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事  務  連  絡 

平成 30 年 7 月 24 日 

 

大学評価・IR 担当者集会 2018 

評価・IR の実践・課題共有セッション参加者各位 

 

実践セッション担当幹事      

（鳥取大学 学長室）   

 大 野 賢 一   

 

評価・IR の実践・課題共有セッションでの議論に係る課題の事前提出について（依頼） 

 

 

大学評価・IR 担当者集会 2018 の「評価・IR の実践・課題共有セッション」（実践セッション）

において、参加者の皆さまが評価業務・IR 業務に携わる中で認識している業務上の課題、所属機

関における課題等を事前に収集し、班分けの資料やグループ討議に活用させていただきます。 

班分けについては、可能な限り共通のテーマで議論していただけるよう、皆さまに事前に提出

していただいた情報を基に、内容が近い方を同一グループに割り当てる予定です。そこで、「１．

事前課題の提出」及び「別紙１」を参照いただき、課題等の入力をお願いします。 

なお、提出後のスケジュール等を含め当日までの日程については、以下に示す「２．スタッフ

による準備会」～「５．セッション当日」をご確認願います。 

 

１．事前課題の提出【入力締切：平成 30年８月２日（木）18時まで】 

・ 以下に示す大学評価コンソーシアムの web サイトから、「キーワード」、「希望する班」、「ファ

シリテーター班」及び「事前課題」を提出（入力）してください（操作手順の詳細は、別紙

１参照）。 

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

・ キーワード欄には、下記の表「評価・IR 担当者の能力要素」からキーワードを選んでご記入

ください（複数選択可）。なお、キーワードの階層は特に問いません。 

※キーワードで使用する「評価・IR担当者の能力要素」については、現在 IR担当者向けの調

査を実施中ではありますが、改訂前のもので行います。 

※（例）「１－１評価設計」を選んでも、まとめて「１活動の設計」を選んでもかまいません。 

・ 自由記述欄には、皆さまご自身や所属機関の課題等を自由にご記入ください。分量は 500 字

程度とします（書き方例は、別紙２参照）。 

※ここで記入いただく事前課題は、運営事務局から参加者の皆さまにまとめて配布すること

はありませんが、学外秘となる機密情報や事例等については、記入いただかないようにご注

意ください。 

・ 班への割り当て（評価系／IR 系／いずれでもよい、ファシリテーター配置の有無）にご希望

がある場合は、自由記述欄にご記入ください。 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=member
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※ファシリテーターとは「議論の引き出し役」であり、今年度は原則として配置せずに参加

者の中から選出していただきます（なるべく参加者間で自主的な議論を行ってもらうため）。 

※評価や IR の経験が短い方、経験豊富な方に議論を誘導して欲しい方等につきましては、フ

ァシリテーターを配置した班を準備しますので、「１）希望する」を選択してください。 

※これらのご記入がない場合、ご自身の意図しない班に割り当てられる可能性がありますの

でご注意ください。 

・ 加えて、会員登録時に入力いただいている「評価・IR との関わり（プロフィール）」*の記述

及び７月 23 日付けで依頼した「IR 担当者実態調査の結果」（要素別素養表：ルーブリック）

も班分けの参考にします。 

※ログイン後の画面の「プロファイル変更」（氏名リストの下側）から加筆・修正できます。 

 

表 評価・IR 担当者の能力要素 

キーワード 中級者に求められる能力 

１ 

活動の

設計 

１－１ 

評価設計 

評価（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。 

１－２ 

IR設計 

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。 

２ 

収集 

２－１ 

データの所在把

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

のか把握しており、それらを入手できる。 

２－２ 

データ整理 

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。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。 

３ 

分析 

３－１ 

文章とりまとめ 
叙述資料の内容を精査し、校正することができる。 

３－２ 

数量データ解析 

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。 

３－３ 

解釈 
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できる。 

４ 

活用支援（レポーティング） 
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。 

※現在 IR 担当者向けの調査を実施中ではありますが、改訂前のものを示します。 

 

２．スタッフによる準備会【平成 30年８月６日（月）】 

・ 入力していただいた情報を基に、班分けを行います。 

 

３．資料のオンライン配布【平成 30年８月 16日（木）（予定）】 

・ 「実施概要」、「班分けリスト」及び「グループ討議進行マニュアル」を配布しますのでご確

認ください。なお、キーワードについては、集計の上、セッション当日にご報告します。 

※皆さまに入力いただいた事前課題については、オンライン配布いたしません。 
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４．持参いただく資料のご準備【～平成 30年８月 21日（火）】 

・ セッション当日に話し合いたい（本番用の）課題を作成してください（班のメンバーに配布

可能な範囲で結構です）。分量は、A4 用紙１枚以内でお願いします。 

※事前課題の提出時に詳しく入力された方は、同一の文面でもかまいません。 

※セッション当日は、班の人数分印刷してご持参ください。 

・ 補助資料（グラフや数表、組織図等）については、適宜お持ち込みいただけます。必要に応

じてご準備ください（班のメンバー全員に配付していただいても、当日の机上資料として回

収していだいてもかまいません）。 

 

５．セッション当日【平成 30年８月 23日（木）】 

・ 当日スケジュール（予定）は、以下のようになります。 

 

09:30－09:40 趣旨説明 

09:45－11:45 グループ討議（午前） 

（昼食） 

13:00－15:00 グループ討議（午後） 

15:00－15:40 討議結果とりまとめ 

 （休憩） 

16:00－17:30 情報共有セッション 

17:35－17:40 まとめ 

 

・ グループ討議の際には、印刷してきたご自身の課題等を、班のメンバーに配布してください。 

・ 「数字で見る○○大学」、「○○大学概要」等の大学を紹介するパンフレット類については、

補助資料に含めませんので、適宜お持ち込みいただき、班の方との交流にご活用ください。 

・ 今年度はポスター作成を行いません。情報共有セッションでは、取りまとめた討議結果が記

入された班ごとのホワイトボードを用いて、参加者同士で議論・共有していただきます。 
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別紙１ 

大学評価コンソーシアム Webサイトにおける事前課題の提出方法 

 

[1]. 以下に示す大学評価コンソーシアムの Web サイトにアクセスし、会員専用画面において「メール

アドレス」と「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

 

 

[2]. ログイン後の画面において、「評価・IR の実践・課題共有セッション」を選択された方は、以下に

示すように「追記」ボタンが表示されていますので、このボタンをクリックします。 
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[3]. 以下の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。 

 

 

[4]. 以下の事前課題の提出画面が表示されますので、「キーワード」（複数選択可：下記青枠を参照）、「希

望する班」（評価系／IR 系／いずれでもよい）、「ファシリテーター班」（希望する／希望しない）

及び「事前課題」（500 字程度）を入力してください。今回入力いただいた内容や「評価との関わ

り（プロフィール）」を基に、班分けを行います。 

※これらのご記入がない場合、ご自身の意図しない班に割り当てられる可能性がありますのでご注

意ください。 

 

 

入力が終わりましたら、画面下側にある「課題登録」ボタンをクリックしてください。 



6 

[5]. 以下の画面が表示されますので、登録内容がよろしければ、「OK」をクリックします。 

 

 

 

[6]. ログイン後の画面において、「プロファイル変更」ボタンをクリックし、「評価・IR との関わり」

欄の入力・変更もあわせてお願いします。 
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別紙２ 

 

事前課題の書き方例 

 

 

■課題概要文例１ 

＜キーワード＞ 

２－２：データ整理、３－３：解釈 

＜自由記述＞ 

【希望する班】１）評価系 

【ファシリテーター班】１）希望する 

【事前課題】 

・ 第３期中期目標・中期計画を策定する際に、数値目標や具体的な取組内容を記載したが、根拠となる

データや資料の収集体制、計画の進捗管理方法等については、学内において明確になっていない。 

・ 本学では、中期目標・中期計画の進捗管理システム、各種データを蓄積する統合データベース等は整

備していない。そのため、中期計画や年度計画の進捗管理については、年２回の部局とのヒアリング

により実施し、データや資料等については Excel ファイル等により収集・蓄積している。 

・ 資料やデータについて、計画の担当部署において収集・蓄積する方向で議論を行っていたが、事務局

で一元的に管理してはどうかとの意見も出てきており、効率的な収集・蓄積方法等を検討している。 

・ 計画の進捗管理について、設定した指標等に基づいて行う予定であるが、指標のみで進捗判定を行っ

て良いのか、指標と取組実績を踏まえて総合的に進捗判定を行った方が良いのか、判定に関するルー

ル化を考えている。 

・ 上記で掲げた数値目標に対して、事前に設定した指標では上手く計画の進捗管理が行えないことが判

明した場合、指標自体を変更しても良いのか、元の指標とは別の指標を立てて複数の指標により進捗

管理をしても良いのか、それともそのまま使い続けるのか、悩んでいるところである。 

※計画策定や指標設定の課題が、評価業務に及ぼす内容でも問題ありません。 

 

 

■課題概要文例２ 

＜キーワード＞ 

４：活用支援（レポーティング） 

＜自由記述＞ 

【希望する班】３）いずれでもよい 

【ファシリテーター班】２）希望しない 

【事前課題】 

・ 教育研究面では、調査統計業務を通じて、機関統計情報の学内外への日常的・定期的な提供を行って

いる。学生の入学・在籍・卒業状況等の教務事務情報は、事務情報システム等から抽出され、学生支

援・指導等に利用されている。さらに全学的な教育改善を推進する教育開発推進機構には、担当する

専任の教職員を配置し、2009 年度より同機構がすべての学部を対象にして学生の学修状況を把握する

調査を実施している。加えて、研究者学術情報データベースでの教員の教育研究活動・業績の集約・

公開や、科学研究費等の指標・数値の向上に向けた実態把握・分析を行っている。 

・ 組織運営面では、中期計画や毎年度の事業計画・報告、自己点検・評価において経営や教育研究等の

情報を収集して計画・点検を進めると同時に、各媒体を通じて社会に情報を公開している。 

・ 以上のような取組を継続的に進めているが、大学全体として見た場合、情報群・諸情報が統合的かつ

効果的に収集され、意思決定に資するようには活用されていない。 

※箇条書きで無くても大丈夫です。  
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■課題概要文例３ 

＜キーワード＞ 

１－１：評価設計、３－１：文章とりまとめ 

＜自由記述＞ 

【希望する班】１）評価系 

【ファシリテーター班】２）希望しない 

【事前課題】 

「認証評価への教員の関わりについて（自己評価書を執筆する人のことではなく）」 

 

（課題） 

認証評価をうける意義や、認証評価の観点を通して現状ではまずい箇所があるということを教員に気付

いてもらいたいと考えているが、どこまで（範囲・深度）求めるべきか。大学執行部、大学評価担当委員

会、部局長、一般教員でそれぞれどのようにちがいがあるか。教育・研究等ですでに忙しい教員に、自大

学の認証評価のことを全員が熟知するよう求めるのも酷であるとは承知している。しかし知っておきたい

エッセンスはあるはずである。どんなものだろうか。 

また、学内の評価担当教員を持ち回りで担当してもらう現状があるが、どのような人を担当に指名する

のがうまくいくのだろうか。担当に着任した際に何をどこまで知っていてほしいと求めるべきか。 

 

（きっかけ） 

認証評価受審の際に、シラバスや、厳格な成績評価について全教員にアナウンスしたが、受け止め方、

緊迫感に教員ごとの温度差が大きいように思った。 

研究科長が出席する委員会で大学評価対応について審議することになっているが、研究科長交代による

新委員が、委員会で何の話をしているのかよくわからなくて戸惑っているらしい。何らかのサポートが必

要なのではないかと考えた。 

 

（当日議論したいこと） 

上記で認証評価と書いたが、大学評価全般について、教員への負担感を増さずに、大学評価業務につい

て知ってもらうための工夫はなにかあるか？ 

大学評価にも時事ネタのような部分があるが、最新情報をキャッチアップし、教員にシェアするための

工夫はなにかあるか？ 

※本番を見越して、しっかり書いていただいても、もちろん結構です。 

 

 

■課題概要文例４ 

＜キーワード＞ 

２－２：データ整理、３－２：数量データ解析 

＜自由記述＞ 

【希望する班】２）IR 系 

【ファシリテーター班】１）希望する 

【事前課題】 

・ 本学では、学長の方針で平成 26 年 4 月に IR 室を設置した。 

・ メンバーは、全員兼務ではあるものの、役員から事務系職員の係員級まで総勢 15 名である。 

・ 月２回の IR 室会議において、今後の分析方針を検討しているが、データベースの整備が進んでいな

いために、何を分析してよいか分からない状態である。 

※時間が無ければ、このくらいの分量で十分です（本番時には、もう少し増やしてください）。 
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■課題概要文例５ 

＜キーワード＞ 

３－２：数量データ解析、４：活用支援（レポーティング） 

＜自由記述＞ 

【希望する班】２）IR 系 

【ファシリテーター班】１）希望する 

【事前課題】 

・ 本学では、平成 25 年秋から共通教育センターに IR ユニットを設置した。 

・ メンバーは、全員が兼務で、ユニット長が教育担当の理事、ユニットメンバーが３名の共通教育セン

ター教員である。 

・ 授業外学習時間の調査や成績と就職先との関係、休退学と成績との関係を調査するようユニット長か

らは指示されているが、各種データがなかなか入手できなくて困っている。 

・ データの取扱い規則が無いから渡せない、何に使うのかしかるべき会議で説明し了承を得なければ渡

せないなど、各学部だけでなく、共通教育センターの学務事務からも非常に強い抵抗を受けている。 

・ ユニット長（理事）に相談しても、共通教育センターの事務長と相談してくれ、と言われるが、事務

長のところに行っても、理事からの指示が無ければ動けないと言われてしまい、途方に暮れている。 

※このように業務遂行時の困難と、学内で改善されるべき問題点が混在していてもかまいません。 

 

 

■課題概要文例６ 

＜キーワード＞ 

２－１：データの所在把握と入手、２－２：データ整理 

＜自由記述＞ 

【希望する班】２）IR 系 

【ファシリテーター班】２）希望しない 

【事前課題】 

・ 本学では、総務企画課に IR 推進室を設置した。 

・ メンバーは、私（課長補佐兼室長）が専任であるが、残りの３名は財務部、学務部、統合学部事務室

の課長補佐が兼務している。 

・ 原則的に、大学執行部から将来構想の検討や、競争的資金への応募を検討したりするなどの際に、デ

ータのリクエストがあるが、定例業務は学校基本調査および関連諸統計の作成および届出である。 

・ データベースは無いので、データが欲しい場合には、その都度、兼務室員の各筆頭課の課長補佐に依

頼することになるが、当該部署の繁忙期にはこちらへの提出が遅れがちになる（こちらも状況が分か

るので催促しにくい。）。 

・ 今年度末にはデータベースを作成して、データを各部署に入れてもらい、生データをすべて IR 推進

室で管理する計画担っている。 

・ その上で、学外や各部署からのデータリクエストに対して、IR 推進室が全て対応することになってい

るが、本当に実質１人でこなせるのか心配である。 

※分量的には、このくらいを想定しています（本番でもこの程度あれば議論できると思います。）。 

 

 


