
IR初級人材育成プログラム
について

茨城大学 大学戦略・IR室 嶌田 敏⾏
九州大学 基幹教育院 小湊 卓夫

H28.2.23
平成27年度 第4回
IR実務担当者連絡会
於：⽴命館大学



はじめに
• 評価・IR担当者に求められる知識や能⼒を段階別に

まとめた表（通称ルーブリック）をもとに、IR人材育成
のための教育プログラム（２単位）およびコンテンツにつ
いて検討を⾏った。

• 実際のニーズとの整合性、プログラムや各科目が、それ
ぞれに掲げている目標を満たすものになっているのかなど
について参加者と議論したい。
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米国のIR人材育成
• IR人材は当初から専門職として議論が進められ

てきた。
• 労働市場、職能団体、倫理綱領等が整備され、

専門職化が進んではいるが、活動領域は不明
瞭

• その中にあって、テレンジーニはIR担当者に求め
られる3つの知性を提示している
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テレンジーニの３つの知性 4

専門的
／
分析的
知性

●事実に関する知識
基本的な⽤語の理解（例：フルタイム学⽣、単位数）、数量的データの計算⽅法（例：GPA、ST比）、データの構成

定義、基準日（例：アドミッション、授業登録）

●分析・⽅法論のスキル
調査計画（量／質）、サンプリング、統計、測定（信頼性や妥当性の確保等）、質的研究⽅法（インタビュー等）、

様々な調査スキル（アセスメント、将来予測、プログラム評価等）

●コンピュータに関するスキル
ビジネスソフトの使⽤スキル、データベースに関するスキル、統計ソフトの操作スキル

問題に
関する
知性

●経営にかかる主要な問題や意思決定に関する知識
学⽣管理の目標設定、教員の業務量分析、リソース配分、施設設備計画、学費設定、教職員給与、全体のプランニング、自己点

検・評価等

●大学がどう機能し、意思決定を⾏うかに関する知識
特に政治的な側面：フォーマルな政治構造だけでなく、インフォーマルな権限構造も含むもの。説得や妥協、根回しといった

役割やその重要性に関する理解

文脈に
関する
知性

●⾼等教育⼀般の⽂化に関する理解
大学の歴史や思想、大学教員や組織の文化、ガバナンス、大学をめぐる国家や国際的な環境等

●勤務大学の⽂化に関する理解
同僚の教職員の価値観や信念、自大学特有の経営、学内のキーパーソン等

Terenzini（1993）より佐藤（2015）が作成。



米国のIR人材育成
米国でもIR人材育成はOJTによる育成が基本で

はあるが、研修は数多く⾏われている。
• AIRやAIR地域支部による研修
• 外部関連団体や企業による研修
• 大学院における履修証明プログラム

→組織的に展開されている

小湊（2011） 「アメリカにおけるＩＲ人材育成プログラムと日本の課題」より
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米国のIR人材育成
• AIRにおける研修

– 年次大会（企業とのタイアップによる技術研修を含
む）

– IPEDSワークショップ
– 専門職研修（初任者向け、中上級者向け、アセス

メント研修、計画⽴案やマネジメントに必要な統計
研修）

– ウェブセミナー

小湊（2011） 「アメリカにおけるＩＲ人材育成プログラムと日本の課題」より
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米国のIR人材育成
• 米国における大学院でのサーティフィケートプログラム
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大学名（アルファベット順）
カリキュラム分野

IR入
門 IR応⽤ データ

分析
IR実
践

※ボール州⽴大学 ○ ○ ○
フロリダ州⽴大学 ○ ○ ○ ○
※ハンボルト州⽴大 ○ ○ ○

ペンシルベニア州⽴大学 ○ ○ ○

サム・ヒューストン州⽴大学 ○ ○
サンディエゴ州⽴大学 ○ ○ ○ ○
ウィスコンシン大学スタウト校 ○ ○ ○ ○

藤原宏司（2015）「米国におけるIR履修証明プログラムについての一考察」，情報誌『大学評価とIR』，第1号，19‐30．

※はエントリーレベルと銘打っているもの（○は報告者が付けた。）



フロリダ州⽴大学のIRプログラム例 8
分野 科目名 単位 必/選
IR入門 EDH 5055: Introduction to Institutional Research

週毎に読書課題が与えられ、翌週にその課題を基にした試験、もしくはBlackboard上に⽤意さ
れた専⽤掲示板で与えられた議題に各自が自分の意⾒を述べつつ、他の学⽣と意⾒交換をしな
がら議論を深めていく。ディスカッションへの貢献度が成績の大きな判定材料。この他にも、IPEDS 
Data Center を⽤いた大学間のデータ比較の実習や、学期末のレポート提出課題（12－15
ページ程度）。 3 必修

IR応用 EDH 5042: Student Success in College
Student Successは、学⽣が学業や大学⽣活を通して得た成果（単位取得、進級、卒業、
就職等）を意味する。学⽣は、この科目を通じてStudent Successに関する様々な定義
（Kuh et al., 2006）等や、その実践論を学ぶ。 3

4科目
を選択
履修
する

EDH 5068: Outcomes of Undergraduate Education
学士課程における教育効果のアセスメント（大学レベル、学部・学科レベル、科目レベル等）の
⼿法や理論について学ぶ。 3

データ分
析

EDH 5645: DatADriven Decision Making for Institutional 
Research
大学経営陣に対する、データ面からの意思決定支援について学ぶ。効果的なレポート作成法や
プレゼンテーション・メソッドなどが、この科目に含まれる。
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EDH 5646: Data Mining
データマイニングの基本的な理論とその応⽤を、DTREGという商⽤のデータ分析ソフトを⽤いて学
ぶ。 3
EDH 5647: Data Analysis for institutional Research
MS Excelと商⽤の統計解析ソフトであるIBM SPSS（以下「SPSS」という。）を⽤いて、基礎
的なデータの集計（ピボットテーブルや関数等）や分析（t検定や回帰分析等）の⼿法を学ぶ。
この科目を受講するためには、学⽣自身がSPSSを使⽤できる環境を⽤意する必要がある。 3

IR実践 EDH 5941: IR Practicum （IRプロジェクト/インターンシップ） 3 必修
藤原宏司（2015）「米国におけるIR履修証明プログラムについての一考察」，情報誌『大学評価とIR』，第1号，19‐30．



我が国のIR人材育成
• 基本はOJTだが、IR実践が少なく、少人数での

取組のため、限界がある
• ⼀部の大学院において⾼度専門職業人養成

コースを展開：その⼀要素としてIRを扱う
• 大学や⺠間団体等が⾏う単発の研修会
• 大学や⺠間団体等が⾏うシリーズものの研修会
→米国のサーティフィケートプログラムのように組織

的に展開されている例は少ない＝組織的研修
の必要性
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小湊（2011） 「アメリカにおけるＩＲ人材育成プログラムと日本の課題」より



我が国のIR人材育成
• 九州大学IR人材育成カリキュラム
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いずれも、⾼田英⼀・大石哲也・森雅⽣（2015）「九州大学におけるIR人材育成カリキュラムの
検証－２年間の取組みにおける課題と今後の⽅向－」大学マネジメント，11 ， 8 ， 43-50．より

情報支援サークルに描かれる5機能に対応して講
義演習を⾏うとしている



今回の設計のポイント
• 我が国の現状を踏まえ、後発組のメリットを活かしつつ、

これまでの蓄積を活⽤できるプログラムの設計を実施。
• 現在の中心的課題は「IRオフィスの⽴ち上げ」。そこを

支援しつつ、まず何をすればよいか、というところが分かる
人材の育成にフォーカスを置いた。
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1.IRオフィス設計時に適切な進⾔ができる
2.発⾜準備を⾏うことができる。→ 課題発⾒と

データの所在確認、ロジスティクス
3.ある程度のデータリクエスト（簡素な分析を含

む）に対応できる。



基本的な構造
• 基礎知識編と実務編、レポートの３部構造となる。
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A︓基礎知識編（0.5
単位）

B︓実務編（1単位）

内容 • IRとは何か（我が国に
おけるIRの果たすことが
期待される役割）

• IRオフィスの設計

• IR業務の４つのフェイズ
• 問の⽴て⽅（依頼を問に

翻訳する）、調査設計、
収集、分析、報告・活⽤

⽅法 講義＋個人ワーク 講義＋演習のセット
到達
目標

IRオフィス設計時に適切
な進⾔ができる

IRオフィスの発⾜準備を⾏い、
ある程度のデータリクエストに
対応できる。

C：レポート（0.5単位）→ 課題、文脈に関する知性をカバー



テレンジーニの３つの知性との対応 13

専門的
／

分析的
知性

●事実に関する知識
●分析・⽅法論のスキル
●コンピュータに関するスキル
→ ルーブリックを設定済み（A,Bで対応 PC操作については非対応）

問題に
関する
知性

●経営にかかる主要な問題や意思決定に関する知識
●大学がどう機能し、意思決定を⾏うかに関する知識
→ 大学をどの程度理解、把握しているのか。（Bとレポートで対応）

⽂脈に
関する
知性

●⾼等教育⼀般の文化に関する理解
●勤務大学の文化に関する理解
→ 学内外へのアンテナの張り⽅︖（A、B、レポートで対応）

Terenzini（1993）より佐藤（2015）が作成。→部分は報告者が追記



プログラムの概要
• 対象者は、評価・IR人材のルーブリック（主として専門

的／分析的知性に対応）で、概ね初級者の⽅。
• 講義と演習、実習で、合計２単位分。
• 講義は１コンテンツ60分（30分講義・10分質問感

想票記入・20分回答*）
*受講人数により前後する。休憩時間等で吸収できるように設定

• 演習、実習については60〜180分を想定
• このための研修会だけでなく、大学評価担当者集会や

勉強会などを選択の授業とする。
• 大学評価部分については、基本的に扱わない。
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［IRオフィスの設計］
• トップが IR を使って何をしたいのか明確である
• 学内で IR オフィスに関する認識がある程度共有できている
• （改善を図る部署を志向する場合）ディレクターに意思決定権限

のある者を充てられる
• 定期的・定型的な情報提供を⾏う「購読者（顧客）」が想定で

きる
• バランスを考えたスタッフ配置が可能（分析、課題把握、文脈の

各知性）
• 適切な兼務スタッフを学内各部署から集められる

［設計］学内にある程度ノウハウがある
［収集］データ・情報の収集ルートが確保されている。
［分析］データを情報へと変換する（整理、集計、分析） 必要最
低限のスキルがある
［報告］調査結果をスムーズに依頼者に報告するルートや⼿法が確
保されている

■あてはまる ■あては
まらない

■どちらとも
云えない

JAST IR研修会での実測値（H28.2.17）

4

4 9
9

9

9

11

11

11

11 11

6 6

10

14

15

12 10

10 13

13

5

7

7

1

2

2

2

1



IRオフィスの設計に関する課題
IRオフィスは設置
できましたか？

問いを⽴てて
ください

どの問題ですか？

A：誰をどこに配置すればよいかわ
からない

C：どのように改善を支援すればよ
いのかわからない
D：IEや内部質保証、EM 、財務、
経営などとどのように連携するか

B：DBやツールがない/何が必要か
わからない

16

できた

できなかった



A：理論・設計編
A101︓「序論︓大学とIR」（小湊・嶌田）
・近年の我が国のIRに関する動きについて講義する。
→ 米国のIRの歴史的な経緯と我が国の現在の潮流。主要定義、改⾰状況調
査などの結果を説明。
→ Between2015.4/5、JAST第1回前半（小湊）

A102︓「IR担当者に求められる能⼒」（嶌田）
・IR人材の能⼒表、プログラム全体の設計について講義する。
→ Between2015.6/7、担当者集会2015全体会

A103︓「米国におけるIRの理念的整理」（小湊・佐藤・浅野）
・情報支援サークル、３つのインテリジェンス、４つの顔など、米国におけるIRの理
論的整理について、我が国の実態に即して解説する。
→ 担当者集会2015全体会
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A：理論・設計編
A104︓「米国におけるIR実務」（小湊・佐藤・浅野・大野・嶌
田・藤原）
・米国の調査事例を整理して紹介
→ 藤原氏講演（H26.11.12, H27.8.27）、米国IR事情勉強会ほか

A105︓「意思決定とIR」（浅野）
・意思決定者とIRとの関係を解説し、学内でのIRの活動について考える。
→ 兵庫教育大学の講演資料、大学評価担当者集会2014第四分科会

A106︓「内部質保証システムの構築とIR/IE」（嶌田）
・IEの考え⽅とIRオフィスの役割
→ 藤原（2015）＋茨城大学事例
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A：理論・設計編
「我が国の⾼等教育機関に即したIR機能とオフィスの設計」（嶌
田・小湊）
講義部分（A201）：日本のIR実践事例について解説
演習部分（A251）：チェックリストを使った個人ワークとグループ討議

A301〜︓「米国におけるIR実務（特別講義）」（選択）
→ 米国のIR担当者等によるIR全般、オフィス設計に係る講演会等に附番

A401〜︓「我が国におけるIR実務（特別講義）」（選択）
→ 我が国のIR担当者等によるIR全般、オフィス設計に係る講演会等に附番

A501〜︓「自大学のIRの現状と課題（グループ演習）」（選
択）
→ IR全般、オフィス設計に係る担当者集会などのグループ討議に附番
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A：理論・設計編
必修講義 選択講義 必修実習 選択実習

概論 A101
IR人材 A102, A103
米国IR事例 A104 A301〜
日本IR事例 （A201） A401〜
意思決定とIR A105
IRとIE A106
IRオフィス設計 A201 A251 A501〜

20

必修講義：講義時間が７時間（復習３時間半）：10.5h
必修実習：2時間（復習１時間）：3h
選択の講義か実習を９時間分選択（講義・実習を１としたときに
復習を0.5実施いただく。）
例えば、他団体の講演会などにA305などのコードを附番し、聴講すれば認定



［IRオフィスの設計］
• トップが IR を使って何をしたいのか明確である
• 学内で IR オフィスに関する認識がある程度共有できている
• （改善を図る部署を志向する場合）ディレクターに意思決定権限

のある者を充てられる
• 定期的・定型的な情報提供を⾏う「購読者（顧客）」が想定で

きる
• バランスを考えたスタッフ配置が可能（分析、課題把握、文脈の

各知性）
• 適切な兼務スタッフを学内各部署から集められる

［設計］学内にある程度ノウハウがある
［収集］データ・情報の収集ルートが確保されている。
［分析］データを情報へと変換する（整理、集計、分析） 必要最
低限のスキルがある
［報告］調査結果をスムーズに依頼者に報告するルートや⼿法が確
保されている

あてはまる あてはまら
ない

どちらとも
云えない

IR室テイクオフ時のチェック項目 21



６班

目的の明確さ ノープラン

経営上の
危機感に温度差

ガバナンスの不安
定さ（研究マネ
ジメント組織の位

置付け等）

何のためにどのような
情報が欲しいというリク
エストが発⽣しない→
データが活⽤されない

IRは何のための
情報を集め分
析するのか

評価とIR
の連携

実態の把握→評
価→計画⽴案が
連動していない

評価を評価で
終わらせない

課題解決組織
（仕組み）

残念な数字・取り
組みなどの学内

公表

感覚的に感じて
いる危機（不

安）をデータによ
り根拠を示す

執⾏部との面談
の場を設定する

外部からの叱責

自分の活動を
知ってもらう（話
す）いろんな人に

将来悪化しそうな
ことを探し、予測

図を作る

悪化しているとこ
ろを探し、可視化

する

データ、叙述資料
を積極的に示して
いく（興味を持っ

てもらう）

↑
他大学（近隣、
同規模）との比

較データ

ファクトブック的な
もの（レポート）

をつくる
「大学評価とIR」

に投稿する

問題を抱えている
グループを特定し、
人数と要因を示

す

学内のグッドプラク
ティス（やっていな
い人へのプレッシャ

－）

６班 使えるIR（評価）組織を作るには

課題 危機感の共有
・現状を共有するためには
・自分たちができること

まとめ

１）現状把握
（評価・ＩＲ）→
研修 いろんな人が
絡むとよい

２）執⾏部に上⼿に
示す
・改善を促す
・次の仕事につながる

３）みんなが楽に
なるように（目的）
いてよかった
＝楽になった
＝楽しい

出したデータが
有効に使われている

持っている情報
によって違う

学内の人から？

⻑い計画 やりっぱなし

ぶっちゃけここだけの話

やりっぱなしにならないように

楽になった実感

他大学と比較し、
このままではマズイ

と思わせる

IR、URAのプレゼンス

※２

※１

大学評価担当者集会2015
実践セッション第6班
討論結果より



評価・IRの業務プロセス
（調査・評価の目的を踏まえて）

収集・分析を設計

データ収集

データ分析（情報化）

報告（意思決定・改善支援）

学
内
外
の
依
頼
者
・
指
示
者

各種評価制度、学⽣調査
⼿法、学内の状況や経緯、
政策動向などの知識が必要

所在把握、入⼿、整理

操作、解釈

報告⽅法・活⽤支援

※改善や計画、PDCAは考えない。
→ 別の概念（勉強会？）
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調査分析の設計に関する課題
問いが⽴てられまし

たか？

収集に
進んでください

どの問題ですか？

A：依頼内容がよくわからない

C：無理難題を依頼された

B：そもそも依頼が来ない

24
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できた

できなかった



能⼒等
／段階の
目安

初級 中級 上級

活動の設
計

収集/分析の目的や活
動の設計の内容を理解
できる。必要なデータとそ
の分析⼿順について理解
できる。

依頼内容から収集/分析
の目的を明確にし、具体
的な活動を概ね設計でき
る。即ち、必要なデータと
その分析⼿順についてあ
る程度設計することができ
る。

依頼内容から収集/分析の目
的を明確にし、具体的な活動
を設計できる。即ち、必要な
データとその分析⼿順について
設計することができる。適切な
状況把握のための指標の選
定ができる。

調査分析の設計に関する能⼒ 25



B：実務編
［調査設計］「問い（リサーチ・クエスチョン）の⽴て⽅と調査設計
（リサーチ・デザイン）」
講義B101︓「調査の設計に関する実践知」（嶌田？）
・クライアントのリクエストを「問い」に翻訳し、調査の設計を⾏う。
講義B102︓「学生調査の基礎と実践」（？）
・米国の学⽣調査、日本の学⽣調査の概論、授業アンケートの設計について、学
⽣⽣活実態調査について、学習成果把握のための各種調査
演習B151︓２時間〜３時間
・設計ができれば、あとはどうにでもなるので、そのための演習を新規設計する。

特別講義（選択）：B201〜
特別演習（選択）：B251〜
・調査設計に係る講演会やワークショップなどに附番。
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データ収集に関する課題
必要なデータが収集

できましたか？

分析に
進んでください

どの問題ですか？

A：入⼿⽅法が分からない

B：入⼿したが値がおかしい

C：断られた／嫌な顔をされた

A’：欲しいデータが存在しない

27

できた

できなかった



能⼒等
／段階の
目安

初級 中級 上級

収
集

所
在
把
握
と
入
⼿

誰に依頼すれば、もし
くはＤＢのどこにアクセ
スすれば必要なデータ
が得られるのか概ね把
握しており、それらを入
⼿できる。

誰に依頼すれば、もしく
はＤＢのどこにアクセス
すれば必要なデータが
得られるのか把握して
おり、それらを入⼿でき
る。

既存のデータがない場合に
新たな調査を実施したり、
定義が曖昧な場合、それら
を調整することができる。

整
理

入⼿したデータをオフィ
ス内で再利⽤可能な
形で整理して保管する
ことができる。

入⼿したデータをオフィ
ス内で再利⽤可能な
形で整理して保管する
ことができる。各データ
の定義や入⼿経緯等
もまとめておくことができ
る。

入⼿した各種データを組み
合わせた形で、他部署も使
いやすい形でデータを整理
することができる。データマネ
ジメント組織としての活動を
推進できる。

収集に関する能⼒ 28



困って
もらう

そもそも
データニーズ
があるの？

似たようなこ
とを何度も

訊くな

業務の簡素化
があまり期待さ

れない

担当者しか
困っていない。

コスト ＞
利益

データベース
の課題

・入⼒率悪い
・データの正確さ

データを入
⼒するメリッ
トがない

現実的
解決法

データを何と
か再利⽤す

る

作業簡略化
の姿勢で協
⼒を得る

理想的
解決法

データで現状を
把握し、危機感

を持たせる どうやって？

困っているこ
とを認識して

もらう
外部資⾦の
圧⼒で動い
ているが。

データが
分散

☆

課
題
：
デ
ー
タ
や
指
標
を
使
い
た
い
が
、

み
ん
な
が
協
⼒
し
て
く
れ
な
い
。

大学評価担当者集会2014
第⼀分科会 第4班
討論結果より 29



B：理論・設計編
［収集］「データの収集と再利⽤可能な整理と蓄積」
講義 B301︓「データ収集に関する実践知」（嶌田）
・概論スライド＋ガイドライン＋演習結果
講義 B302︓「データカタログとデータベース」（大野）
・データカタログとデータベースの考え⽅
演習 B351︓「各現場のデータの収集の課題整理と解決に向けて」
・データ収集の課題について自大学の課題について演習
フルバージョン：作業60分＋ポスター報告30分＋上位報告・まとめ20分？

特別講義（選択）：B401〜
特別演習（選択）：B451〜
・収集に係る講演会やワークショップなどに附番。
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データ分析に関する課題
必要なデータが分析

できましたか？

レポーティングに
進んでください

どのような課題が
ありますか？

A：何を分析したらよいかわからない

C：分析結果がウケなかった

B：分析⽅法が分からない

31

できた

できなかった



能⼒等
／段階の目安 初級 中級 上級

分
析

文章と
りまと
め

叙述資料をとりまと
めて、整理すること
ができる。

叙述資料の内容を精
査し、校正することがで
きる。

叙述資料について、目的に
応じて適切な量の文章にま
とめることができる。

数量
データ
解析

数量的なデータを集
計したり、グラフを作
成することができる。

複数の数量的データを
組み合わせて傾向や特
徴を掴むなどの操作が
できる。その上で、必要
な表やグラフを作成する
ことができる。

基礎的な統計学の知識を
有し、データの持つ意味に
ついて客観的な考察ができ
る。

解釈
傾向や現状を概ね
説明することができ
る。

複数のデータから自大
学の置かれた状況を概
ね解釈することが出来
る。

複数のデータから自大学の
置かれた状況を解釈し、依
頼者に分かりやすいストー
リーを構成することができる。

分析に関する能⼒ 32



B：理論・設計編
［分析］「データの情報への変換とプロセスの理解」
講義 B501「分析に関する実践知１」（嶌田）
・概論スライド＋ガイドライン＋演習結果
講義 B502「数値データの取り扱いの基礎と基本」（大野・藤原）
・基本的な統計
講義 B503「分析に関する実践知２」（嶌田）
・大学評価とIRからトピックを紹介
講義 B504「数値目標・指標の設定と運用」（大野・嶌田）
・指標の考え⽅と実践事例
講義 B505「プロセス情報の読解法」（嶌田）
・大学を取り巻く各種評価と評価関係書類の読み⽅
・聞き込みなどのポイント
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B：理論・設計編
［分析］「データの情報への変換とプロセスの理解」
講義B521「学校基本調査・大学ポートレートの活用」（選択）
講義B522「科研費データを用いた研究⼒分析の基本」（選択）
講義B523「グローバル化に資する指標と意味」（選択）
講義B524「学生の成績と就職先との関係」（選択）
演習B551「各現場のデータ分析の課題整理と解決に向けて」
・データ収集の課題について自大学の課題について演習
演習B571「科研費データを用いた研究⼒分析の基本」（選択）
演習B572「指標設定とモニタリング」（選択）
※選択科目は例示
特別講義（選択）：B601〜 特別演習（選択）：B651〜
・調査設計に係る講演会やワークショップなどに附番。（専⽤コンテンツは500番台）
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報告（改善支援）に関する課題
報告（改善支援）

ができましたか？

意思決定や改
善を進めてもらっ

てください

どの問題ですか？

A：上⼿に報告できなかった

C：改善の実施を依頼された

D：改善が進まない

B：提案を求められた

35

できた

できなかった



能⼒等
／段階の
目安

初級 中級 上級

活用支援
（レポー
ティン
グ）

指示を受けた表やグラフ
や報告書を提供できる。

依頼者の期待に応えた報
告書の作成や、口頭報
告を⾏うことができる。指
示を受けた表やグラフや報
告書を提供できる。

依頼者の期待に加え、政策的
な流れ、学内での経緯などを
踏まえた報告書の作成や、口
頭報告を⾏うことができる。継
続的改善を⾒越した示唆をさ
りげなく盛り込むことができる。

報告（改善支援）に関する能⼒ 36



B：理論・設計編
［報告］「調査結果の報告と改善支援」
講義B701「報告・改善支援に関する実践知」（嶌田）
・概論スライド＋ガイドライン＋演習結果
講義B702「効果的なレポ-ティング・プレゼンテーション」

演習B751「各現場での報告と改善支援の課題整理と解決に向
けて」

特別講義（選択）：B801〜
特別演習（選択）：B851〜
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B：理論・設計編
［総合］「総合演習」（選択）
演習B951「各現場でのIR業務の課題整理と解決に向けて」
・総合演習（大学評価担当者集会・実践編）
特別講義（選択）：B921〜
特別演習（選択）：B971〜

○ IR中級者、上級者は、大学評価コンソーシアム（大学評価担
当者集会、実務担当者連絡会、勉強会）やMJIR、⾼等教育学
会、大学教育学会などが提供している議論等に参加することで能⼒
の涵養を進めてもらう。
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A：理論・設計編
必修講義 選択講義 必修実習 選択実習

調査設計 B101, B102 B201〜 B151(2h) B251〜
収集 B301, B302 B401〜 B351(2h) B451〜
分析 B501, B502,

B503, B504,
B505

B521〜
B601〜

B551(2h) B571〜
B651〜

報告（活⽤） B701, B702 B801〜 B751(2h) B851〜
総合 B921〜 B951(6h) B971〜

39

必修講義：講義時間が11時間（復習5時間半）：16.5h
必修実習：14時間（復習7時間）：21h
選択の講義か実習を7.5時間分選択（講義・実習を１としたときに
復習を0.5実施いただく。）
例えば、他団体の講演会などにB205などのコードを附番し、聴講すれば認定



C：レポート（0.5単位）
• 自大学の課題についてレポートを作成する。（４〜10ページ）
• IR業務の基本を⽤いて、課題を整理し、執⾏部に報告するレ

ポートを作成する。
• データの所在把握、データの情報への変換（整理、簡素な分

析）と報告。
• 大学の課題を調べることは、課題発⾒の知性の涵養につながる。

あるべき姿と現在の状況の把握。
• 文脈の知性については、文科省の政策と自大学の関係を調べた

り、学内の聞き込みなどから涵養。
• 報告会を⾏い、プレゼンテーションを実施。
• どうしても日程が合わない場合にIR実務担当者連絡会等で報告

いただく？
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想定される研修実施
第1回：IRの基礎とIRオフィスの設計 1.5日
第2回：調査設計 １日
第3回：データ収集の⽅法と課題 半日
第4回：データ分析・情報への変換 １日〜1.5日
第5回：報告と情報の活⽤ 半日
大学評価担当者集会 1.5日
レポート報告会 １日

1.5日 1日目13時〜２日目16時くらいを想定
１日 10時から17時を想定
半日 13時から17時を想定
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履修者の取り扱い
• 所定の授業を履修した者には、履修証明書を発⾏。
• 規則化は、次回総会に実施。
• 履修管理システムの導入を検討したい。
• 大幅に内容を入れ替えた場合には、読み替えを⾏う。新規要素

は改めて履修いただく、旧要素ではみ出た部分は選択へ。（予
告は半年前までに実施。）

• プログラムのバージョンが変わる。（例：IR初級人材育成プログラ
ム2016）

• 異なるバージョンの履修証明書は出せるが、⼀⽅で、現⾏のバー
ジョンのものしか出せない。

• 履修証明書取得後も同⼀内容の授業以外は履修を継続するこ
とができる。
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