

※１週間以上相手先大学に滞在した者 

 

 

大学評価担当者集会 2016 全体会 ワークシート 2 

ワーク 2 

 投入(input) 活動(activity) 結果(output) 短期アウトカ

ム(short term 

outcome) 

長期アウトカ

ム(long term 

outcome) 

内容 

 

 

 

     

指標 

 

 

 

     

※本物のワークシートはＡ４横使いで１枚。附録ページに掲載しています。 

 

 

 

計画、6カ年計画の2を読む

と、慣れてる方だと、これ、

長期と短期のアウトカム、

ぱっと出てくるのかとは思

うんですが。慣れてなけれ

ば、考え方が難しいかもし

れません。例えばですが、

こういうふうに、私たちの

場合は整理します。グロー

バル化が進むというのと、

学生の国際感覚が涵養され

る。両方とも抽象的な言い

方になってるんですけども、

成果の記⼊例
短期アウトカム ⻑期アウトカム

内容 ・学生の「国際感覚が涵養」される。 ・「グローバル化」が進む

26
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どういうつながりで考えていけばいいのかということが問題になるわけです。そうすると、しっ

かり定義されていないのですね中身が。もう、いかようにでもくみ取れるわけです。大学の立場

からすると、グローバル化が進むというのは社会の情勢の大きな変化のことを指してます。それ

でいて、学生の国際感覚が涵養されるというのは、まだ私たちが接している学生に対しての話な

ので、まずはここの部分が、変わってくれば、つまり学生の所が変わってくれば、 終的には、

その学生を取り巻く環境も含めてグローバル化が進むというふうに考えられるのではないかと思

います。例えば、このように考えるわけです。ですから、そうなってくると、時間の経過として

は、こちらのほうが圧倒的に時間がかかりますので、長期アウトカム、つまり、グローバル化が

進むっていうのは、長期アウトカムの部分に入れて、学生の国際感覚が涵養されるっていうのを

短期アウトカムに入れるっていうのが一つのやり方だということになります。ひょっとしたら、

これ以外のことを書かれた方もいるかもしれませんが。もう一度、見直しをしてみてください。

正解があるわけではないので。基本的な考え方でやると、こうなりますっていう一つの例示です。

もう少し違って、こう考えてもいいんじゃないかというご意見があれば、話を伺いたいと思って

るんですが。いかがでしょうか。ありませんか。いいですか。先に進ませていただきます。 

 

 

 これから後のワークは、

これ、全部一気にやっても

らいます。なぜなら、計画

の内容が複雑なので、一つ

一つ切り分けてやると、い

ろいろ見落としてしまいが

ちだと思ったので。実は、

投入、活動、結果の部分は

一気に進めてもらいたいと

思います。ただし、指標は

考えなくていいです。それ

ぞれ、投入と活動と結果の

部分がうまく論理的につな

がるように、構成できれば

いいということになります。まずは、個人でワークをしていただきたいと思います。あと、活動

の部分をいろいろ検討するときに、事例のほうでも計画の解説の所で、いろいろと分けて書いて

あるので、それに従って、グループ分けしながらやると、整理がつきやすいかもしれません。そ

の辺は、お任せいたします。やってみてください。お願いします。 

 

 

投⼊・活動・結果
 投入・活動・結果それぞれについて記入をしてく

ださい
 それぞれに書かれた内容が論理的につながるも

のかどうかも考えてください
• 投入・活動・結果それぞれについて記入した内

容を前後左右の⽅に紹介し、意⾒交換をし、必
要に応じ適宜修正をしてください
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 それでは、適宜、また、

近くにいる方と相談しなが

ら、記入を進めていただけ

ればと思っています。今回

は、グループを分けて、こ

ういう分け方でやっていこ

うと思います。今、同じテ

ーブルの方、先ほどは、同

じテーブルの方の隣同士の

方と話をしてもらいました

が。今回、緊張します。廊

下を挟んだ隣の人と、話を

してもらおうと思います。

時間はまとめて取りたいと

思いますので、率直に意見交換をして、完全に埋めるってことは多分できないと思いますが、で

きる限り横のつながりです。投入から結果までのつながりをちゃんと意識して記入を進めていた

だければと思います。では、それぞれ相談して進めてください。ただ、向こう、ちょうど後ろの

方が 1 人余るので、その方は横に移動していただいて、3 人でグループを組んで相談していただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

 

 

 それでは、2 人で話して、

展開が見えないっていう人

たちは、というよりも、も

う 4 人で話してもらって構

いません。今度は、4 人で

話す場合は、こういうグル

ープ分けで相談してもらお

うと思っていますので。人

が入れ替わりますが。お願

いします。適宜、やっても

らって構いません。 
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はい、皆さん、よろしいで

しょうか。一応、投入と活

動と結果の部分に対する事

例だけ紹介しておきたいと

思います。ただしこれは極

めて不十分です。なぜ不十

分か。皆さんも議論で出て

きたと思いますが、この計

画、極めていい加減です。

正直、できの良くない計画

で、こういう言い方をする

と怒られますが、私の大学

の計画に極めて近いレベル

のものになっている。何の

ために、そもそもこれやってんのかというと、先ほど、アウトカムの部分の話をしましたが。例

えばこの結果が、達成されたからといって、国際感覚が涵養されるって本当に言えるのでしょう

か。例えば、本当はもう少し何かやらないと、そこにたどり着かないです。特に、評価者の立場

からすると、とてもじゃないけど、これができたから、アウトプットがこういうの出てきたから

といって、これで国際感覚涵養できましたと言い切れるっていうのは、相当な厚顔無恥じゃない

とできないと思うんです。だから、本当は、もう何段階か挟まなきゃいけないかもしれません。

だから、もし本当であれば、ここの部分をいろいろご自身の大学の関係者と議論して、この段階

をずっと追っていくようなものにしていっていただきたいと思っていたわけです。例えば、ここ

は、先ほど、質問もありましたが、グローバル戦略室をいきなり設置するとなっています。実は

国際部の計画では、それがもう、目標になってる部分もあるので。そういう計画の場合は、思わ

ず、結果の所に設置できましたって、書きたくなります。本来は、何かの目的を持って設置して

いるはずですから、室の設置っていうのは、基本は、活動のはです。この activity の所に入っ

てくる項目のはずなんです。そうすると、この室の設置によって、ここの活動によって、何の結

果を生み出すのかというのがつながりとして本当は出てこなきゃいけないわけです。この結果だ

とどうもその辺が不明瞭。だから、本当は、そこの部分のつながりを線で結んで、結果の部分を

本当は書いていかなきゃいけないわけです。要は、そういうふうに考えて、計画をどういうふう

にやっていけば、計画が達成できるようになるのかっていうのを論理的に展開を追っていく。こ

の作業を、個人でやるのは、非常にきついので、本来であれば、大学のさまざまな関係者と、顔

を突き合わせながらやっていくというのが、ロジックモデルの基本的なやり方だというふうにご

理解ください。あと、それ以外にも、この投入部分と活動部分はうまくお金と人に関しては結び

付きやすいと思います。問題は、この活動の部分を、この活動をやって、どういう結果が出てき

たかという形になると、実は、これもっと他にあるわけです。これをやった結果、何かが出てく

る。何が出てくるんだろうと考えたときに、何か書けるものが、本来はあるはずです。ここは極

めて少ないです。この部分はです。そういったことも、意識されながら、展開を考えていただけ

ればいいのかと思います。そして、そもそもこの計画自体は、短期アウトカムや長期アウトカム

投⼊・活動・結果の記⼊例
投⼊ 活動 結果

内
容

・グローバル戦
略室や国際交
流関係の教職
員
・海外の協定校
拡大のための活
動経費
・英語で⾏う科
目の担当教員
・TOEIC受験
料
・500万円支援
⾦

・グローバル戦略室の設置
・海外の協定校先訪問
・海外の協定校候補の選定
・「各種支援策」の実施と拡充
→ 英語で⾏う科目の設置、
TOEICテスト義務化（成績に組み
入れ）、特別講習の実施、海外渡
航の⾦銭的支援の制度設計 、
（1週間程度の）スタディツアーの
規格と実施、海外での説明会の実
施、英語のみで卒業できるプログラ
ムの検討 、学生寮の混住学生寮
化
英語カフェの開設

・海外の協定校の
増加
・「各種支援策」を
拡充
→ 英語で⾏う科
目数、TOEICテス
ト受講者数
・海外渡航の⾦銭
的支援、（1週間
程度の）スタディツ
アーの増加、受け
入れ留学生の増
加

28
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っていうのはこういうふうに、一応、設定はしましたが。恐らく、これ、議論していく中で変わ

ってくる場合が出てきます。先ほど、あるグループから、TOEIC の点数の話が出てきますが、

TOEIC の点数っていうのは、一種、状態の変化につながります。この TOEIC の点数をこちらの短

期の一番 初のアウトカムの部分に持ってくるっていう考え方って、当然あります。そうすると

アウトカムチェーンっていう話をしましたが、今回はたまたま、ワークをやってもらうために、

便宜的に長期と短期って分けてるだけですが。そこの線はとっぱらってもらっていいです。少な

くともアウトカムが、どういうふうな段階を経て、時間的な経過等につながり、変化していくの

かっていうのは、何も 2 段階、3 段階に限った話ではないので。つなげていっていただいて構い

ません。あくまでも、便宜的な呼び方の問題なので。だから、その辺もご検討いただけると、計

画の達成というものを少しずつ担保していける議論になっていくのかという気が、個人的にはし

ているところです。皆さんの中で、何か、ここはあくまでも、何ていうのか、事例の中に書かれ

ている言葉をそのまま使って、当てはめているだけの紹介なので、もう少し、こういうのがあり

ましたっていうのがあれば、意見があれば、そこを共有したいと思うのですが。どうですか。議

論されてみて。何か出てきました？ 面白い知見とか。実はこういう考え方だっていうのがあっ

たら、紹介いただきたいと思っていますが。ないですか。なかなか、しゃべりにくい？ だった

ら、懇親会で教えていただけると、私、ありがたいと思ってます。では、時間もないので、次の

段階に進みたいと思います。 

  

 

今度は、指標の設定です。

ある程度、明確に、今の部

分が書けたならば、つなが

りの問題はあるにせよ、指

標は割と設定しやすいのか

と思います。これから時間

を取りますので、グループ

を、4 人グループです。せ

っかくなので 1 人で黙々と

指標設定してもつまんない

ので、皆さんと、これ、指

標です。指標はこれだって

いう形で相談してやっても

らいたいと思います。今、

4 人グループでやってもらいましたので、この 4 人のグループで、お互い相談し合いながら、投

入からアウトカムの部分まで。考えられるものを記入していってください。よろしくお願いしま

す。ただ、今回の計画は、先ほどみたいに極めて不十分なので。アウトカム指標の抽出はすごく

しにくいと思います。 

  

 

指標の設定
 それぞれの項目（投入〜⻑期アウトカム）に関

する指標の設定を⾏いましょう
 近くの⽅（前後左右）と相談しながら記入して

ください
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皆さん、よろしいでしょう

か。時間が、おしまいの時

間が近づいてきていますの

で。これぐらいにしておき

たいと思います。では、指

標って、具体的にどういう

ふうに設定してるのかって

いう話ですが。極めて、い

い加減な事例をご紹介しま

す。こちらで作ったもので

すけども。例えば、先ほど

のような活動内容、を記入

すれば、こういうのが指標

として出てくると思います。

ただ、難しいのは、やっぱりここです。アウトカムの部分をどう指標で捉えようとしているのか

という点です。先ほど申し上げたのは、この結果の部分が伴えば、短期アウトカムの、この国際

的な感覚の養成につながるのかというと、ストレートに恐らくつながらないだろう。だから、本

当は、もう幾段階か、この間に挟むことになります。取り組みの結果がないと、恐らく、つなが

んないというのはあるんですけれども。一応、結果の部分で、こういうの書いてきたので、アウ

トカムの指標としてはこういうの、一応、入れてますが。決して、これで測れるとは、私たちも

思っていません。むしろ、近いのはこっちかもしれません。例えば、実際にこういう活動を行う

学生が増えてくれば、この活動を通じて、そういう国際感覚が徐々に養われてくるだろうという

予想はつきます。ただし、これは、その国際感覚を養う直接的な指標ではありません。先ほどの

説明で申し上げたように、間接指標です。直接的にそういう感覚を養ったかどうかを測るテスト

みたいなものがあるわけではないので。どうしても、この間接指標になってしまいます。長期ア

ウトカムも、例えばということですけれども。何をもってグローバル化が進んだと、大学の中で

進んだといえるのか。特に人材養成の観点から見ると、これは極めて難しい。いろんな議論があ

ってしかるべきだと思います。一つの例示としては、海外とかにも展開するような企業に、学生

がちゃんと採用されたかどうかという、こういう代理的な間接的な指標で持って、見ていくこと

はあってもいいかもしれない。この辺は、もう各大学の文脈に沿って判断するしかありません。

だから、そのための指標を出すために、相当、議論を重ねないと恐らく、こういうのは導き出せ

ないんだろうと思います。ただ、ここまで、ある程度、論理的なつながりと指標の設定ができれ

ば、評価をする、または、IRの担当者がその計画の進捗をモニタリングするっていうのは、格段

にやりやすくなると思います。環境としてはです。ただ、実際問題として、ここができている大

学というのは、そう多くないのかという印象を持っています。なので、今回のワークショップで

扱ったロジックモデルというのは、あくまでも、考え方の問題なので。正解があるわけではあり

ません。ですから、理論的なつながりでもって、計画の妥当性だとか、実行可能性みたいなもの

を、どう担保していけばいいのかという考え方を意識していただければと思い、このワークショ

ップをやった次第です。 

指標の記⼊例
投⼊ 活動 結果 短期アウトカム ⻑期アウ

トカム

指標 ・グローバル
戦略室や
国際交流
関係の教
職員数
・新規開拓
のための予
算
・英語で⾏
う科目の担
当教員数
・TOEIC
受験料

・協定校拡
大のための
新規訪問
校、学内で
の呼びかけ
回数
・「各種支
援策」の実
施と拡充
（省略）
・海外説明
会実施回
数

・海外の協定校数
（目標値10校から
15校へ）
・「各種支援策」の指
標
→英語で⾏う科目数
および履修人数の増
加率
・受入学生（10％
増）
・派遣学生（20％
増）

全学の学生に
占める英語科
目履修者比率
・TOEICのスコ
アが600点を上
回った学生数
・同730点を上
回った学生数
・海外に住む外
国人の友人数
（メール回数）

・海外に
本部もし
くは営業
拠点や支
社、支店
を持つ企
業に採用
された学
生数
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では、まとめというか、ま

とめになるのかどうか分か

りませんが。結果に至るま

でに、恐らく、皆さんもい

ろいろ議論されたと思いま

す。いろいろ複数の経路が

生じる場合があると思いま

す。理由は、ある程度単純

で、複数の経路が生じる計画

というのは、その計画が、

実は、こなれてない場合が、

結構多いんです。本当であ

れば、もう少し、 初の説

明で言った、objective の

部分っていうのを、個別目標っていうのをかなり具体的に設定できれば、切り分けられることが

できるんですが。私の大学の計画もそうですけど、結構いろんなものが、ごちゃっとなって、計

画を立ててしまってる部分があるので、複雑にならざるを得ないというのは、よく見られる傾向

だと思います。それに関連して、抽象的な文言が相変わらず、多いものですから、今の場合で言

えば、大学のグローバル化だとか、学生の国際感覚の涵養、響きとしては非常に美しいんですけ

れども、実際、それを、どう大学として捉えるのか、何を持って、これが身に付いた、または、

グローバル化が進展したと言えるのかということについては、本来、相当、やっぱり議論を積み

重ねないと、みんな持つイメージが違うと思うんです。例えば、私の大学は、11学部はあります

けれども。その 11 学部に、こういうのだけ、お題だけ投げて、あとはよろしくとやっても、学

部によって捉え方がさまざまに違ってくるので、出てきた結果を集めたときに、本当にグローバ

ル化が進んだのか。国際感覚が涵養されたのかっていうのを検証しようと思っても、もうお手上

げの状態になっちゃうっていうことがよくあるわけです。別に、決してこの計画が、落ち度のあ

る計画というわけではないんですけども。これはあくまでも、架空の計画ですが。そういうのが

あるということです。 

 短期アウトカムと長期アウトカム。先ほども申し上げましたが、便宜的に区切っちゃいました

けども。アウトカムチェーンという形で、ずっと何段階にもつなげていくことは、当然、できま

す。だから、例えば、今回の場合であれば、国際的な活動を行っている卒業生が増えるっといっ

たような項目を、中間アウトカムみたいな形で、短期と長期の間に一つ、挿し挟むことだって可

能かもしれません。そういう形で論理的なつながりを自分たちが納得のいくような形で、作り直

していくという作業が大事なのかという気がします。 

 

 

まとめ
 結果に⾄るまでに複数の経路が生じる場合

がある
 抽象的な文言（大学のグローバル化、学

生の国際感覚の涵養）はそれをどう定義す
るかで、論理展開や指標内容が大きく変わ
る

 短期アウトカムと⻑期アウトカムとの間に、
「国際的な活動を⾏っている卒業生が増え
る」といった項目が入ることもある
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後になりますけれども、

ロジックモデルは、 初の

概要の所でもお話ししまし

たが、政策評価の領域から

出てきています。要は、国

とかのレベルで、日本だと、

都道府県もそうですけども。

税金使っていろんな活動や

るわけですが、本当にそれ

が国民のためになっている

のか、効果的な活動なのか

ということをやっぱりチェ

ックしたい。もともと、ア

メリカで始まってるわけで

すけども。そうすると、いろんな課題が出てきて、そのうちの一つに、やっぱり計画立案の難し

さや困難さっていうのがあって、そこから考え出された手段がロジックモデルというものです。

ですから、評価をやってみて、なぜうまくいかないんだろうかということを考えたときに、やっ

ぱり、計画の立て方、その後の進め方というのに、やっぱり問題があったという反省からこうい

うものが出てきています。あと、評価担当者や IR 担当者からすると、別に人に責任をなすり付

けるっていう話ではありませんが、計画立案をどう支援して、より実効性を担保していくのかだ

とか、どういうふうに評価すれば、改善につながっていくのかという観点から、こういうモニタ

リングだとかという話、または、計画の評価のやり方というものを考えていく。そのための材料

にもなり得るのではないかと思っています。 終的には、このロジックモデルを明治大学さんで

行われているように、常に見直していって、進捗管理をしていく。実は、このプロセスがすごく

大事だと、個人的には思います。関係部署と連携し、大学の向かうべき方向性っていうのを、き

ちっと goal を共有して、そのためにコンセンサスを形成する。ここが、部署を越えて、できる

ようになれば、いろんな所から協力を得られるようになると思います。現実問題として難しいと

いうことを考えたときに、一つの手段として、このロジックモデルを採用してみるというのも、

あっていいのかというふうに思い、今回、こういうワークショップを企画いたしました。 

 皆さんのほうから何か、今回のこのワークショップを通じて、コメント等があれば、お伺いし

たいと思いますが。いかがでしょうか。なかなか、人前では言いにくいところもありますね。あ

りません？ アンケートがありますので、そこで、自由にいろんな意見、批判めいたことでも一

向に構いません。こちらも参考にしたいと思いますので、至らぬ点、多々あったと思いますが、

そういった部分があれば、ご記入をお願いしたいと思います。 

 それでは、ロジックモデルのワークショップはこれで終了したいと思います。どうも、長時間

にわたり、お疲れさまでした。 

 

 

 

最後に
 ロジックモデルは本来、評価の結果として作成さ

れたもの
→次の⾏動や計画に反映させることが主旨

 評価担当者あるいはIR担当者からすると
→計画⽴案支援や評価の観点から、指標策定
とそのモニタリングが、評価担当者あるいはIR担
当者の活動領域として、認知され始めている

 ロジックモデルを⾒直し、進捗管理を⾏っていく過
程で、関係部署と意思疎通を⾏い、計画と評
価に関するコンセンサスを形成することが重要

32
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＜正解例として想定するもの＞ 

・「○○○○」は定義が曖昧なため、全学決定が必要。例えば、「グローバル化」が何を指すのか定義する必要がある。そのた

め、全学での定義決定後の内容・指標は「→」の後に記述している。 

 投入 活動 アウトプット 短期アウトカム 長期アウトカム 

内容 ・グローバル戦略

室や国際交流関係

の教職員 

・海外の協定校拡

大のための活動経

費 

・英語で行う科目

の担当教員 

・TOEIC 受験料 

・500 万円支援金 

・グローバル戦略室

の設置 

・海外の協定校先訪

問 

・海外の協定校候補

の選定 

・「各種支援策」の

実施と拡充 

→ 英語で行う科目

の設置、TOEIC テス

ト義務化（成績に組

み入れ）、特別講習

の実施、海外渡航の

金銭的支援の制度設

計、（1週間程度の）

スタディツアーの規

格と実施、海外での

説明会の実施、英語

のみで卒業できるプ

ログラムの検討、学

生寮の混住学生寮化 

英語カフェの開設 

・海外の協定校の増加 

・「各種支援策」を拡

充 

→  英語で行う科目

数、TOEIC テスト受講

者数 

・海外渡航の金銭的支

援、（1 週間程度の）

スタディツアーの増

加、受け入れ留学生の

増加、 

「国際感覚が涵

養」される。 

英語を学習した学

生の増加 

→ TOEIC のスコア

が600点ないし730

点を上回ること 

→ 海外に住む外

国人の友人（英語

でのメールのやり

とりが年１回以上

ある）が複数いる

こと 

 

・「グローバル化」

が進む 

→ 海外に本部も

しくは営業拠点や

支社、支店を持つ

企業に採用された

学生の増加 

指標 ・グローバル戦略

室や国際交流関係

の教職員数 

・英語で行う科目

の担当教員数 

・TOEIC 受験料 

・協定校拡大のため

の新規訪問校、その

ための予算、学内で

の呼びかけ回数 

・「各種支援策」の

実施と拡充（省略） 

・海外説明会実施回

数 

・海外の協定校数（目

標値10校から15校へ） 

・「各種支援策」の指

標 

→英語で行う科目数お

よび履修人数の増加率 

・受入学生（10％増） 

・派遣学生（20％増） 

全学の学生に占め

る英語科目履修者

比率 

・TOEIC のスコア

が 600 点を上回っ

た学生数 

・同 730 点を上回

った学生数 

・海外に住む外国

人の友人数（メー

ル回数） 

・海外に本部もし

くは営業拠点や支

社、支店を持つ企

業に採用された学

生数 

  

 

 


