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演習１ ファクトブック・データ集の作成 

 

山形大学 学術研究院 

浅 野  茂 

 

時間の関係もございますので、早速、演習１に入りたいと思います。実際に演習していただく

中で、分からないことがあれば、適宜補足いたしますので、遠慮なく、お申し付けいただきたく

存じます。本日の演習 1 に関しましては、事前に大学評価コンソーシアムのホームページでもお

示ししておりますが、こちらのほ

うにもございますように、ある架

空の状況から作成しております。

背景として、評価大学では学内に

さまざまなデータが散在しており、

各種委員会の根拠資料、調査報告

書におけるエビデンス、計画の進

捗管理における数値目標や指標等、

徐々にではあるが、学内の各種業

務においてデータが活用されつつ

ある。しかしながら、大学全体と

してまとめた公式データ集のよう

なものはなく、各部署から都度、提出されるデータも毎回数値が違う状態が生じている。データ

はある程度使えるようにはなってきたけれども、組織として統一的にこうだということが示せる

ものがないという状況です。 

こういった環境の下にある大学だということを頭の片隅に置いていただきながら、今回の課題

を考えていただければと思います。課題は、ある日突然学長から「次年度、本学の新たな将来構

想を発表したい」と言われ、「その検討をするために、学内に散在しているデータを使って、本学

の課題や特徴を示すもの（いわゆるファクトブック・データ集）を作ってくれ」という指示が、

突然、担当者であるあなたに課されたというものです。 

したがいまして、本日の演習 1 では、担当者である皆さまが、どのようにしてこの学長からの

要望に応えていくかということを考えていただきたいと思います。よろしいでしょうか。この演

習課題について、質問、疑問等ございますでしょうか。 

 

質問者： 前提の確認なんですけれども、どこまでっていうことは明確な意思がないから、いわ

ゆる現状のデータが欲しいんですってシチュエーション、それとも、ここまでっていうか、

明らかに、こういうことが欲しいんだというものがあるかによって、ファクトブックの作

５. 演習１と進め方（1/3）
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背景：
評価大学では、学内に様々データが存在しており、各種委員会

の根拠資料、評価報告書におけるエビデンス、計画の進捗管理に
おける数値目標や指標等、徐々にではあるが学内の各種業務に
おいてデータが活用されつつある。

しかしながら、大学全体としてまとめた「公式データ集」のようなも
のはなく、各部署からその都度提出されるデータは毎回数値が異
なっている場合もあることが多い。

課題：
学長から「次年度、本学の新たな将来構想を発表したい。その検

討をするため、学内 に散在しているデータを使って、本学の課題

や特徴を示すもの（ファクトブック・データ集）を作ってくれ」という指
示がありました。

さて、それを作成する担当者となったあなたはどうしますか？



全体会「評価と IR の結節点としてのファクトブック・データ集の効用を考える」 

25 

り方がかなり違うと思いますし、先ほどご質問あったように、どの部署が誰に向けて作る

かによっても違うんで、ちょっとそこを絞らないと、考え方が発散するように思うんです

が、いかがでしょうか。 

浅野：できれば、トップマネジメントが明確な意志を持っていると限定したいのですが、実際の

ところ、そういう大学はまれだと思います。そのため、発散するのはやむなしとして、ト

ップマネジメントが無茶振りをしてきたという前提で進めていただければと思います。 

 

質問者：現状の課題を何とか浮き彫りにして、トップマネジメントが気付くようなファクトブッ

クを作るっていう設定で、よろしいでしょうか。 

浅野：はい。その設定でお願いできればと思います。皆さま、よろしいでしょうか。個人的には、

リアリティーはあると思いますので、この設定でいきたいと思います。ご質問、ありがと

うございました。 

では、演習１で何をするのか、

何を用いるのかについて説明いた

します。まず、ワーク 1 として、

「現在、手元にどのようなデータ

がありますか」という質問に対し

て答えていただきます。最初のス

テップ 1 としては、事前に配布さ

せていただきましたスライド左側

のような作業シート 1（A4 縦長の

様式）を用いて、先ほどの質問に

対して、集計データと生データと

いうふうに分けて書いていただけ

ればと思います。もちろん、分かる範囲で結構です。補足ですが、集計データとは、学生数は何

人といった合計値なのか、生データとは、教務システムから抜き出してきた未集計のデータとい

った区分を置いております。次に、ステップ 2 といたしましては、作業様式 1 に記入いただいた

ものの中から、いくつかを付せん紙に記入いただきます。先ほど挙手いただきました、評価系の

方はお手元にピンク色の付箋紙があると思いますので、ピンク色の付せん紙に 3 から 4 枚ご記入

いただければと思います。そして IR とか URA とか、評価以外の方は、お手元にある水色の付せ

ん紙に同様に 3 から 4 枚、記入いただきます。なお、記入に当たっては、事前にラッションペン

を付箋紙同様、配置しておりますので、それを使ってご記入ください。 

では、まずステップ１として、作業シート 1 の記入と、その中から付箋紙に転記いただく作業

のための時間を 10 分とります。作業に当たって、手元にデータがない、あるいは、ちょっとイ

メージできないということであれば、自分だったらこういうものを集める、という視点から書い

ていただいて結構です。なお、記載いただいた付箋紙は、前方にありますパネルに貼りだすため、

回収させていただきます。では、作業を進めてください。 

５. 演習１と進め方（2/3）
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Q1 現在、手元にどのようなデータがありますか？

評価系

IR/URA系

※付箋紙は回収します。次のグループワークに備え
て、各自、付箋紙にご記入いただいた内容を様式
１にマーク（下線引きなど）しておいてください。

ステップ１ 様式１に記入 ステップ２ 付箋紙に記入

演習１作業シート１

Q1 現在、手元にどのようなデータがありますか？

集計データ（帳票、集計表など）

生データ（データベースから抽出した未計データなど）

作業シート１
を参照しなが
ら、３～４項
目を選定し、
それぞれ付
箋紙に記入



大学評価・IR 担当者集会 2017 全体会  (2017/08/24) 【演習１作業シート１】 

Q1 現在、手元にどのようなデータがありますか︖ 

  ※手元にあるデータが分からなければ、思いついたものを記入してください。 

集計データ（帳票、集計表など） 

生データ（データベースから抽出した未集計データなど） 
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※演習１作業１の 10 分経過。各自、記入いただいた付箋紙を前方のボードに貼りだし、評価系

及び IR/URA 系に分けて、相違点を確認。 

（評価系１） 
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（評価系２） 
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（URA/IR 系１） 
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（URA/IR 系２） 
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（URA/IR 系３） 
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 では、引き続き、演習１の作業

２に移らせていただきます。前面

に貼りだした付箋紙を記載いただ

く際に活用いただいた作業シート

１の記載内容に加え、こちらに貼

りだされた項目などを参照しなが

ら、ファクトブック・データ集の

構成と目次を考えていただきたい

ともいます。作業に際しては、事

前配布資料としてお配りしており

ます作業シート２を準備願えます

でしょうか。作業は、こちらにあ

りますように、大分類と小分類に分けて、例えば教育であれば、学生や志願者数、研究であれば

論文数や科研費、国際であれば留学生数や交流協定数などが考えられます。この構成については、

皆さまが実際に収集できるデータに依存いたしますので、先ほどの作業内容を参照いただきなが

ら、お考えいただけますでしょうか。それでは、これから作業時間として 10 分とりますので、

作業シート２に記入いただけますでしょうか。 

 

※演習１作業２の 10 分経過。各自、記入いただいた作業シート２を基に、席の前後 4 人でグル

ープワークを行い、作業シート２を完成。 

 

  

５. 演習１と進め方（3/3）
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Q２ 学長の指示に応えるため、ファクトブック・データ
集をどのような構成にしますか？

演習１作業シート２

Q２ 学長の指示に応えるため、ファクトブック・データ集をどのような構成にしますか？

大分類 小分類（項目・指標名など）

例えば、
・教育
・研究
・国際
・社会貢献
・大学経営(財務)
など

例えば、
・教育： 学生数、志願者数・・
・研究： 論文数、科研費・・
・国際： 留学生数、交流協定・・
・社会貢献： 公開講座、委員・・
・大学経営： 資産・負債、寄附金・・
など
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Q２ 学長の指示に応えるため、ファクトブック・データ集をどのような構成にしますか︖  

 大分類 小分類（項目・指標名など） 
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浅野：はい。では、グループワークをここで終了させていただきます。その成果を評価系及び

IR/URA 系の方から、それぞれご発表いただきたいと思います。立候補者を募っても、な

かなか挙手いただけませんので、これから大学評価コンソーシアムのスタッフがマイクを

お持ちいたしますので、マイクが向けられた方に発表を 2 分程度でお願いいたします。 

評価系発表者１：まず、教育ということで、入学したところ、それから在学中、そしてその後、

という三つの区分で考えました。入学においては、志願者数、受験者数、それらは高校別

であったり、男女比であったり、それから地域別であったり、そういった種類が良いと思

いました。次に、在学中ですけれども、そこではまず成績のデータ、GPA、学生の実態調

査などが考えられます。追加でとれるデータとして、親の収入であったり、アルバイトし

てる時間であったり、そういうデータを学内で保有しているため、それを盛り込みたいと

思いました。そして、最後の区分として、卒業後の就職、進学情報などを盛り込み、これ

ら 3 点の関連が見えるような項目があると良いと思いました。次に研究ですが、教員数で

あったり、先ほどから出ておりましたけども論文等の研究の活動量であったりですね。そ

れから勤務年数、受賞、そういうことが必要なのかなと考えました。 

 

浅野 限られた時間内で、教育と研究を中心にお話をされたという感じですね。どうもありがと

うございました。では、続きまして IR/URA 系の方の班ということで、これからマイクを

お持ちいたしますので、発表をお願いいたします。 

IR/URA 系発表者１： 私どもの班では、入試から教育、研究、人事等という項目が挙がりまし

た。入試のほうでは、例えば出身地域とか、高校ランク、高校の評定平均、性別などが候

補として挙がりました。また、他大学との比較というところで、合格率、入学率、志願倍

率を表やグラフにしていくという方法を考えました。その他、教育については、在学中で

あれば先ほどの入学に関連した情報別の成績分布であったり、条件付きですが、例えば留

学をしたか否かでどのように異なるかを成績分布で示したり、フィールドワークやインタ

ーンシップなどの参加と成績の関係などを示すデータなどが出ました。就職に関しても、

大学の就職支援の状況や過去の就職状況などを、単純にデータとしてだけじゃなくて、何

かしら大学の活動と関連させた形で出していくことが良いということになりました。研究

については、論文数、受賞や表彰、著名な雑誌に掲載された論文名と概要の一覧表を出し

ていくというのがありました。その他、社会連携では公開講座や共同研究など、人事につ

いては、年齢別、給料、業績といったものもあっても良いということでした。なお、先ほ

どの成績については、通常の GPA に加えて、fGPA を使っていくことが推奨されているよ

うですので、それを収集すると良いのではないかという話で終わりました。以上です。 

 

浅野 ありがとうございます。どうでしょう、これまでの発表を聞いていただいて、皆さま何か

明確な違いを感じていただけましたでしょうか。IR/URA 系の方は、評価系の方よりも、

やや細かく整理をされたというようなイメージでしょうか。例えば、属性を挙げたり、単

なる成績だけじゃなくて、成績に影響したと考えられる要因であったりを属性別に分析し
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ていくということを述べられていたと思います。あとはここら辺ですかね。社会連携につ

いては、あまり挙がっていませんが、実際にご存知の方がいらっしゃいましたら、ご発言

いただけると、ありがたいのですが、いかがでしょうか。あちらで挙手いただいた方、お

願いいたします。 

発言者１： 大学独自の公開授業であったり、高校生や中学生を対象にした体験プログラムであ

ったりとか、社会人のみならず子どもを対象にしたものも事例とては挙げられると思いま

す。 

浅野 ありがとうございます。出前講義や開放授業も考えられますね。他にいかがでしょうか。

ここに挙がっているような項目で、評価系、IR 系にかかわらず、うちの大学だったら取り

入れると良いというものや特徴的なものがありましたら、ぜひご紹介いただきたく思いま

す。ありがとうございます。挙手いただいた方のところにマイクをお持ちいたしますので、

少しお待ちください。 

発言者２： 我々のグループでは社会貢献の項目として、地域との連携事業を実施するとか、大

学の施設の利用者数や件数、図書館を開放していれば来場者数とか、そういう項目が出て

いました。 

浅野 ありがとうございます。その他、皆さまいかがでしょうか。 

発言者３： 国際のところですと、協定校数に加えて、MOU などがあっても良いかもしれませ

ん。 

浅野 ご発言いただいた方がご所属の共同利用機関法人であれば、そうかもしれませんね。大学

とは、やや異なるところもあるかもしれませんが、研究を重視したり、国際を重視したり

する機関であれば MOU の締結数とかもあると良いかもしれませんね。他、いかがでしょ

うか。挙手いただきました方、マイクをお持ちいたしますので発言をお願いいたします。 

発言者４： 国際の項目であれば、留学生数、それと留学生がどういう大学や国から来ているか

を表やグラフで表すと良いのではないでしょうか。あと社会貢献であれば、教育学部に限

定されるかもしれませんけど、地域の小中学校への教員採用状況、教育実習生の受入状況、

その他の項目として大学の先生方が自治体や県、市町村の委員会の委員や委員長を務めて

いるか、どういう委員会に参画しているかといったことや、審議会の委員長をされていれ

ば、実際そこで出された提言、都市計画みたいなものとかも、アピールになるかと思いま

す。人事であれば、外国人研究者がどのぐらいいるか、女性研究者、女性職員、管理職が

どのぐらいいるか、流動性の観点からクロスアポイントや年俸制などの推進状況は執行部

の方々が興味あるように思えます。あと、我々のグループでは国際の項目の位置づけにつ

いて、これは執行部がどう考えるかによってですけど、国際を独立して立てるほうが良い

か、研究の下に置くのかが変わってくるという話になりました。国際共同論文数、留学制

度の関係、協定の関係を国際で 1 本立てるっていう方向もありますし、そうではなくて、

教育、研究、組織運営ところで項目立てしていくという方向もあろうかと思いました。以

上です。 

浅野 ありがとうございます。まさに、ご発言いただいたところの国際の位置付けですが、この
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取り扱いは結構、難しいですね。社会連携もそうですね。場合によっては研究と教育、双

方に関わってきます。例えば、企業との共同研究だと、どっちに入れるんだっていう話に

なると思うんですけど、それは多分大学が何を重視しているのかということと、執行部が

何をアピールしたいのか、あるいは何を読み取ってもらいたいと考えているのかによって

変わってくるのだと思います。まだ、皆さまからいろいろとご発言いただきたいところで

すが、ある程度、評価系と IR/URA 系で特徴、類似点、相違点なども出てきましたので、

演習 1 はこの辺りで終わりにして、次のセッションに移らせていただきます。皆さま、こ

こまでお疲れ様でした。ひとまず、休憩を挟んで、次のセッションを始めたいと思います。 
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