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評価担当者や IR 担当者に求められる調査設計の基礎と基本 質問回答 

回答者： 鳥居 朋子（立命館大学 大学評価室／教育開発推進機構 教授）  

川那部 隆司（立命館大学 教育開発推進機構 准教授）  

モデレータ：  浅野 茂（山形大学 学術研究院 教授） 

 

問１：在学生調査を導入、実施する際、既存の調査の整理はされましたか。（実施する調査が多

すぎて、なかなか現場（学部）に協力を得られません） 

回答 

今日お配りした論考とは別の所に書いているんですけれども、2009 年度に学びの実態調査を

新規で開発する前に、過去にどのような調査がされていて、現在はどのようにされているのかと

いうのを、学内の資料館に保管されていたアーカイブスをひもといて調べる、ということをやり

ました。本学の場合は、80 年代ぐらいから、いわゆる学生調査、学生生活実態調査を散発的に

実施されているということは分かったのですけれども、すべて匿名の無記名式でやっていたとい

うことも分かりました。それですと、やはり教務系データとか、学内のデータとのクロスがかけ

られないので、学生の群としての傾向は分かるのですが、個が追えないということが分かりまし

た。これは新規に実施する意義があるだろうということで、調査の提案に踏み切ったという経緯

がございます。おっしゃるとおり、学内では評価疲れを往々にして起こしがちですので、やはり

そういう下調べもちゃんとやった上で、我々はこの新規提案の意義があるというふうに強く訴求

していかないと、なかなか会議を通して実施できないなというのは、経験上、感じているところ

です。 

 

問２：背景情報として、学部を横断する教員組織が本学にはなく、教員は所属学部の独自性を主

張することが多く、教員を含めた調査設計がとても困難です。 

質問は、RQ の設定から設問及び選択肢の決定は何名ぐらいで、どのように決定していますか。

例えば、RQ を多様性に設定した場合、多様性の定義やそれを測るための質問文、選択肢の決定

までのプロセス。 

回答 

 ご質問いただいた大学さんの文脈というのは、私たちはよく分からないので、的外れなお答え

になるのかもしれないのですけれども、今日ご紹介した学びの実態調査にしても、学びと成長の

調査にしても、学部へのフィードバックというのは、3 段階に分けています。これはお配りした

論考にも書かれてあったと思うのですけれども、1 次フィードバックのときには、主に我々が全

学で共通して重要だろうという観点から分析を標準的に行って返します。そこでのフィードバッ

クのやりとりを踏まえて、学部サイドからさらにこういうところで深掘りをしてほしいというリ

クエストが出れば、2 次分析をかけて、またフィードバックをするというように丁寧に往復をし
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ています。そういう中で、やはり学部のディシプリンですとか、あるいは、入試方式の採用によ

っては、学部によって多様性の定義が若干異なるということもあり得ます。例えば、本学の場合

ですとスーパーグローバル大学に採択されていますが、とくに国際関係学部とか政策科学部では

海外からの留学生がかなり増えてきている状態です。そうすると、恐らく留学までの学びもかな

り多様であるし、入学動機も多様、それから使用している言語も多様ということで、他の一般の

学部が言うところの多様性とは、かなり趣が異なってくるわけです。やはり、私たちのほうで素

案は考えますけれども、実際にその学部の先生や職員らと話しながら、うちの学部はこういう多

様性に着目してほしいというニーズを聞き出し、2 次分析、3 次分析をかけて割と丹念に往復作業

をやっています。 

 

 

問３： 質問の背景情報として、事務の各部署がそれぞれの課題に対して、調査分析をしてきた

歴史あり。データの権限、データ取り扱いの経験値、課題背景知識も豊かな各部署の職員がいる

中で、IR 担当官として１名配置。IR 担当者として、リサーチ・クエスチョンを共に立て、データ

解釈を対話で行っていく大切さと、IR の重要な役割であることが分かったが、現状では IR 担当

の技量と経験値が不足している。 

そのうえで、質問として、 

①RQ の立て方、技術を磨くには？（具体的に）。また、RQ を立てる際、各部署の立場が違って、

いろんな意見が出た場合（そして、声が高く反論できない場合）、どの意見を採用するかの基準に

して考えていけばよいか。 

②RQ を立てるうえで、一番難しいこと、重要なことをご教示ください。 

 

回答 

非常に重要な点だと思います。きょうお配りした資料の最後から 2枚目に『教育改善の RQ と活

用データの広がり』という表が載っているかと思います。これは非常にきれいに仕上がった状態

でご提示しているのですけれども、ここに至るまでに、ものすごい量の対話を繰り返していま

す。 

 例えば、二つ目の『課外自主活動支援部局』を連携部局とした場合に、皆さま方の大学でもあ

るかもしれませんが、特別選抜入試でスポーツ選抜を採用されている大学は、往々にしてアスリ

ート生たちは、高校までは部活動に専念してきていますので、どうしても学業成績という意味で

は、一般の学生よりも低くなるわけです。 

 それで、大学入ってから非常に困難を抱えたり、つまずきを得がちだったりするのですけれど

も、課外自主活動の支援部局からすると、どうしたらもっとかれらの学修成果が上がるのかとい

う疑問が出てきます。これは本質的でナチュラルな問いだと思うのですけれども、そのままでは、

リサーチ・クエスチョンにならないわけです。それは、あくまでも「希望」であって、まずは何

を明らかにするかというところまで問いとして洗練化させていく必要があるわけです。 

 私たちが支援に加わることによって、リサーチ・クエスチョンとしての問いの洗練化をお手伝

いするということがあります。これは、そうした検討の最後に残ったものを示してあるだけなの
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ですけれども、いろいろ仮説を立てながら、実態としての学生さんをよく観察するというのが大

事かなという感じがします。本学の固有な状況なのかもしれないですけれども、よくよく観察し

ていますと、同じクラブのアスリートの学生たちは、ずっと同じグループで授業を履修している

し、大規模クラスへ行っても同じグループで固まって座っているし、あまり一般学生と交流して

いないように見受けられます。もちろん彼らは競技や練習等でとても忙しいですから、余裕がな

いということもあるでしょう。そこで、自分とはもともと文脈の違う一般の学生との交流を豊か

に持てる学生ほど、学びの困難を克服しやすく、あるいは助け合える環境にあって、それらが結

果的に学修成果にプラスに働いているのじゃないかという仮説を抱くわけです。肌感覚で得たこ

とがらを、手持ちのデータで少し調べて見て、「やっぱりそうか」ということになれば、本格的

にこれをリサーチ・クエスチョンにしようということになるかと思います。したがって、いきな

り一足飛びにリサーチ・クエスチョンに到達すうというよりは、まずはその現場というか、学生

自体をよくよく知っている人たちの肌感覚を徹底的に聞く、それで、もしかしたらこれは仮説と

して成立するのではないかというものを試しに調べてみる。どうやら相関がありそうだというこ

とだったら、本格的に調べるという流れです。ですから、論考の中では非常にきれいにまとめて

ますと先に申し上げたんですけれども、実態としてはきわめて開発ベースで進めています。一歩

ずつ一歩ずつ、小さく産んで大きく育てていくというイメージです。まずは現場をよく知ってお

られる方のお話を聞く。初めは体感的なものかもしれないだけれども、そこに多分、リサーチ・

クエスチョンの種があると思いますので、そういうふうにして形にされていくのがいいかなと考

えます。 

 

問４：①IR業務が初年度にあり、本学なりの RQ を、例えば低学力故の高い入学辞退率とか、退

学率の解決へ向けた退学者の特性調査といったことを RQ として立てているのですが、どのよう

に報告するのが最も効果的か手探り状態であるということで、その辺りを立命館大学さんは、ど

のようにされたのでしょうか。 

②RQ に関係するところで、2009 年に立命館大学さんで、三つの RQ を立てられたということで

すが、それを誰にどのように報告されたのでしょうか？ それに対する学部の反応といったもの

はあったのか、あるいは、あったとしたら、それをどう活用されたのか？ 

回答 

ありがとうございます。とても重要なご質問だと思います。報告というのが、いただいた方が

おっしゃるイメージと私の抱いているイメージがちょっと違ったりしたら訂正していただきたい

なと思うのですが、私たちの大学は、教育改善に関しては、トップのところに責任を持たせるの

ではなくて、各部局に委譲するというのが合意されています。要するに、教育改革の一義的な責

任は各学部、研究科にあると合意されているのです。したがって、私たちが、データを用いて分

析をして見いだした知見のフィードバック先というのは、トップよりもミドルなんですね。学部

の執行部という所にまず返すというルートになっています。 

 ですから、質問された大学さんが、もしそれの責任がトップにあるということであれば、それ

はもうトップに返すしかないというふうに思います。要するに、PDCA サイクルはどこで回ってい

るかというのを、まずご自身の大学でイメージされて、それにフィットするように返していかな
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いと、多分、改善にはつながらないだろうなというふうに思います。本学の場合は、改善の主体

が学部、研究科にあることになっていますので、まずはそこに報告するということにしていま

す。 

 一方で、やはり大学トップが学部全体の状況を俯瞰するような場合にアドホックなリクエスト

をもらうこともあります。そういうときは、各学部の単純な序列化ではないというようにデータ

をちゃんと整理した上で、こんな状況ですというふうに報告することはあります。ただそれで、

大学トップから、A 学部が低調だからもっとガリガリ改革をやりなさいとか、そういうトップダ

ウンな指示は出ません。本学のカルチャーなのかもしれないですけれども、まずは、学部の執行

部に返すということをやっています。 

 もう一つ、低学力層へのフォローアップとか、中退率をいかに引き下げるかということですけ

れども、私たちの大学でも単位僅少者というのは一定数います。単位僅少者というのは、やはり

どこかに学びのつまずきを得てしまい、なかなか大学に出て来られない、出て来られないが故に

単位が取れない。そうすると、4 年で卒業が危うい、どんどん怠学傾向になっていくということ

があります。 

 それに関しては、各学部で単位僅少者面談を実施しています。対象学生を呼び出して、どこで

つまずいているのか、何か支援ができるのかということの検討を行っていますが、それでもやは

り限界があると思います。質問された大学さんの場合は、これが初年度ということなので、もう

少し時間がかけられるのかもしれないのですけれども、ある程度学生の学修のパターン化ができ

たら、予測がつくのではないかと思います。入試の時点でのデータであるとか、あるいは入学時

点に新入生調査みたいなものを取れればいいなと思うのですけれども、高校までどのようなスタ

ンスで学んできたかが分かると、重要な参考情報になると思います。そうすると、こういうパタ

ーンに陥りつつある学生には、早め早めにフォローをしたほうがいいという予測が立ちますので、

少し中長期的にお考えになったほうがいいのかなと思います。 

 あとは、他大学で耳にした例なのですけれども、往々にして学生が単位僅少になって学習意欲

を低減させていくきっかけは、外国語科目の単位を落とすことにあるというふうに聞いたことが

あります。外国語の単位取得がネックになっていて、どうしてもうまくいかないから、他の専門

科目の学習意欲も低減してしまう。どこにつまずきポイントがあるのか、どういうふうにサポー

トしていくかというのは、やはり今手元にあるデータを見てみることがだいじです。それでも見

えなければ、必要に応じてその学生にインタビューをするとか、そういうふうにしてなるべく外

堀を埋めながら、支援策を講じていくというのが有効だと思います。私たちも、そういうふうに

やっています。 

 

問５－１： 本学では薬剤師国家試験合格率を高く維持するため、学生成績調査を行っていま

す。現在のところ、新規試験の留年生の合格率が半分以下の傾向があります。そこで、この学生

（留年生で不合格）の学習スタイルを分類して調査したいと考えています。 

６つの学習スタイルの分類は、何を基準に行われたのでしょうか。（学生アンケートによるものな

のか、それとも適性試験みたいなものを行ったのでしょうか。） 

回答 
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 本学も薬学部がありまして、6年制と4年制があります。4年制のほうが後でできました。実は、

この学びの実態調査を最初に開発するときに、薬学部の教員からもかなりアドバイスというか、

意見をもらった経緯があります。というのは、先生もよくご存じのように、薬学部の学生は高学

年になったら薬局や病院に実習に行きますよね。そうなったときに、これまでだと GPA とか、成

績の順位だけで、配属先を決めていたのだけども、よくよくその配属後の状況を見ると、対人ス

キルが非常に低かったり、相手の目を見て話せなかったりするという学生さんがいるということ

があります。これも現場感覚に過ぎないのですが、やはり学生集団が多様であるということの一

つのあらわれだと思います。学業成績が良いだけではなくて、薬のことばかり詳しいんじゃなく

て、将来の対人援助職として人に対してどういう姿勢や態度をとっているのか、あるいは協働的

なのか、主張ができるのかということも含めて知りたいという要望が、学部執行部のサイドから

早い時期に出されました。 

 そういう観点で、今日お示ししたのは全学的なデータなんですけれども、学部レベルをクラス

ター分析をして分類するというのは十分意義があると思いますし、それは、のちのち学生さんの

インターンシップとか実習の配属先選定にも非常に有効な情報になると思います。よくありがち

なのが、成績によって実習先を配属された結果、現場でハレーションを起こして帰ってきてしま

って、自分はもうこの道には向いていないと落ち込む例です。だけど、薬学部というのは、ご存

じのとおり、学部転籍等のトランスファーが難しい学部のひとつです。途中で他の職業に進路を

変えるというのが非常に難しい。それは結果的に学生さんにとっても不幸なことなので、そうい

うことをあらかじめ低学年でキャッチしておきたいということがあります。 

 さらに、もし学生のコミュニケーションスキルが乏しいのであれば、それを育成するような科

目を開発しようということで、われわれも一緒になって、コミュニケーションの科目を開発して

提供したこともあります。ですから、質問者のおっしゃるように、こういう分析を学部レベルで

されるのは、特に対人援助職に将来就くことが多いという場合には、有効だろうというふうに思

います。 

 

 

問５－２： 対人系のこともそうなんですけれども、高学年になるにつれて、隠していたメンタ

ルの問題とかが、出てくるんだと思います。本人が希望しないので、結局、どこにもこの情報が

提供できないっていうので、今、学内では問題になっていて、「あなたここ駄目だよ」って言って

も、「いや、自分は行きたい」とか、そういうふうなことも出てきてしまって、結局最後は、崩れ

てしまって戻ってきておかしくなっちゃうという悪循環が起こっています。それは、学内のほう

で説得すれば何とかなるんですが、要は隠れてしまっているそういうのを見分ける方法みたいな

ものがこういう中にあるのかなと思ったんですね。アンケートで聞くしか方法はないっていうこ

とでしょうか。あとは、面談してそうかっていうのも。 

回答 

 非常に難しい状況だと思います。本学もやはり似たような学生さんはいると思います。潜在的

にいるとは思うのですが、やはりそこにキャリア支援という観点を入れないとうまく回らないだ

ろうなと思います。本学の場合は、キャリアオフィスというのがありまして、いわゆる当該の学
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生の希望と適性にギャップがある場合をどうするかというのは話し合われています。これは別に

薬剤師に限らず、教員でもそうだと思うんです。教職課程を取っている学生さんがいて、本当は

子どもとか教育に関心がないのかもしれないけれども、一応、将来が安定な職業だから単位を取

っておこうみたいなケースがゼロではないと思うんです。 

 しかしながら、それは、将来の職業選択への道だというふうに考えた場合、突き詰めて本人が

本当にそれをキャリアとして志向しているのか、あるいは客観的な視点からみて適性があるのか

というのは、私自身はむしろそこはフワッと隠すよりも、きちんと可視化した上で支援組織と連

携しながら、本当に本人が生き生きとするような道を一緒に考えてあげるというスタンスの方が、

教育機関としての大学のあり方としては望ましいだろうと思っています。低学年でしたらまだ挽

回可能ですし。本学の場合も 6年制の薬学部では、薬剤師の国家資格を取る必要があるのですけ

れども、4年制は創薬全般に関して学修するというふうになりますので、キャリアパスを二つに

分けているというようなところがあります。大学が何らかの手だてを講じられるのであれば、そ

ういうふうに本人のキャリアを一緒に考えていくというスタンスでいかれるといいのかなと思い

ます。 

 

問６：7 月から大学評価担当者（事務局）となりました。本質問票・感想票では、的外れかもし

れませんが、中期目標・中期計画の作成、あるいは進捗状況等を各学部等の教員へ依頼する際、

苦労があります。 

学生調査を行う上で、気を付ける点を詳しく教えていただければと思います。他大学様の運用上、

良い方法がありましたら、参考のコメントをいただきたい。 

回答 

 最初の方のご質問にお答えしてみようと思うんですけど、私たちが主に経験してきたのは教学

に関わる IR ですので、この質問をくださった方は教学ではないほうの、いわゆる経営のほうの

大学評価だと、ちょっと的外れになってしまって申し訳ないかなと思います。こと教育に関して

言いますと、やはり学部をちゃんと丁寧に回って今、学部で何が一番問題になっているのか。何

が切実な課題なのかっていうのを、かなり丁寧にヒアリングをしました。最初の段階で。 そこ

を飛ばして私たちの、いわゆる担当者レベルの想定で問いを作ってしまったり、こういうのが必

要だろうというふうに調査を設計してしまうと、やっぱり反発を受けてしまうかなと思います

ね。 

 この学びの実態調査は、開発ベースで作ってきたと申し上げたのですけども、幾つか段階があ

りました。2009 年の 5 月に大きなリサーチ・クエスチョンを立て、その年の 6 月、7 月には実態

調査のプロトタイプを作りました。そのときに参考にしたのは、当時ベネッセさんが全国学生調

査をやっていましたので、その項目を参照させていただいたのと、あとは海外で標準的に使われ

ているアンケート調査の項目等を見て、自分たちの独自の視点で組み合わせながら開発したとい

う経緯があります。 

 また、いきなり全学で一斉実施しましょうという提案はハードルが高過ぎるので、まずは非常

に切実に教学にかかわる課題を持っていて、目の前の学生さんがどうしてこうなっているのかを
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知りたいという学部とタイアップをして、1、2学部程度からパイロット調査をやりました。それ

が 2009 年の確か 7月、8月でしたね。もう日程的には滑り込みでやらせていただいたんですけど、

パイロット調査を実施した学部の執行部は非常に理解のある方だったこともあり、その結果を分

析して、これはいけるというふうに確証を得てから、10月の全学提案を行ったという経緯があり

ます。一度パイロット調査を実施している、その実績がものすごくプラスに働きます。あそこの

学部でやっているんだったらうちもやろうとか、どんどんそういうふうに手が挙がりまして、初

年度は５学部くらいいったらいいほうかなと思っていたのですけど、結果的に 11 学部ぐらいが

手を挙げて、初年度からほぼ全学に近い形で実施できたという経緯がありますね。 

 ですから、もう一回戻るんですけれども、やはり一番最初は現場にどういう課題があって、何

に悩んでいるのかという部分を少し丁寧に拾われることが、後々のデータを分析して活用してい

く段階にも、効果をもたらすと感じますので、私自身はそれをお勧めしたいと思います。 

 

 

問７：本学では、今年度 4月より、IR室が本格的に活動を始めました。現在、学生の個人情報の

取扱いについて、議論が行われていることを踏まえての質問とさせていただきました。 

（学びの実態調査について）学生 ID を記入する方式にされる際に、学内の法律の専門家、あるい

は大学の弁護士にご相談されたりはしましたでしょうか。 

回答 

 初年度にやったことなのですけれども、まず学内の関係する規定であるとか、ルールに抵触し

ていないかというのは法人部門にコンプライアンスをチェックを依頼しました。こういう調査の

実施を考えているのだけれども、この範囲だったら大丈夫だろうかというのは確認しました。学

内の手続き的なことがらですね。 

 もう一つはですね、2009 年の 6月から 7月にかけてだったと記憶しているのですが、本学の学

生自治会の執行部のメンバーに 2 回ぐらい集まってもらいまして、今、君たちを対象にした実態

調査をこういうのを考えているということを話しました。回答時に ID を書いてもらうと、もっ

と実質的な分析ができて教育改善につながるようになるかもしれない、だから、こういうふうな

調査をお願いしたら ID を書いてもらえるかな、ということを率直に尋ねました。そうしたら、

学生たちはしばらく考えていましたけれども、「自分たちのためになるのなら書きます」という

ふうに言ったんですね。これは本学だからなのかもしれないです。全学協議会等の長い歴史を持

ってますので、学生も大学の運営にコミットするんだという思いが強いからかもしれないですが、

私はその答えを聴いてこれはいけるというふうに手応えを得ました。 

 むしろ学生の個人情報とか、プライバシーに触れるということにアレルギーを示すのは、教員

のほうが往々にして多いです。ところがですね、学生のほうから自分たちのためになるんだった

ら書きます。しかも、いつかそれを自分たちにも返してくださいっていうふうに要望が出たんで

す。分かりました、それはお約束しますと 1回引き取って、教員を対象にした 10 月の全学提案の

ときに、学生たちの意見を紹介しました。それがすごく強かったです。学生の声なんだからとい

うことで、それ以上、強く反対する声は私は聞かなかったです。それで一気に進めたっていう経

緯があります。 
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 その、もう一つの約束事であった、いずれ調査結果のデータを学生たちに返すということです

が。これも実態調査を開発して 3 年目ぐらいだったと思います。学びの実態調査の結果を個々人

の表にしまして、学生に返すということをしました。2 時点以上で、もし 1 人の学生が同じ調査

を複数回答えていたら、変化も分かるようにレーダーチャートで示して、それをワークシート型

に整形・印刷した上で、学部を介して返すということをしました。学部のほうでは、個人面談と

か個人指導のときのツールとして使っているという経緯があります。これは全学部ではないんで

すけれども、学部、学生との綿密な面談を重視しているような学部では、そういった活用の仕方

もあります。 

 ですから、これといった秘策はないんですけれども、やっぱり一番大きいのは学生たちが了解

しているのであれば、その声を共有すること。それからもう一つは、本学の実態調査は一般的に

紙ベースで実施していますので（一部ウェブで実施）、フェースシートのところに個人情報保護

規定のことをうたってあります。これを了承してくれる人は ID を書いてくださいというふうに

なっていますので、強制ではないんですね。ですが、白紙回答はほとんどないです。だから、そ

こは強要はしてないのですけれども、ちゃんとこういうふうな枠組みの中でやってます、異論の

ある方は答えなくて結構ですというふうにやっていますので、その範囲での運用ということにな

ります。 

 

 

問８：個人的な見解で恐縮ですが、カリキュラム等、学部の教育に関することだと、教員間や学

部⇄事務局でもめることもあると思います。どうすれば上手く進められるか、悩むことが最近、

多いです。 

カリキュラム（外国語科目について）のお話がありましたが、調査結果の提供から、学部がカリ

キュラムを変更するまではスムーズにいきましたか？ 

スライド後半にあった「改善に向けてのひと手間」などを用いれば、学部教職員にも受け入れて

もらえるのでしょうか？ 

回答 

 ご紹介したスポーツ健康科学部は実は 14 学部ある学部の中でも非常にアクティブでサポーテ

ィブな学部の一つです。というのは、もともと教職員の中にリサーチ・クエスチョンの種みたい

なものがあって、学生集団との距離も近いんですね。ですから、きょうご紹介した外国語科目の

上級生の配当の充実というのは、このデータがあって初めて議論がスタートしたというよりは、

もともと学部の中に問題意識があって何とかしなきゃいけないけれども、どこを変えたらいいん

だろうかみたいな議論があったのだと思います。ですから、たまたまタイミングが合致したと言

ってしまえばそれまでなのかもしれないのですけれども、うまくいった事例の一つなのかという

ふうに思います。質問者のおっしゃる通り、こと教育課程の編成とか、再編成に関しては非常に

もめるところだと思います。私はそこは、本当に大学のコアだなというふうに観ているのですけ

れども、いたずらに新規科目を増やせないという制約条件もあると思うんですね。本学の場合も

同様でして 14 学部 20 研究科になると、開講科目数だけでも 9000 とかになるわけですね。 



質疑応答「評価担当者や IR 担当者に求められる調査設計の基礎と基本」 

38 

ですから、どれだけ教育課程をいいものに変えようと思っても、まずは科目精選するというの

が大前提になってしまって、有意義な提案がしにくくなるというのがありますね。やはり元に話

が戻ってしまうのですけれども、この大学はどういう人材を育てたいのか、この学部ではどうい

う学生を育成したいのかという本当に根本の部分を合意した上で、目標に照らした科目の重み付

けをしながら議論を丁寧に進めていかないと、いきなり教育課程の改編という本丸には入れない

のかなというふうに思います。私たちも同じ課題を抱えています。 

 

問９：認証評価、例えば大学基準協会「基準 4-4 成果」で、学修成果の測定指標にかなり悩ん

でいます。単一のものでなく様々なものを多角的に・・・、という話も聞きますが、最低限の指

標として、是非、整備しておきたいものとして、どのような指標がありますか？ 

期待した学修成果が上がっているか。これは、学生個人で見るのか、層としてみるのか。独立的

に扱うのか、相互に関係性を持たせるのか、教えてください。 

補助金の項目に「学習行動調査」をしているか、というのがあります。学習時間以外に、どのよ

うな質問が想定されるのでしょうか？ 

回答 

 これも非常に難しいところだと思います。ご質問から察するに市立大学の方なのかなと思って

います。ここから先の私のご回答は、教育開発推進機構の人間というよりも、大学評価室側の人

間としてのものになるんですが、私は今、同じ作業を学内でやっていまして、各学部の自己点検

評価報告書の作成支援にあたっています。認証評価の観点からチェックをして、こういうところ

をもう少し加筆してほしいとか、もう少しエビデンスを充足してほしいというコメントを丁寧に

返す作業を室員と共にやっているところです。いろいろな学部を横並びに見ますと、やっぱり非

常によく書けている学部というのが目にとまるのですけれども、そういうところはやはり体系性

がきれいにできていますね。ディプロマ・ポリシーで自分たちが何を達成したいのかというのが

明確で、それとうまくリンクするような形で学習成果をちゃんと挙証しているというのが、第三

者から見てもよく分かる筋立てになっています。具体的な指標の立て方は、今、川那部さんがお

っしゃったとおりだと思うんですけれども、例えば一つの学部で最終的なアウトカムを卒業論文

に設定しているということがあるとしますよね。そうすると幾つか指標は自動的に立って、まず

卒業論文を執筆し終えて提出した率はどれぐらいなのか。合格した率はどれぐらいなのか。もし

質的な指標が成り立つのであれば、学修成果の観点からみてどれぐらいの水準で合格しているの

かですね、そういうふうにちゃんとエビデンスを付けて挙証している学部もあります。当然、そ

ういう学修成果を立てるのであれば、ディプロマ・ポリシーのときにライティングを重視してい

るとか、総合的に文章にまとめる力を付けるとか、そういうふうに何らかの関連する言葉が提示

されていていないと、リンクは付けられないという話になります。 

 それからもう一つ、これも本学でいつも議論するのですけれども、学修成果をどの時点で切り

取るかですよね。卒業時のアウトプットとして一時点のものを捉えるのか、あるいはそのプロセ

スも含めて捉えるのかによって指標がかなり変わってくるんだろうと思います。川那部さんが今
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おっしゃった間接指標で学生行動調査等を使うというのは、プロセスのところを見ていくには最

適なツールだと思います。ただ卒業率等は卒業時点のアウトプットになるので、それだけだと、

ちょっとエビデンスとしては弱いかもしれないという話になるのだろうと思います。やはり、デ

ィプロマ・ポリシーとリンクした形で、学生たちが実的に何を獲得したのかというのを語るよう

なデータで挙証しないと、恐らくは第二期の終盤、それから第三期の認証評価というのを突破し

てはいけないんだろうなというふうに思いますし、本学では支援を進めているところです。この

会場にも本学関係者がおりますので、もし私の認識が違ってたら訂正してほしいと思うのですけ

れども。私自身は大学基準協会が出しているハンドブック等を読み込むと、そういうメッセージ

を受け取りますので、そのように対応しているということです。 

 

問１０：立命館大学では、他機関とのベンチマーキングは行っているのか。 

ベンチマークを行う際には、適切なピア校、指標の設定が重要だと思うが、そのあたりの研究が

なされている論文、本等があれば、教えてほしいです。 

回答 

 最初のご質問はYES、NOで答えたらNOになりますね。ベンチマークはできてないです。やりた

いとは思っていますが、やはりそれには幾つかの関門がありまして、まず大学間でデータの共有

化をしないといけない。それから、少なくとも項目をそろえなきゃいけないということがありま

すよね。やはり注意しないといけないと思うのが、高等教育セクターの中での位置付けであると

か、あるいは規模であるとか、特性が似ている同僚機関とベンチマークしないと意味がないとい

うことだと思います。 

つまり、自分たちが提供している教育課程であるとか、ディシプリンとか規模とかがよく似て

て、あそこはカウンターパートとして最適だというところとベンチマークするのは意味があると

思うんですけれども、手当たり次第、外の指標を使ってベンチマークするというのはちょっと違

うし、逆に改善方策が出てこないだろうと思いますね。比較対象が誤っていると改善になかなか

結び付けられないのかなと思います。 

それから、私が知る限りですので、不勉強かもしれませんが、ベンチマークについてはまだま

だ海外の方が研究蓄積は多いだろうと思います。というのはアメリカの場合は全国的な学生調査

というものが幾つか運用されていますし、イギリスの場合も National Student Survey という全

国調査があります。それからオーストラリアもありますね。ですから、もし海外の文献でもよろ

しければ、そういう先行調査を当たられるのがいいかと思います。日本はまだまだこれから実践

を作っていく段階だろうと思います。 

 

 

問１１： 第 3 期中期目標・中期計画期間において、本学では各計画を達成するために、具体的

な成果指標を設けることを決めたものの、現時点においても各部局からの指標の達成が芳しくな

い状況です。部局内での調整不調や優先度の低さなど理由があると思います。 

執行部からのトップダウンなどで、指標を定めるための方法や手続きを定め、指示するなどした
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方がよいのか、この件について、現在、私の勤める IR 部署への相談は部局からないが、こちらか

ら能動的に関与していったほうがよいのか。 

回答 

 難しいところだと思いますね。本学は先ほども申し上げたように教育のことに関しては、実質

的に政策や改革を推進するのはトップというよりも、むしろミドルのところなものですから、そ

れほどトップダウンというものを受けたという記憶はありません。 

 ただ、最後のスライドにもありますように、私は教育に関しては教育の遅効性というものを十

分に意識しないといけないだろうと思います。要するに効果が遅れて現れるということですよね。

認証評価では一応、卒業時点の学習成果を述べよというふうにはなっていますけれども、もしか

したらそれは学生個人からしたらまだ成長途上であって、本当に大学教育の効果が現れるのは、

もっと先かもしれないわけですよね。私たちは、そういう大学という教育機関に従事している者

として、教育が本来持つ特性というものをしっかり認識しておく必要があるということを非常に

強く思う次第です。スピードが大事、機動性が大事、という世の中ですので、執行部が焦る気持

ちも分からないでもないのですけれども、教育に関してはやはりうまくアクセルとブレーキをう

まくかけながら、実施することが本当に目の前の学生のためになるのかどうかという視点は絶対

外しては駄目だろうというふうに思います。まとまったお答えになってないと思うのですけれど

も、教育に関しては遅効性という特性があることをしっかり認識することが大事だと思います。 

 もう一つは、これは日本の高等教育の特徴の一つだと思うのですが、大学に入ってくる学生の

90％以上が 18 歳から 22 歳ぐらいまでの青年期に相当しますよね。諸外国と比べると成人学生は

圧倒的に少ないです。それが何を意味するかというと、かれらは青年期の発達課題を抱えながら

学んでいる非常に不安定な存在なんだという事実です。そのことを、教員・職員関係なくどこか

で認識する必要があるだろうと思います。機械の生産ではないですから、インプットしたらこれ

だけアウトプットするというふうにはいかないわけなのですよね。常に悩みながら、問題によっ

ては生きづらさを抱えながら頑張って成長している学生たちを、いかに支援するかということを

考えるためには、時にはトップダウンによる勢いの強い提案を押しとどめなきゃいけない場面も

あるのではないかなと私は思っています。 

 

 

問１２： 本学の IR 部門には、事務職員のみが配置されており、教育改革等の合意形成段階

で、一部教員からの強い抵抗感が表面化することもあります。もちろん、データや根拠に基づく

提案等を行うわけですが、やはり教職協働が根付いていない本学においては、IR 部門に教員を

配属することが最優先されるべきでしょうか。アドバイスをいただけますと幸いです。 

回答  

 最後に学生の話が出たのでちょっとだけ事例を紹介したいと思います。私は教育学のバックグ

ラウンドを持っていますので、本学でも一般教育系の教育概論的な大規模な授業をいくつか担当

しています。そこで、15週のうち 1週は大学教育のトレンドや学生実態調査のことを話すように

してます。そこで 300 人、400 人の学生に、いま立命館大学ではこういう実態調査をやっていて、
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こういう結果が出たらこういうふうに執行部に返して、ここがこう変わったんだという話をしま

す。そうすると学生たちはとてもビビッドな反応を返してきます。 

 授業の課題で出したわけでもないのに、その回のコミュニケーションペーパーには、自分だっ

たらこういうリサーチ・クエスチョンを立てますとか、学生なりのアイデアをどんどん書いてき

ます。本当に学生のポテンシャルはすごいなと、そういうところであらためて勉強させてもらっ

ている感じです。そうした文脈もありまして、さきほど川那部さんが、もしかしたらそこに学生

というものを組み込んでもいいのかもしれないと言われたのことには十分可能性があると思いま

す。むしろ学生の側から見えている大学教育の光景と、私たちが見ている光景というのは違うか

もしれない。実態調査は、そのギャップを修正してくれる大きなツールなのではないかというふ

うに思います。調査の結果を学生たちにフィードバックしていくことがいい循環をつくるという

ことだと思っています。 

 

浅野  

本日、思いの外、多数の質問をいただきまして、お一方一問は、なるべく回答をいただけるよ

う質問を振り分けさせていただいたのですが、時間を超過しての質疑応答になってしまいました。

その点、申し訳なく思います。 

そこで、まとめというわけではないんですが、私も個人的にお二方の論文を拝見し、、あるい

はきょうの資料に出てきましたけど、「対話」というキーワードがあることを強く再認識しました。

この点は、講義及び質疑応答を通じて、鳥居先生、あるいは川那部先生にご説明いただいたよう

に、教員との対話、あるいは現場で授業をされている先生との対話であったり、執行部との対話、

あるいは学生さんも含めていろんな対話であったりをしていくというところで、何が本質的なの

かというのを見抜きながら、そこで RQ を立てていくというのが本日のお話の重要なポイントだ

ったのではないかと、個人的に思いました。 

 駆け足となってしまい、恐縮ですが、本日、非常にお忙しい中、また貴重なお時間を割いてい

ただきました鳥居先生と川那部先生に感謝の気持ちも含めて、拍手で感謝を申し上げたいと思い

ます。 

どうもありがとうございました。 

 


