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評価初⼼者セッション「初めて評価を担当される⽅へ」
実施報告書

平成 30 年 9 ⽉

⼤学評価コンソーシアム

まえがき
評価初心者セッションは、大学評価の実務経験がほとんど無い初心者を対象に、
「評価と
は何か」という基本的な観点に基づき、自己評価書をどのように作成するのか、について参
加者主役型の演習を通じて評価の考え方や発想法を身につけることを第一の目標として実
施しました。
評価に関する一般的な、あるいは大学固有の事情に応じた数々のノウハウやスキルは、こ
れからの業務で身につけていくことになります。その際に、評価に関する基本的発想を持っ
ていなければ、その場しのぎの仕事になってしまい、「改善のための評価」という大学評価
の重要な目的を果たすことができなくなります。これを踏まえ、評価担当者のほとんどが携
わることになる自己評価書の作成を題材に、評価に関する基本的なノウハウやスキルの紹
介を交えながら、参加者は「評価とは何か」という視点をつねに意識し、それを基に自己評
価書を作成する姿勢をグループワークにより体感することで理解を深めました。
一方、各大学で実際の評価業務に当たる場合、学内の理解と協力を得ることが重要なのは
言うまでもありませんが、学外の評価担当者とのネットワークがあることも心強い味方に
なると思います。本セッションでグループワークやポスターセッションの場を設定したの
は、他人との協働により、多様な考え方があることを知り、自らの視野を広げ、自らの考え
を深めることはもちろんですが、評価活動を通じて、学内の各組織とのコミュニケーション
をより円滑に進める力を養ったり、自大学の評価業務で困った際に他大学の評価担当者と
気軽に相談できる関係を構築したりといったねらいもあります。
本報告書には、演習の解答例としてグループワークで各班が作成したポスター資料やそ
れらの総括をつけるなど、大学評価の初心者が、本セッションを受講していなくても自ら学
べるように作成しています。また、本セッションを受講された皆さんにとっては、当日どん
な話をしたか思い出したり、ポスターセッションで十分に議論できなかった部分や、講師が
当日十分説明できなかった点を補ったりしていただけると理解が一層深まると思います。
参加者の皆さんの熱意と高い理解度のおかげで無事に評価初心者セッションが終えるこ
とができました。スタッフを代表して感謝の意を表します。

平成 30 年 9 月 10 日
大学評価コンソーシアム

幹事

（新潟大学経営戦略本部評価センター
関
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１. 開催概要
1.1

目的

大学評価では、まず大学の諸活動の現状把握を行い、その結果を通じて自大学の特徴や課題を
明らかにします。そのうえで特徴をさらに伸ばしたり、課題を改善する活動への支援を行ったり
します。そのような活動は、ひいては大学の諸活動に対して社会からの理解を促進することにつ
ながります。
そのため、評価初心者セッションでは、
「評価とは何か」という基本的な観点に基づき、自大学
で自己評価書を作成する際に求められる着眼点・発想法・留意点を身につけることを目的としま
す。この分科会では、基本的な部分を講義形式で行い、受講者主役型の演習を通じて、内容理解
の定着を図りますので、積極的な参加を期待します。なお、大学評価の実務経験がほとんど無い
初心者を対象とします。
1.2

開催日時及び会場

日時：

平成 30 年 8 月 23 日（木）9:30～17:50

会場： 九州工業大学 戸畑キャンパス
1.3

インタラクティブ学習棟１階インタラクティブ学習室

班編成

申し込み時に入力していただいた「所属機関名」、「所属部課名」、「役職名」及び「評価との関
わり」を参考に、班編成を行いました。業務を行ううえで、立場的に近い方をまとめ、グループ
ワーク時において、参加者同士のディスカッションが活発になるように配慮しました。
1.4

参加者分析

「評価初心者セッション」には、計 40 名が参加しました。参加者の属性分析は、申し込み時に
参加者から提供いただいた所属や職種等の情報を基に行いました。なお、
「参加者」とは、国公私
立大学及び関係機関の「通常会員」であり、運営スタッフである「幹事」の２名を含んでいます。
職種別の参加比率では、職員が 85％（前年度比２ポイント減）、教員が 15％でした。また、職
員の職層を「部長・課長等」及び「係長・係員等」、教員の職層を「教授等」及び「准教授・講師
等」に分けて示すと、職員の係長・係員等が 73％（前年度比４ポイント増）と最も多く、次が職
員の部長・課長等の 13％（前年度比５ポイント減）でした。教員の参加比率には運営スタッフも
含んでいることから、例年どおり、評価担当職員の方々が多く参加していることになります。
所属区分別では、国立大学が 55％（前年度比４ポイント増）を占めており、私立大学は 22％
（前年度比 14 ポイント減）でした。また、今年度は関係機関の参加が 13％（前年度比４ポイン
ト増）となり、年々増えていることも注目されます。
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職種別（N=40）

職種別詳細（N=40）
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地域ブロック別では、近畿地方が 28％で最も多く、次が関東地方と九州・沖縄地方の 25％でし
た。また、開催地が福岡県だったこともあり、近畿地方、中国・四国地方及び九州・沖縄地方から
の参加比率が 61％と、西日本の大学等を中心に参加していることが伺えます。
地域ブロック・所属区分別と職種別をあわせて確認すると、九州・沖縄地方の国立大学の職員
が 20％と最も多く、次が関東地方の私立大学の教職員の 13％でした。職員については、５つの地
域・区分で８％となるなど各地・各所属から幅広く参加がありました。
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地域ブロック・所属区分別（N=40）
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本セッションでは、評価の実務経験がほとんど無い方（概ね１年未満）を対象としており、参
加者の「評価・IR との関わり」の内容を確認すると、採用されたばかりの方や人事異動により評
価担当になられた職員が多く参加されていました。
（大野［鳥取大］、土橋［神戸大］、関［新潟大］
）
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２. 実施内容
○

タイムテーブル及び実施事項

予定日時
午前の部

実施事項
大学評価の基礎、認証評価に基づく自己点検・評価
スタッフ紹介

9:30～10:25
講義１

大学評価担当者の基礎知識

10:25～10:50

講義２

認証評価の概要

10:50～11:05

（座席配置変更・休憩）

11:05～11:55

演習１
※

認証評価

事例１（認証評価）を用いた演習

11:55～12:15

演習１の解説

12:15～13:15

（昼食・休憩）

午後の部
13:15～13:35
13:35～15:00

目標・計画に基づく自己点検・評価
講義３

目的・目標に基づく評価の概要

演習２

目標・計画に基づく評価

※

事例２（目標・計画に基づく評価）を用いた演習（ポスター作成）

15:00～15:10

（ポスター掲示・休憩）

15:10～16:40

ポスターセッション（グループワークの結果発表）

16:40～16:55

演習２の解説
講義４

評価を改善に活かすために

16:55～17:15
まとめ
17:15～17:50

情報交換タイム（参加任意）
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※

以下記載の時刻は当日の実施時刻。

8 月 23 日（木）
9:30～10:27 スタッフ紹介、講義１ 大学評価担当者の基礎知識
評価初心者セッションを担当するスタッフの自己紹介を行った後に、
「評価とは何か」という
基本的な観点に基づき、自大学で自己評価書を作成する際に求められる着眼点・発想法・留意点
を身につけるという本セッションの主旨、スケジュール、進め方について説明を行いました。
次に、講義１として、参加者各自が事前に予習したテキスト「初めて評価を担当される方へ（前
編・後編）」の要点をまとめた講義編スライド（8～10 ページ）に基づき、
「大学評価担当者の基
礎知識と心得」、
「自己評価書作成に当たってのチェックポイント」を説明し、評価に関する知識
の整理と共有を行うとともに、評価担当者として身に付けておくべき評価書の作成・チェックを
行う際の留意点について理解を深めました。
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１．大学評価担当者の基礎知識と心得
大学評価の基本的な構造

１．大学評価担当者の基礎知識と心得
大学評価の目的

①

その他のマスメディアや企業、
高校関係者等の利害関係者による評価

説明責任

（accountability）

 大学の教育研究活動等の目的や特徴，成果を示し，社会的説明責任を

果たすこと。
学外の第三者組織による評価や
政府機関による評価

認証評価
国立大学法人評価
②

改善

（improvement）

 大学における諸活動の現状理解を通じて，問題点や課題を改善し，

各大学が行う大学の
自己点検・評価

大学の質の保証ならびにその維持・向上を図ること。
本セッションが扱う
「大学評価」
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１．大学評価担当者の基礎知識と心得
機関別認証評価と国立大学法人評価の概要
評価制度

機関別認証評価

基礎となる法律 学校教育法
学校教育法
評価の対象

評価の目的

国立大学法人評価

実施時期

1. 大学設置基準の大綱化（1991年）

国立大学法人法
国立大学法人法

 事前規制方式を緩和する代わりに，自己点検・評価の努力義務化

2. 大学設置基準の改正（1999年）

全ての大学，短期大学，高等専 国立大学法人，
門学校
大学共同利用機関法人
教育研究活動などの
①質の保証
②質の改善・向上
③社会的説明責任

 自己点検・評価の実施と公表の義務化

①中期目標期間における諸活動の質
の向上
②次期中期目標・中期計画への反映
③国費の投入に対する説明責任

認証評価機関が定める評価基準
評価の内容

１．大学評価担当者の基礎知識と心得
大学評価導入の経緯

 自己点検・評価の外部者による検証の努力義務化

3. 認証評価制度，国立大学法人評価制度の開始（2004年）
 大学の自己点検・評価に基づく第三者による評価の義務化

中期目標，中期計画及び年度計画

に基づき，教育研究，組織運営 に対する教育研究活動や経営面など
を含めた総合的な達成状況
及び施設設備の総合的な状況
各年度終了時，
7年以内ごと
4年目終了時及び中期目標期間終了時
5
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１．大学評価担当者の基礎知識と心得
大学評価の現状と課題

１．大学評価担当者の基礎知識と心得
評価業務に当たって意識すべき事項

 認証評価制度，国立大学法人評価制度の開始（2004年）に伴い，

(1)

支援的

各大学ではそれぞれの大学の文化・特性に沿う形で評価活動を展開

であること：質の維持・向上のための手がかりを
提供＝改善志向

 評価には説明責任と改善の２つの目的がある。

エビデンス（根拠）に基づく評価



の徹底

(2)

 対外的には評価文化が根付きつつあるといわれることもある。

非排除・双方向的

であること：関係部局の教職員等との密な
対話と信頼構築

 評価の目的を共有する。

 一方，現場レベルでは「評価疲れ」も。

 教職員とのコミュニケーションにおいて，教育研究等の状況を把握し信頼

関係を構築する。

 評価作業に係る負担の大きさなどの問題，評価自体が目的化していると

いう課題

(3)

 大学評価に関わる者は，これらの課題の改善について考えることも大切

明示的

であること：作文ではなく，根拠に基づいた評価
とプロセスの透明化

 改善を志向するためには，誠実な自己点検・評価が必要。
 現状を把握し共有するために，多様なデータに基づいた活動の根拠を示す。
7
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１．大学評価担当者の基礎知識と心得
実際の取組を点検・評価するための考え方 (1)
○「目的・目標－計画－実行－評価－改善」
という一連の流れを踏まえ，点検・評価
項目を明確にする。

１．大学評価担当者の基礎知識と心得
実際の取組を点検・評価するための考え方 (2)

目的・目標

〇

目的や目標に対し，取組の現状を多面的に把握し点検・評価する。

 「インプット」，「プロセス」，「アウトプット」，「アウトカム」の

観点から取組の現状を把握し点検する。

 計画や教育プログラムなどの実施状況や成果を

確認できる点検・評価項目を明確にする。

大学／学部等の諸活動

 「計画に記載した内容を実施したか」，

「目標の達成にどれだけ近づいたか」，
「ポリシーの内容が適切に実施されているか」
など

（

プロセス

計画立案

目的・目標

）

達成状況の提示

 指標（評価指標）の設定なども有効
 評価担当者の立場で点検・評価項目を見る際に，

収集すべき根拠資料・データについて考慮する
ことも大切

PDCAサイクル
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２．自己評価書作成に当たってのチェックポイント

２．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（１）記述・表現が明確か？

（１）記述・表現が明確か？

（１－１）言葉の定義は明確か？

（１－１）言葉の定義は明確か？

 次のような用語等に注意

（１－２）曖昧な用語を使用していないか？

①人によって定義・解釈が異なる可能性のある用語

（２）実施状況や成果の説明に具体性があるか？

（例）グローバル化，コミュニケーション力

（３）データは適切に使われているか？

②学内でのみ通用する用語・略称

（４）目標・計画・質問の捉え方，目標・計画そのものについて，
問題はないか？

（例）評大アドバイザー，HUIRS
 これらについては，評価者との間で共通認識を形成できるように自大学

 演習では，以上を踏まえて実例を吟味し，その結果を発表して，

で用いている定義や具体的な内容を説明する必要がある。

より良い自己評価書作成の勘所をつかむ。
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２．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（１）記述・表現が明確か？

２．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（２）実施状況や成果の説明に具体性があるか？

（１－２）曖昧な用語を使用していないか？

 自己評価書の説明が具体的に書いてあると，何をやっているのか，あるいは

どんな成果があったのかイメージできる。

 評価書には客観性が求められる。

（例1）「毎学期学生アンケートを実施し，結果を授業改善に活かしている。」

 「それほど」，「だいたい」，「思われる」，「図る」等の曖昧な用語

→「改善の内容，改善後の成果はどうなっているか」という疑問が出てくる。

を使わず，明快に言い切る表現が求められる。

（例2）「学生の学修成果を定期的に教員が確認し，学生の学修成果の向上を
図るため，ポートフォリオを導入している。」

（例1）「卒業生アンケートの結果，大学生活にだいたい満足している。」
→「だいたい」の基準が分からないので達成度を判断できない。
（例2）「内部質保証システムの整備が図られた。」

→「ポートフォリオはどの程度利用されているか」とか「ポートフォリオをどの
ように使って学生の学修成果を向上させているか」などの疑問が出てくる。

→「結局，内部質保証システムは整備できたのか」という疑問が生じる。

 想定した結果が伴っていない場合，その原因や改善策を示すことが重要。
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２．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（３）データは適切に使われているか？ (1)

２．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（３）データは適切に使われているか？ (2)

 「エビデンス（根拠）に基づく評価」が原則

（例）「共同研究収入は前年度よりも300万円増加した（資料１）。」

＝

定量的あるいは客観的なデータを示した上で，結論を根拠づける。

資料１

 目標・計画あるいは認証評価における質問に照らして，また，自己評価

前年度及び今年度の共同研究タイトル一覧

共同研究先

書本文の記載内容に照らして，次を行う必要がある。

研究タイトル

研究期間

○○製薬

老化防止薬の開発

H28～31
H29～30

①

実施状況や成果を“端的に”示すものであるかどうか吟味

△△△情報通信

ビッグデータの管理に関する研究

②

提示内容は必要十分であるかどうか吟味

◇◇◇◇工業

耐震性を高める建築方法

H29

③

資料・データの精選，あるいは資料・データを分かりやすい形に整理

◇◇◇◇工業

断熱効果の高い建築方法

H30

 成果を示す場合，事前と事後の比較，経年変化などのデータに基づく

→ 収入額に関する情報が一切記されていないので，この計画の実施状況を
説明する根拠資料としては不適切。

分析がなされていることは，改善・向上などの変化の程度を明確に示す
意味で有効。表やグラフの利用も効果がある。
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２．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（３）データは適切に使われているか？ (2)

２．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（４）目標・計画・質問の捉え方，目標・計画そのも
のについて，問題はないか？ (1)

（例）「共同研究収入は前年度よりも300万円増加した（資料１）。」

 目標・計画あるいは認証評価における質問に沿って，もれなく結果を記す。

資料１

～

前年度及び今年度の共同研究タイトル一覧

共同研究先

研究タイトル

研究期間

H29

H30

5,000

5,000

H29～30

6,500

8,500

H29

2,000

○○製薬

老化防止薬の開発

H28～31

△△△情報通信

ビッグデータの管理に関する研究

◇◇◇◇工業

耐震性を高める建築方法

◇◇◇◇工業

断熱効果の高い建築方法

H30

－

評価者は自己評価書の記載内容“だけ”を頼りに評価する。

 目標・計画あるいは認証評価における質問の内容を的確に捉え，整合性の

収入額（千円）

ある記述をする。

（例）

計画

実施状況

教員評価を毎年度行う。 平成25年度より，毎年度全ての授業について全学
統一形式の授業評価アンケートを行い，その結果
を授業改善に活用している。

－

→

3,000

→ 収入額の欄を追加したとしても，この記述に対する資料としては分かり
づらい。
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教員評価は教員の教育研究等の活動状況に関する個人評価であるという
認識を持つ評価者が読めば，計画の捉え方がおかしいと思うだろう。
もし一般に理解されている意味での教員評価を行っているのであれば，
その内容や実施方法，評価結果の活用方法などに書き換える必要がある。
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２．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
（４）目標・計画・質問の捉え方，目標・計画そのも
のについて，問題はないか？ (2)
 曖昧な目標・計画，実現可能性を無視した目標・計画，行き当たりばっ

たりの目標・計画など，目標・計画そのものに問題がある場合もある。

（例）計画「教員の研究活動を充実させる。」の問題点
(a) 計画の具体的な内容をイメージできない（人によってイメージする
内容が異なる）。
(b) 自己点検・評価を行うときに事前に点検項目や数値目標などが設定
されていなければ，何をもって充実したと判断すればよいか分からない。
 評価担当者としては，目標・計画そのものに問題がある場合に，具体的

かつ達成可能な目標・計画に修正するように計画立案者に提案すること
も考えられる。ただし，公表済みの目標・計画の修正は一般に困難で
ある。
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大学評価関連用語集

○

評価に関連する法律・制度等

【学校教育法】
日本国憲法の精神に基づき、また教育基本法の制定を受けて、1947 年に制定された学校教育全
体の具体的な内容を定めた法律。高等教育機関の質保証に関する規定として、従来より実施され
ている大学等の設置を文部科学大臣が認可する制度のほか、2004 年 4 月 1 日施行の学校教育法改
正により、新たに自己点検・評価及び認証評価の実施が義務化された。
【大学設置基準】
文部科学省令のひとつで、大学の設置認可を行う際の審査基準と、認可後も大学が備えておく
べき最低限の基準として両方の役割を果たすもの。教育研究組織・教育課程・教員・施設・設備
などの項目で構成される。短期大学、高等専門学校、大学院、専門職大学院、大学通信教育及び
短期大学通信教育においてもそれぞれ設置基準が定められている。なお、認可後の事後チェック
として、法令適合性が認証評価において確認される。
【教育情報の公表】
2011 年 4 月 1 日施行の学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）改正により、大学
（高等専門学校、短期大学、大学院を含む）は、大学の教育研究上の目的や基本組織、教員組織、
受入方針及び入学者数、授業、成績評価及び卒業・修了認定、施設及び設備、徴収費用、学生支
援等、教育研究活動等の状況についての情報を、刊行物、インターネットなどを通じて公表する
義務を負うこととなった。加えて、大学（短期大学、大学院を含む）は、教育上の目的に応じ学
生が修得すべき知識及び能力に関する情報を公開することが努力義務として強く求められている
（学校教育法施行規則第 172 条の 2）。これにより、社会に対する説明責任を果たすとともに、教
育の質を向上させることが期待されている。
○

評価の種類

【自己点検・評価】
大学等が、自己の目的・目標に照らして教育研究等の状況について点検し、優れている点や改
善すべき点などを評価し、その結果を公表するとともに、その結果を踏まえて改善向上を行って
いくという質保証の仕組み。学校教育法において、その活動が義務化されており、高等教育の質
保証は一義的に大学等自らが主体的に行うものという点が示されている（学校教育法第 109 条第
1 項）。
【認証評価】
文部科学大臣の認証を受けた評価機関（認証評価機関）が、大学、短期大学、高等専門学校及
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び専門職大学院の教育研究活動等の状況について、各認証評価機関が定める評価基準に基づき行
う評価。大学等は政令で定められた期間ごとに認証評価機関のいずれかを自ら選択して認証評価
を受けることが義務付けられている（学校教育法第 109 条第 2 項）。認証評価には、機関別認証
評価と専門職大学院認証評価の 2 種類がある。
【機関別認証評価】
大学等の機関単位で実施する認証評価。対象機関の教育研究、組織運営及び施設整備の総合的
な状況について評価する。大学、短期大学及び高等専門学校は 7 年以内毎に同評価を受けること
が義務付けられている（学校教育法第 109 条第 2 項）。なお、2018 年 4 月 1 日施行の学校教育法
第 110 条第 2 項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令において、内部質保
証と 3 つのポリシー（ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポリシー）
について評価すること、また、内部質保証については重点的に評価することが定められた。
【専門職大学院認証評価】
専門職大学院を評価単位とする認証評価。教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況につ
いて評価する。専門職大学院を置く大学は 5 年以内毎に同評価を受けることが義務付けられてい
る（学校教育法第 109 条第 3 項）。
【国立大学法人評価】
国立大学法人評価委員会が行う、各国立大学法人及び大学共同利用機関法人における中期目標、
中期計画及び年度計画に対する教育研究活動や経営面などの総合的な達成状況に関する評価（国
立大学法人法第 31 条の 2）。この評価は、各年度終了時、4 年目終了時及び中期目標期間終了時
に実施される。独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、国立大学法人評価委員会の要請を
受け、同評価のうち、教育研究面に係る中期目標の達成状況等に関する評価を実施する（国立大
学法人法第 31 条の 3）。この評価（通常「国立大学教育研究評価」と呼ばれる）は、4 年目終了
時及び中期目標期間終了時に実施される。国立大学法人等を構成している学部・研究科等の現況
分析結果（「教育の質（質の向上の状況を含む）
」、「研究の質（質の向上の状況を含む）」）を踏ま
えることとしている。
○

評価に関連する組織

【中央教育審議会】
文部科学大臣の諮問に応じて教育の振興、生涯学習の推進を中心とした人材育成、スポーツの
振興に関する重要事項を審議することを目的として文部科学省に設置された機関。中央教育審議
会の下には分科会等が置かれ、そのひとつに高等教育に関する重要事項を扱う大学分科会がある。
【国立大学法人評価委員会】
国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各事業年度及び中期目標期間における業務の実績に
関する評価活動を主要業務とする委員会。国立大学法人法に基づき、2003 年 10 月 1 日施行の政
令により文部科学省に設置された。
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【認証評価機関】
認証評価を実施する機関として文部科学大臣の認証を受けた評価機関。機関が文部科学大臣の
認証を受けるためには、その評価基準、評価方法、実施体制などが文部科学大臣の定める基準に
適合すると認められる必要がある。大学機関別認証評価を実施する認証評価機関には、公益財団
法人大学基準協会、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、公益財団法人日本高等教育評価
機構の 3 機関がある。
○

評価の目的

【アカウンタビリティ（社会的説明責任）】
一般に、法人運営における資金の受託者がその活動の履行を社会や利害関係者（ステークホル
ダー）に対し客観的に説明しなければならない責任又はその準備そのものを指す。評価を通じて
大学等の教育研究活動等の状況を明らかにし、社会や利害関係者に示すことにより、広く理解と
支持が得られるようにすることが重要である。
【内部質保証】
大学が自律的な組織として、その使命や目的を実現するために、自らが行う教育及び研究、組
織及び運営、ならびに施設及び設備の状況について継続的に点検・評価し、質の保証を行うとと
もに、絶えず改善・向上に取り組むこと。このプロセスを学内で恒常的・継続的に行うシステム
は内部質保証システムと呼ばれる。なお、2018 年度から始まる 3 巡目の認証評価において、内部
質保証に関することについては「重点評価項目」と定められた。
○

目標、計画

【ミッション（使命）】
社会への貢献や人材育成など法令で定められた、高等教育機関に対し共通に課せられる恒久的
な役割及びこの共通の役割に基づき各教育機関が掲げる建学の精神や個別の使命を指す。各教育
機関においては、ミッション（使命）に基づきビジョン（理想像）を明確にし、検証可能な目標・
計画を定め、教育研究等の諸活動が行われる。教育機関における継続的な質の改善向上にあたっ
ては、これらミッション（使命）
・目的・目標等の明確化が前提とされる。自己評価や第三者評価
を通じて自らの強みや弱みを分析し、質を改善していくことが求められている。
なお、国立大学においては、国立大学の機能強化に向けた改革推進の一環として、大学と文部
科学省が意見交換を行い、各大学の研究水準や教育成果に関する客観的データに基づき、専門分
野ごとに各大学の強み・特色・社会的役割が整理されたものが、「ミッションの再定義」として
2013 年に公表された。
【ビジョン（理想像）】
大学等にとって望ましい理想像又はあるべき姿。各機関の理念が示した意義を具体化するため
に描く将来像。
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【目的（ゴール）】
ビジョンを実現していくための戦略として、自らの強み・弱みや外部環境の動向を踏まえて、
ある期間を設け、その期間内に到達すべき水準や期待される成果などを示したもの。理念やビジ
ョンは基本的に長期にわたり不変である一方、目的は設定期間後の達成状況の検証等により定期
的に見直しが図られる。
【目標】
目的を達成するための行動や努力内容を定めたもの。目標に含まれる内容は、一定期間後に目
標の達成状況を検証・分析することを踏まえ、具体的かつ計測可能であることとされている。
【計画】
目標を実現するための組織的・戦略的な方策を具体的に示したもの。一定期間後に計画の実施・
達成状況を評価する際には、この状況を分析するための資料・データが不可欠となる。中長期に
わたる計画の達成度を把握するために KPI（重要業績評価指標：Key Performance Indicator）な
どを設定する場合もある。
○

ＩＲ

【IR（インスティテューショナル・リサーチ）
】
計画立案、政策形成、意思決定を支援するための情報提供を目的とした、高等教育機関内で行
われる学内外のデータ収集及び分析を実施する機能。必要とする方に、必要な情報を、必要な時
に提供する業務及びそのためのデータから情報への変換業務は IR 業務、IR 業務を（全学規模で）
より効果的、効率的に行う部署は IR オフィスと呼ばれる。
【エンロールメント・マネジメント】
大学が学生募集から卒業までの間に一貫して行う修学支援。学生の入試成績、出席状況、在学
中の成績、授業評価、奨学金受給状況、進路などのデータを活用し、入試広報、授業内容、中途
退学防止、就職支援、奨学金制度に関する施策を提供する取組である。
【データウェアハウス】
各業務システムで扱うデータを統合し、データを加工せずに、ウェアハウス（倉庫）の名の通
り格納して蓄積するデータベース。意思決定に資するため目的別で作られることや過去のデータ
を削除せずそのまま保持することなど、日々使用する業務システムとは異なる特徴を有する。
【ベンチマーク】
一般的には、何かを測定する際に設定する基準点のことをいう。高等教育分野においては、あ
る特定（例：学習成果など）の比較対象において客観的なデータを用い、機関内又は他機関との
比較測定するために設定する基準点。ベンチマークを用いた比較の活用により、教育・研究成果
の水準の判断が可能となり、それらの改善や向上につなげることができる。
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○

その他

【インプット】
教育研究活動を実施するために必要な制度、組織編成及び人的・物的資源などの投入。
【プロセス】
教育研究成果の達成につながる一連の過程の中に位置づけられる、制度、組織編成、資源など
の投入を受けて行われる活動や取組。
【アウトプット（結果）
】
教育研究活動を実施するために投入した資源によってもたらされるものの規模や頻度。アウト
プットは、活動が実施されたことを量的に示すものであり、一般的にはその質や水準に関する情
報は含まれない。
【アウトカム（成果）】
教育研究活動の発展・充実に役立つ目標の達成状況を示すもので、活動の結果として起こる変
化や影響、相違。一般的に活動の質や水準の向上度により示される。
【IE（インスティテューショナル・エフェクティブネス）
】
大学の全ての側面について、ミッションと照らし合わせながらそのパフォーマンスを測定し、
エビデンスに基づいた改善を継続的に行う、組織的・明示的・文書化された循環プロセス。また、
大学内における IE 活動を支援する組織を IE オフィスという。
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10:27～12:13 講義２ 認証評価の概要、演習１ 認証評価（事例１）
講義２として、参加者各自が事前に予習したテキスト「初めて評価を担当される方へ（前編）」
の要点をまとめた講義編スライド（17～18 ページ）に基づき、
「認証評価の概要」を説明し、認
証評価に関する知識を整理しました。
次に、配付資料（19～24 ページ）の事例１【認証評価】について、不備の少ない自己評価書
の作成をねらいに、個人ワークによる演習及びグループでの意見交換を行いました。演習では、
評価大学という架空大学の自己評価書の「基準７

学生支援」を題材として、３巡目の認証評価

の様式等を踏まえて昨年までより資料・データ部分を充実させた事例を用い、個人が事例の【現
状の説明】及び【分析】を読み込んだうえで、記述内容及び根拠資料を吟味し、グループ内で問
題点の指摘、改善策の提案等について共有しました。
その後、スタッフが準備した解答例を基に、「問題のある本文の記述等」、「問題点、課題」、
「改善策、解決策」及び「該当するチェックポイント番号」について、講師が解説しました。
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３．認証評価の概要
認証評価とは

３．認証評価の概要
認証評価の特徴

 国公私立の全ての大学，短期大学，高等専門学校（以下「大学等」）が，

①

定期的に，文部科学大臣の認証を受けた評価機関（認証評価機関）に
よる評価を受ける制度

②

 目的

各大学等における教育研究活動等の

し，

質を保証

③

定める大学評価基準に基づく定期的な評価を受け，その結果を社会に
向けて明らかにする。
７年以内

②

専門分野別認証評価（５年以内ごと）

を踏まえた評価

自己点検・評価

に基づく評価

を支援・促進

④

機関別認証評価（

目的や目標

 各大学の教育研究活動等の個性化や質的充実に向けた大学の主体的取組

 認証評価の種類

①

各大学の

 各大学の個性を伸ばす

に資するために，認証評価機関が

質の改善・向上

教育評価が中心

 大学における教育活動の重要性を鑑みる

ごと）

大学の教職員等の有識者によるピア・レビューを中心とした評価

 大学の状況を適切に評価

20
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３．認証評価の概要

３．認証評価の概要
評価の重点

大学機関別認証評価を行う認証評価機関及び評価基準
大学改革支援・学位授与機構
領域１ 教育研究上の基本組織
に関する基準

基準１

大学基準協会
理念・目的

日本高等教育評価機構
基準１ 使命・目的等

①

学校教育法や大学設置基準等の法令要件が遵守されているか。

基準２

内部質保証

基準２

学生

②

領域２

基準３

教育研究組織

基準３

教育課程

理念・目的，教育目標を達成するために大学がどのような努力をして
いるか，それがどの程度達成されているか。

☆

３巡目の認証評価では，以下の事項が２巡目までよりも重視される。

領域３
領域４
領域５
領域６

※

内部質保証に関する基準

財務運営，管理運営及び 基準４
情報の公表に関する基準
基準５
施設及び設備並びに
学生支援に関する基準 基準６
学生の受入に関する基準 基準７
教育課程と学習成果に
関する基準

教育課程・学習成果

基準４

教員・職員

学生の受け入れ

基準５

経営・管理と財務

教員・教員組織

基準６

内部質保証

 内部質保証：組織体制・責任体制の整備，実施方針・手順に基づく定期的な
自己点検・評価の実施，自己点検・評価の結果等を改革・改善につなげる
仕組みの確立状況など，内部質保証に関わる取組が適切に行われ，有効に
機能しているかという観点から「重点的に」評価を行う。

学生支援

（注）上記以外に，大学が
基準８ 教育研究等環境
個性・特色としている
基準９ 社会連携・社会貢献
領域に関して独自基準を
設定することができる。
基準10 大学運営・財務

 三つのポリシー：三つのポリシーの一貫性・整合性，入学・在学・卒業の
各段階における目標の具体化，策定時の組織的な議論の状況，実施状況の
検証を踏まえた改善状況などの観点から評価を行う。
 大学による学生の学修成果の把握・評価：学位授与方針に則した学生の
学習成果を把握・評価し，適切な学習成果が得られているか評価を行う。

2019年受審用。大学基準協会と日本高等教育評価機構は2018年度より，
大学改革支援・学位授与機構は2019年度より，この評価基準に変更。
22
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３．認証評価の概要
大学機関別認証評価のスケジュール
大学改革支援・学位授与機構
大学基準協会
５～６月 説明会，研修会 ４月 説明会
受審
９月末 申請
11月末 申請
前年度

受審
年度

備考

６月末
「自己評価書」提出
10～12月 訪問調査
１月末
評価結果（案）の通知
３月下旬
評価結果の確定及び公表
「大学評価基準を満たして
いない」場合，評価実施年
度の翌々年度まで
追評価（任意）
評価を受けた翌年度から
３年後まで
「対応状況報告書」等提出

３．認証評価の概要
大学機関別認証評価の自己評価書
日本高等教育評価機構

 大学改革支援・学位授与機構

７月 申請
９月 説明会
４月末
６月末
「点検・評価報告書」等提出
「自己点検評価書」等提出
９～10月 実地調査
９～11月 実地調査
12月
12月 評価報告書案①の通知
大学評価結果（委員会案）の通知 ２月 評価報告書案②の通知
３月
３月末
「大学評価結果」の確定及び公表
評価結果の確定及び公表
（必要な場合は異議申立）
○「不適合」の場合，翌年度あるい 「保留」の場合，翌年度
再評価
は翌々年度 追評価（任意）
○「保留」の場合，大学評価申請年
度から３年後まで 再評価
「適合」の認定を受けた翌
大学評価結果受領から３年後まで
年度から３年以内
「改善報告書」提出
「改善報告書」提出

 根拠資料・データへの参照のみが原則。根拠資料・データでは十分に立証

できない場合や，特色ある取組や成果がある場合には，簡潔な説明を加える。

 領域６（教育課程と学習成果に関する基準）は，学部・研究科等ごとに作成。

 大学基準協会
 大学が「評価の視点」を設定した上で，根拠資料・データを参照させながら，

全学的観点から取組等の現状説明とその有効性や適切性の判断を記述。

 基準１（理念・目的），基準４（教育課程・学習成果），基準５（学生の受け
入れ），基準６（教員・教員組織）では，全学的観点からの記述とあわせて，

学部・研究科等の個別的な状況を例示。
 日本高等教育評価機構
 根拠資料・データを明示しつつ，事実の説明及び自己評価，改善・向上方策

（将来計画）を記述。
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（補）内部質保証とは
（テキスト １. ５. ）

（補）内部質保証のポイント
（テキスト １. ５. ）

 認証評価においてこれまでも，内部質保証システムが構築され機能して

① 大学が

いるか評価されてきたが，３巡目は一層重視される。

自らの責任

で行う

～大学は自律性のある組織である

 認証評価機関等における「内部質保証」の定義

大学改革支援・
大学等が，自らの責任で自学の諸活動について点検・評価
学位授与機構
を行い，その結果をもとに改革・改善に努め，それによっ
日本高等教育評
てその質を自ら保証すること。
価機構
PDCAサイクル等の方法を適切に機能させることによって，
質の向上を図り，教育・学習その他のサービスが一定水準
大学基準協会
にあることを大学自らの責任で説明・証明していく学内の
恒常的・継続的プロセスのこと。
大学が自律的な組織として，その使命や目的を実現するた
「教育の内部質
めに，自らが行う教育及び研究，組織及び運営，ならびに
保証に関するガ
施設及び設備の状況について継続的に点検・評価し，質の
イドライン」
保証を行うとともに，絶えず改善・向上に取り組むこと。

②

に行う

恒常的・継続的

③ 自己点検・評価の結果を基に

～認証評価対応のものではない
質の向上

を図る

～改善志向・PDCAサイクルの確立

④ 大学の諸活動の質を

自ら保証

する
～社会からの信頼を得る

26
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（補）内部質保証システムの主な構成要素
（テキスト ２. ５. ）
①内部質保証に関する全学の方針・責任体制
②中期的な戦略計画・実行計画，教育プログラムの設計・管理方針等の策定
 戦略や方針の測定方法（アセスメント・ポリシー）もセットで考えることが望まれる。

③点検・評価・検証システムの確立
 情報の収集・分析などIR機能の確立も含まれる。

④学生や外部者の参画（関係者への意見聴取など）
⑤情報公開
 教育情報，自己点検・評価や外部者による検証結果，中期計画等の公表

☆

『内部質保証ハンドブック』（大学基準協会）や「教育の内部質保証に
関するガイドライン」（大学改革支援・学位授与機構）を参照するとよい。

28
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事例１【認証評価】
基準７

学生支援

項目２：学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。
【現状の説明】
本学では、学生に対する経済面の援助として、奨学金、入学料及び授業料の免除、寄宿
舎などの様々な制度を十分に整えている（資料１：経済的支援の概況）。これら経済的支援
に関する情報を収集し、情報の一元化を図った上で、学生に掲示板等を使って提供してい
る（資料２：奨学金募集掲示）。
奨学金の獲得実績は、平成 29 年度は 723 件で、平成 24 年度の 704 件から順調に増加し
ている（資料３：奨学金給付・貸与状況）。本学独自の授業料免除である「評価大学特待生
制度」については、入学試験時の成績優秀者を対象に実施しており、平成 29 年度は 16 人
である（資料４：特待生の推移）。寄宿舎については、平成 29 年度の入居率は 77.3％で例
年と同水準である（資料５：学生寮の概要）。
【分析】
経済的支援の体制を整え、それらに関する情報について、様々な方法を用いて学生に周
知しており、学生のニーズについては、随時学生課の窓口で対応しており、学生サービス
の充実に努めている。また、評価大学特待生制度を充実させたり、奨学金の獲得実績が上
がっているなど、十分な経済的支援が行われている。
以上のことから、学生に対する経済面の援助が適切に行われていると判断できる。
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資料１

経済的支援の概況（平成 29 年度）

支援内容

担当組織

根拠規定

配置人員

支援実績

財源

日本学生支援機
723 件 構、自治体、民間
団体、寄附金

奨学金

学生課、各学部 各奨学金の要項
事務室
等

4人

入学料免除

教務課

2人

21 件 自己資金

授業料免除

教務課

2人

206 件 自己資金

寄宿舎

学生課

評価大学入学料
免除規程
評価大学授業料
免除規程
評価大学学生寮
規則

2人

116 人 自己資金

資料２

奨学金募集掲示
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資料３

奨学金給付・貸与状況（平成 29 年度）
学内・学外
の別

給付・貸与
の別

日本学生支援機構奨学金

学外

貸与

654 人

21.0％

313,920 千円

評価大学特待生奨学金

学内

給付

16 人

0.5％

8,000 千円

評価大学留学生奨学金

学内

給付

5人

7.1％

5,000 千円

47 人

1.5％

19,740 千円

名称

自治体・民間団体等の奨学金 学外

資料４

対象学生数
に対する比率

支給学生数

給付・貸与

支給総額

特待生の推移

日本人向け入試
（推薦・一般）
私費外国人
特別選抜

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

15

15

16

16

16

16

5

5

4

5

6

5

資料 5 学生寮の概要
寮名

居室

室数

在寮期間

寄宿料

大学寮(男子･女子)

2 人部屋

50 室

4年

8,000 円／月

女子寮

1 人部屋

50 室

在学期間

18,000 円／月
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■参考資料

大学改革支援・学位授与機構：
「大学機関別認証評価 自己評価実施要項（平成 31 年度実施分）」（p.43～44）

【基準】
領域４

施設及び設備並びに学生支援に関する基準

４－２

学生に対して、生活や進路、課外活動、経済面での援助等に関する相談・助言、
支援が行われていること

【分析項目】
４－２－５

学生に対する経済面での援助を行っていること

【分析の手順】
・奨学金制度の整備状況と当該窓口の周知及び利用実績について確認する。
・入学料・授業料免除、奨学金（給付、貸与） 、学生寄宿舎等、各大学固有の事情等に応
じて、学生の経済面の援助が行われているかについて確認する。
【分析項目に係る根拠資料・データ】
・経済的支援の整備状況、利用実績一覧（別紙様式４－２－５）
・奨学金制度の整備状況と当該窓口の周知が確認できる資料
・日本学生支援機構奨学金等の利用実績が確認できる資料
・大学独自の奨学金制度等を有している場合は、その制度や利用実績が確認できる資料
・入学料、授業料免除等を実施している場合は、その基準や実施状況が確認できる資料
・学生寄宿舎を設置している場合は、その利用状況（料金体系を含む。 ）が確認できる資
料
・上記のほか、経済面の援助の利用実績が確認できる資料
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大学基準協会：
「大学評価ハンドブック」
（2019（平成 31）年度以降の大学評価用）
（p.109～110, 145）

【基準】
７

学生支援

【点検・評価項目】
②

学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整備されているか。
また、学生支援は適切に行われているか。

【評価の視点】
○学生支援体制の適切な整備
○学生の修学に関する適切な支援の実施
・学生の能力に応じた補習教育、補充教育

・正課外教育

・留学生等の多様な学生に対する修学支援

・障がいのある学生に対する修学支援

・成績不振の学生の状況把握と指導

・留年者及び休学者の状況把握と対応

・退学希望者の状況把握と対応

・奨学金その他の経済的支援の整備

○学生の生活に関する適切な支援の実施
・学生の相談に応じる体制の整備
・ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止のための体制の整備
・学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮
○学生の進路に関する適切な支援の実施
・学生のキャリア支援を行うための体制（キャリアセンターの設置等）の整備
・進路選択に関わる支援やガイダンスの実施
○学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施
○その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施
【根拠資料】
■ハラスメント防止、学生の相談に応じる制度及び経済的支援制度を学生に周知するため
の資料
■キャリア支援に関するガイダンス等の制度と実施状況が分かる資料
■大学基礎データ（表７）
≪参考≫
・学生支援に関する資料として、学生相談室の利用統計データ、学生の満足度や進路の状
況などの調査結果など、学生支援の効果に関する資料も考えられます。
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日本高等教育評価機構：
「平成 31 年度 大学機関別認証評価 受審のてびき」（p.21，25）

【基準】
２．学生
領域：学生の受入れ、学生の支援、学修環境、学生の意見等への対応
【基準項目】
２－４．学生サービス
【評価の視点】
2-4-①

学生生活の安定のための支援

【自己判定の留意点】
・ 学生サービス、厚生補導のための組織を設置し、適切に機能しているか。
・ 奨学金など学生に対する経済的な支援を適切に行っているか。
・ 学生の課外活動への支援を適切に行っているか。
・ 学生の心身に関する健康相談、心的支援、生活相談などを適切に行っているか。
【エビデンスの例示】
・ 学生相談室、保健室などの利用状況を示す資料
・ 奨学金給付・貸与状況を示す資料
・ 学生の課外活動などへの支援状況を示す資料
・ 社会人、編入、転入学生などへの支援状況を示す資料
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13:15～15:00 講義３ 目標・計画に基づく評価の概要、
演習２

目標・計画に基づく評価（事例２）

講義３として、参加者各自が事前に予習したテキスト「初めて評価を担当される方へ（後編）」
の要点をまとめた講義編スライド（26 ページ）に基づき、
「目標・計画に基づく評価の概要」を
説明し、目標・計画に基づく評価に関する知識を整理しました。
次に、事前配付資料（27～29 ページ）の事例２【目標・計画に基づく評価】について、自己
評価書の作成を通じた改善支援をねらいに、グループワークによる演習を行いました。演習では、
評価大学の目標・計画の「計画４－１：研究を活性化させるため、外部資金の獲得を奨励し、そ
の獲得額を増加させる。
」と「計画４－２：国際的な水準の研究を実施するために個人の研究評
価を行う。」について、奇数班は計画４－１を、偶数班は計画４－２を題材として、個人が事例
を読み込んだうえで、グループ内で記述内容について討議し、問題点の指摘、改善策の提案等を
ポスターに整理しました。
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４．目標・計画に基づく評価の概要
目標・計画に基づく評価とは

４．目標・計画に基づく評価の概要
目標・計画に基づく評価の例 (1)
（１）国立大学
 中期目標，中期計画，年度計画に関する実績について，国立大学法人評価が

 大学の理念や目的を達成するために，期間の設定された中期的な目標・

義務づけられている。

計画を自ら定める大学が少なくない。

 第三期中期目標・中期計画の作成に当たって，目標を具体的に実現するため

 この目標・計画が確実に達成できるよう，一般に次が行われる。

の手段を策定し，その手段が遂行されているかどうかを検証することが
できる指標の設定や具体的な達成状況の明確化が求められた。

１）進捗管理を兼ねた定期的な自己点検・評価

（２）公立大学

２）設定期間終了後に，目標・計画の達成状況や目標達成に向けた手段の
改善の状況について自己点検・評価

 地方独立行政法人法に規定される中期目標，中期計画，年度計画に関する

実績について，地方独立行政法人評価委員会が評価する。

 これらの自己点検・評価の結果について，外部評価や第三者評価を

 評価時期，評価内容，評価方法などは各評価委員会の判断に委ねられている。

受けることが求められている。

なお，中期目標期間における業務実績の評価に当たって，認証評価機関の
教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとされている。
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４．目標・計画に基づく評価の概要
目標・計画に基づく評価の例 (2)

４．目標・計画に基づく評価の概要
国立大学法人制度の概略（目標・計画関連）

（３）私立大学

①

 私立学校法で，理事長から評議員会へ事業計画を諮問するとともに，年度

②

 独自の中長期計画を策定する大学，中長期計画の達成度を把握するためにKPI

（重要業績評価指標：Key Performance Indicator）を設定する大学もある。

中期計画

 中期目標を実現するための具体的な計画

（４）国公私立大学共通

③

 内部質保証の観点から，現状を踏まえて改善に向けた活動の計画，その活動

年度計画

 毎年度，中期計画に沿って定める計画

の実行，活動結果の把握・評価，さらなる改善のPDCAサイクルを継続的に
実践することが求められている。

 改善に向けた活動の実施状況だけでなく，その活動の

中期目標

 教育研究の基本理念やこれを実現するための６年間の目標を明示
 第三期中期目標期間は，平成28年度～平成33年度

ごとに事業の実績について報告することや，事業報告書を作成し，閲覧に
供することを義務づけられている。

※

効果

についても自己評価を行う必要がある。

中期目標の原案，中期計画及び年度計画は，各法人が作成する。
（中期目標は文部科学大臣が定めることになっている。）
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４．目標・計画に基づく評価の概要
国立大学法人評価制度の概略
種類

年度評価

実施年度

毎年度
国立大学法人評価
委員会

評価者

提出書類 実績報告書
・業務運営等に係る
年度計画の実施状況
・「戦略性が高く，
主な
意欲的な目標・計
評価項目 画」の進捗状況
・教育研究等の質の
向上に係る総括的な
状況

４．目標・計画に基づく評価の概要
認証評価と目標・計画に基づく評価の違い

中期目標期間評価
教育研究評価
４年目終了時と６年目終了時
国立大学法人評価
大学改革支援・学位授与機構
委員会
中期目標の達成状況報告書
実績報告書

認証評価
評価の観点や自己
評価書に記載すべ
き事項・根拠資料

※ 年 度 評 価 と 一 体 化 学部・研究科等の現況調査表
された様式
研究業績説明書

・附属病院，附属
学校，業務運営等
に係る中期目標の
達成度及び中期計
画の実施状況

・教育，研究，社会との連
携，グローバル化等に係る
中期目標の達成度及び中期
計画の実施状況
・学部・研究科等の教育・
研究に関する取組や活動，
成果の状況の質（中期目標期

自己評価書の記述

目標・計画に基づく評価

大学自らが決めなくてはなら
あらかじめ決まっている
ない。
（「自己評価書作成要
目標・計画の内容に則した
領」等に記されている）。
ものでなければならない。
一般に大学として求めら
れる必要最低限の水準を
クリアしていることが分
かる記述。
大学が特色を出すための
努力や工夫を積極的にア
ピールする記述。

公費や授業料等の投入に対す
る社会的説明責任を果たす観
点や，更なる改善が必要か検
討する観点から，目標・計画
の達成度や成果の記述。

・共通の観点に関
する取組状況
間中の質の向上度も含む）

33

34

26

評価大学の目標（2014-2018）とその実現のための措置（計画）
に関する状況［プレ終了評価］について
評価大学では、５年間の目標を立て、その実現のための計画を実施しています。2014 年度（平
成 26 年度）から始まった計画も 2018 年度（平成 30 年度）が最終年度となります。ここでは、
それぞれの責任部局が 2017 年度［平成 29 年度］までの状況をとりまとめました。
評価大学の基本情報
（平成 30 年 5 月 1 日現在）

○ 学部構成と学生数
学部

学科

入学定員

入学者数

収容定員

在籍者数

文学部

日本文学科、外国文学科

100

98

400

384

経済学部

経済学科

200

184

800

728

経営学部

経営学科、商学科

200

182

800

748

300

306

1,200

1,258

800

770

3,200

3,118

工学部

システム情報工学科、情報通信
工学科、応用計算機科学科

計
○ 教職員数

教員

171 人、職員

29 人（平成 30 年 5 月 1 日現在）

○ 評価大学の目標（2014-2018）一覧
＜教育＞
・人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学生を育成する。
・グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視し、特に英語によるコミュニケ
ーションスキルの向上を進める。
・学生の学習支援、生活支援を充実させ、質の高い学生生活が送れるように努める。特に経済的
支援を充実する。
＜研究＞
・教育内容の充実のために国際的水準の研究を実施するとともに、外部資金を獲得する。
＜社会貢献＞
・教育成果や研究成果を地域に還元し、地域に貢献する。
＜国際化＞
・学生への支援を充実させて留学生の受入と学生の派遣を活発にし、大学の国際化を図る。
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目標４：教育内容の充実のために国際的水準の研究を実施するとともに、外部資金を獲得する。
（責任部局：研究協力・地域連携部）
計画４－１：研究を活性化させるため、外部資金の獲得を奨励し、その獲得額を増加させる。
評価大学では、国際的水準の研究を実施するため、科学研究費補助金への応募を奨励している。
平成 29 年度の応募実績（何らかの外部資金を得ていない教員のうち科研費に応募した者の割合）
は 60％であり、採択実績は 15％であった（資料 4-1-1：科研費応募・採択実績）。
研究環境の改善に向け、教員への聞き取り調査を実施したところ、文系については、
「研究費よ
りも時間が欲しい」という趣旨の意見が多く、科研費応募にあまり意欲的ではなかった。理系の
教員については、
「研究費の必要性は感じており、科研費に応募しているのだが、なかなか採択さ
れない」という意見が多かった（資料 4-1-2：研究環境に関する聞き取り調査結果）。これらのこ
とを踏まえると教員によって置かれている研究環境の違いはあるが、全般的に研究の活性化が図
られていると考えられる。
資料 4-1-1 科研費応募・採択実績
平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

応募実績*

58%

60%

62%

60%

採択実績

13.2%

14.3%

14.1%

15.0%

獲得額（千円）**

26,362

26,123

5,109

25,334

* 何らかの外部資金を得ていない教員のうち科研費に応募した者の割合
** 新規＋継続。直接経費と間接経費の和

資料 4-1-2 研究環境に関する聞き取り調査結果
・各学部２名の教員から聞き取り（平成 29 年度実施）
Q1：研究資金について（教育実施経費として配分している 30 万円［工学部 50 万円］以外につい
て）
「研究費よりも時間が欲しい」（文 2、経済 1、経営 1）
「研究費が足りない（大学として補助して欲しい、外部資金をがんばりたい）
」（工 2）
「特に困っていない」（経済 1、経営 1）
Q2：研究設備について
「図書、電子ジャーナルなどを充実して欲しい」（文 1、経済 2、経営 1、工 2）
「実験設備の充実をして欲しい」
（工 2）
「とくに無い」（文 1、経営 1）
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計画４－２：国際的な水準の研究を実施するために個人の研究評価を行う。
本学では、半期ごとの勤務評定以外に、３年に１回、改善を目的とする教員評価を実施してい
る。各教員は、教育や研究、社会貢献、校務の４分野ごとに３年間の実績リストとその自己評価
（良かった点と改善点）を、HTS からダウンロードできる所定様式に記載し、７月末までに学部
長に提出する（資料 4-2-1：教員評価における全学部共通項目［研究分野］）。学部長は、８月中に
分野ごとに４段階の評価を行い（資料 4-2-2：研究分野の評語）、評価結果を９月 10 日までに当人
に親展にて通知する（資料 4-2-3：教員評価結果の通知様式）。なお、どの程度の業績や自己評価
の結果に対してどのような評価を下すかについては、各学部長に一任している。いずれの分野で
も一番下の C 評価となった者に対しては、後日、学部長と面談を行うことになっている。
平成 28 年度に実施した評価結果をみると（資料 4-2-4：研究分野の各学部での評価結果と C 評
価となった者の理由）、概ねどの教員も熱心に研究を実施していることがわかり、国際的な水準の
研究を実施するための研究力が向上している。
資料 4-2-1 教員評価における全学部共通項目［研究分野］
○研究業績（論文、著書、研究発表、シンポジウム等、知的財産権）
○共同研究実績（技術・経営相談などを含む）
○学術賞の受賞
○外部資金の獲得

資料 4-2-2 研究分野の評語
S：極めて優秀な研究活動を実施している。
A：優秀な研究活動を実施している。
B：概ね優秀な研究活動を実施している。
C：優秀な研究活動を実施できていない面がある。

資料 4-2-3 教員評価結果の通知様式
貴殿の平成 28 年度教員評価の結果は以下のとおりです。
教育

研究

社会貢献

校務

A

A

A

A

異議申し立てを行う場合は、
「教員評価結果に係る異議申立書」を作成し、平成 29 年 12 月 1 日（金）
までに、○○学部総務係へ提出してください。 （以下略）

資料 4-2-4 研究分野の各学部での評価結果と C 評価となった者の理由
当該評語の教員の割合
C 評価となった理由

S

A

B

C

10%

80%

8%

2%

提出がなかった。白紙だった。
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15:10～17:02 ポスターセッション
事例２【目標・計画に基づく評価】について、各班との意見交換を目的としたポスターセッシ
ョンを行い、各班で注目した問題のある記述が同じでも問題点の捉え方や改善策等が異なること、
同じ事例を用いてもポスターのまとめ方が様々であること、などを体験していただき、参加者に
よる情報共有と今後のネットワーク作りを行いました。
スタッフの方で「問題のある本文の記述等」
、
「問題点、課題」、
「改善策、解決策」及び「該当す
るチェックポイント番号」を記した解答例も準備していたのですが、そのほとんどがポスターに
含まれており、ポスターセッションが盛り上がっていたこともあり、その中での各班による説明
とスタッフによる補足という形でポイントの共有を行いました。
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17:02～17:17 講義４ 評価を改善に活かすために、まとめ
今回は３つの事例を取り上げて、自己評価書を作成するための勘所を体感していきましたが、
各大学で自己評価書を作成する過程で、今回各班で議論したような問題が生じることもあると思
います。今回の経験を活かしてよりよい自己評価書を作成できるようになれば、評価担当者とし
て次のステップに入ることになると考えられます。そこで、講義４として、
（32 ページ）の「評価
を改善に活かすために」に関連して、評価業務のガイドライン、IR（インスティテューショナル・
リサーチ）、IE（インスティテューショナル・エフェクティブネス）に関する説明を行い全体のま
とめとしました。
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５．評価をより良く行い，改善に活かすために
評価業務のガイドライン

５．評価をより良く行い，改善に活かすために
評価業務のガイドライン
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline

 大学評価コンソーシアムでは，2011～2013年度の大学評価担当者集会に

おける全国の評価担当者による議論から得られた知見を「評価業務の
ガイドライン」としてまとめ，ウェブサイトに公開している。
（１）データ収集作業のガイドライン
データ収集の課題と改善のための手がかりについてまとめたもの。
（２）評価作業（記述分析）のガイドライン
目標や計画に照らした評価に関する記述のチェック方法と，その作業を
通じて気づいた改善点のまとめ方の着眼点について整理したもの。
（３）評価を改善に活かすためのガイドライン
評価（現状把握）や集計，分析作業の過程で得られた課題や改善すべき点を
どのように学内の改善に活かせばよいのかを整理したもの。
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５．評価をより良く行い，改善に活かすために
IR（インスティテューショナル・リサーチ）

５．評価をより良く行い，改善に活かすために
IE（インスティテューショナル・エフェクティブネス）
 アメリカにおけるIEとは，大学の全ての側面について，ミッションと照ら

 IRとは，計画立案，政策形成，意思決定を支援するための情報提供を

し合わせながらそのパフォーマンスを測定し，エビデンスに基づいた改
善を継続的に行う，組織的・明示的・文書化された循環プロセス。

目的とした，高等教育機関内で行われる学内外のデータ収集及び分析を
実施する機能。

～日本の内部質保証に類する概念

 大学評価や内部質保証，計画立案などをエビデンス（根拠）に基づいて

 IEにおける要求事項の例（南部地区基準協会（SACS）の場合）

行うために，学内データの定期的な収集・蓄積，他大学との比較を含め
たデータの分析が必要とされ，IR機能の整備が求められている。

（１）大学は，①ミッション・目標・成果の組織的なレビューを実施し，②大学の質の
継続的な改善を導き，③大学が効果的にミッションを達成していることを示す。
（２）大学は，教育プログラム，管理支援サービス，教務・学生支援サービスなどに
ついて，①期待される成果を同定し，②それらの達成度を評価し，③その結果の分析に
基づいた改善の証拠を示す。

 政府による政策誘導の影響もあって，ここ数年，多くの大学で

IRオフィスが設置され，専任の教職員を配置したり，評価担当部署の
業務にIR機能を明示的に加えたりする事例が見られる。

（３）大学は，ミッションと一致した学生の到達状況を，在籍データ，残留率，卒業率，
コース修了率，就職率，州の専門的資格試験，学生のポートフォリオなどの評価基準
（指標）に基づき評価する。大学はその評価基準（指標）を採用した理由も述べる。
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３．演習２の実施結果（各班の報告［ポスター発表］）
１班

33

２班

34

３班

35

４班

36

５班

37

６班

38

７班

39

８班

40

９班

41

１０班
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４．演習２の解説とまとめ
平成 30 年度の実施結果に関する解説とまとめ
関 隆宏（新潟大学 経営戦略本部評価センター）
土橋 慶章（神戸大学 戦略情報室、評価室）
講義１で「自己評価書作成に当たってのチェックポイント」として、①記述・表現の明確性、
②説明の具体性、③データの適切性、④評価の基準や観点の捉え方、取組の計画そのものの妥当
性、の４つを挙げました。
演習では、初心者向けということを勘案して、上記①～③を中心に、自己評価書のどの記述が
どのような理由で問題があるのか、そして評価担当者としてどのような記載に修正するか、ある
いは担当部課にどのような修正依頼を行うかについて議論しました。
自己評価書の作成過程で担当組織に報告を依頼することがあると思いますが、その組織にとっ
ては当たり前だと思っていて、良い取組をしていることに気付かない場合も往々にしてあります。
評価担当者がそのような事項をうまく引き出すことも大切です。
ここでは、
【目標・計画に基づく評価】の事例として取り上げた自己評価書の代表的な問題点を
中心に、各班から出てきた指摘や意見の概要、スタッフによる補足説明等をまとめておきます。
計画６－１

研究を活性化させるため、外部資金の獲得を奨励し、その獲得額を増加させる。

※

１班、３班、５班、７班、９班において議論。



全体的な内容について
獲得額が増加したかについての結果が記載されていないので、目標の達成状況（現時点での
アウトカム、平成 30 年度の達成見込みを含む）を具体的に記載する（９班）必要があります。
この自己評価書の致命的な欠陥はここにあります。
また、ストーリーの不自然さを感じた声も多かったですが、個々の取組が戦略性もなくばら
ばらに行われていると自己評価書はこのようになりがちです。
もし全教員にアンケートを行って「研究費が足りない」という意見が多く出たとすれば、現
在の外部資金の獲得状況を把握しつつ科研費を含む外部資金獲得を奨励のうえ、その実績を把
握し、伸びたなら計画は順調に推移、減ったなら改善案の提示といったストーリーで記載する
（７班）ことも考えられます。



「評価大学では、国際的水準の研究を実施するため、科学研究費補助金への応募を奨励して
いる。」（関連ポイント：②、④）
「国際的水準の研究を実施するため」とありますが、この計画のテーマにそぐわない（計画
６－１には「国際的水準の研究を実施する」に係る内容は示されていない）表現なので、
「外部
資金を獲得するため」に修正する（５班）という意見がありました。ただ、目標に「国際的水準
の研究を実施する」ことが書かれているので、それとの兼ね合いを考えないといけないでしょ
う。
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「応募を奨励している」について、具体的な取組（例えば、通知方法、インセンティブ、添削
支援など）を記載する必要があるという指摘（５班、７班、９班）がありました。今回指摘はあ
りませんでしたが、資料 4-1-1 の応募実績欄を見ると効果が上がっているとは言い難いので、
応募しない人の理由を調査したり（９班）、研究費応募書類の書き方講座を開いたり（１班）す
るなど、実効力のある新たな奨励策（全学的な施策）を検討するよう提案する必要があるでし
ょう。


「平成 29 年度の応募実績（何らかの外部資金を得ていない教員のうち科研費に応募した者の
割合）は 60％であり、採択実績は 15％であった（資料 4-1-1：科研費応募・採択実績）。
」
（関
連ポイント：②、③、④）
外部資金が科研費だけになっているが、科研費については全体だけでなく申請種目別に示し
（１班、５班、７班）、共同研究、受託研究など他の外部資金についても示す必要がある（１班、
３班、５班、９班）という指摘がありました。また、文系・理系で差があることから、学部ごと
に記載し（１班、３班、９班）、有利なデータが得られればそれを活用するとよい（３班）とい
う意見がありました。もし科研費以外の外部資金の獲得額が増えていれば、より積極的な記載
ができます。
資料 4-1-1 について、応募実績は新規のみ、採択実績は新規のみか新規＋継続か不明、獲得
額は新規＋継続のように定義の仕方が異なる（３班）、採択実績は応募者に占める採択者の割合
と考えられるが、教員全体に占める割合あるいは外部資金を得られていない教員に占める割合
であるかもしれない（５班）といった問題があります。前者に関連して、応募実績や採択実績
は率だけでなく件数も示し（１班、５班、７班、９班）、さらに、新規と継続に分けて数値を示
す（１班、３班、５班、７班）ことにより、新規採択数、新規獲得額の変化といった異なる分析
が可能になります（３班）。後者に関連して、教員全体の状況の記載（３班、５班）に加え、外
部資金を受けていない教員の数値を示すこと（５班）も考えられます。
資料 4-1-1 で、平成 28 年度の獲得額が大幅に落ち込んでいる理由が不明（９班）ですが、ま
ず平成 28 年度の獲得額が正しいかどうか確認し、正しくなければ修正、正しければ大幅減の要
因を記載することになります。ちなみに、事例作成時は「25,109」が正しいのに、何かの手違
いで一番上の桁の「2」を消してしまったことに気付かないまま現在に至るという想定でした。
ひどすぎると思う人もいるかもしれませんが、長丁場の自己評価書作成作業でこのようなミス
が実際に発生したという話を聞いたことがあります。気づかないまま提出した場合、評価者か
ら質問される可能性が高いのは間違いありません。



「研究環境の改善に向け、教員への聞き取り調査を実施したところ、文系については、
「研究
費よりも時間が欲しい」という趣旨の意見が多く、科研費応募にあまり意欲的ではなかった。
理系の教員については、
「研究費の必要性は感じており、科研費に応募しているのだが、なか
なか採択されない」という意見が多かった（資料 4-1-2：研究環境に関する聞き取り調査結
果）。
」（関連ポイント：②、③、④）
聞き取り調査の内容と計画及び自己評価書の内容がかみ合っていない（１班、３班）、資料 41-2 の意図・内容が不明（９班）という指摘がありましたが、事例作成時の設定では、聞き取り
調査がこの計画とは独立に行われ（別の目的で行われ）、自己評価書作成者が手元にある資料を
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そのまま記載したため、このような状況が生じてしまっています。仮にそうであったとしても、
計画の「外部資金獲得額増加」にどうつながるのか説明が必要（３班）ですし、調査結果と関
連して外部資金獲得の対策・改善策を行っているならば、その内容あるいは今後の対応計画を
記載する必要があります（３班、５班、７班、９班）。一方、研究設備に関する聞き取りは（本
計画にとって）妥当ではない（１班）ので、これに関する記述の削除、調査内容の見直し（３
班）も検討してよいでしょう。もし調査内容を見直す（上記の設定だとこの計画に則して調査
を新たに行う）ならば、外部資金の獲得奨励策、獲得額増加に向けた取組等についても質問す
べきでしょう。ちなみに、実際の自己評価書作成過程で、本文の記載内容との整合性を考えず
に、手元にある資料をとりあえず根拠資料として入れていた、という状況もしばしば起こるの
で注意が必要です。
聞き取り調査の方法についても、各学部２名からの聞き取りは、バイアスがかかっているか
もしれないし（１班）、回答数が少ないためにエビデンスとしての妥当性に疑問がある（１班、
３班、７班）ので、聞き取り人数を増やすあるいは教員全員にアンケートするなどしてニーズ
を把握する（７班、９班）という意見がありました。これから踏み込んで、聞き取り調査（質的
調査）は応募していない人へ、応募した人には量的調査を行う（１班）、毎年聞き取り調査を恒
常的に行っていくべき（９班）という具体的な提案もありました。また、聞き取り調査への回
答がネガティブすぎる（３班）ので、理系のアンケート結果のみとするとか資料 4-1-2 は効果
的なアンケートの記載ではないので記載しない（５班）といった意見がありました。


「これらのことを踏まえると教員によって置かれている研究環境の違いはあるが、全般的に
研究の活性化が図られていると考えられる。」
（関連ポイント：①、④）
これまでの記述や資料からはこの結論は読み取れない（１班、３班）ので、活性化の状況が
読み取れる根拠資料ならびにそういうストーリーに持ち込める資料が必要です（３班）。特に、
目標「国際的水準の研究を実施する」に照らして、その活性化の状況を説明できることが望ま
れます。

計画６－２

国際的な水準の研究を実施するために個人の研究評価を行う。

※

２班、４班、６班、８班、１０班において議論。



全体的な内容について
計画にある「国際的な水準の研究」とは何であるか曖昧であるので、国際的とみなす水準や
レベルの定義を示したうえで、国際共同研究数、国際共著論文数、国際学会での発表件数、論
文の被引用件数などを示す必要があるでしょう（６班、８班）。そもそも、教員評価内の研究評
価を利用することが適切なのか（８班）、ここで示されている資料だけから国際的な水準を示す
ことはできない（10 班）という根本的な問題があります。
「新人の作成した自己評価書、資料や
データの所在を把握していない設定」ではないかという指摘（８班）がありましたが、全くそ
の通りです。
計画立案時に、曖昧な語句については、その真意を明確にし、記録する必要もあるでしょう。
こうしたことは、評価担当者だけでなく、計画立案担当者にも徹底させることが大切です。
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今回特に指摘はなかったのですが、国際的な水準の研究の推進に対応した研究評価を行うべ
きですが、この教員評価の設計では、研究評価の項目や評語の判定に、国際的な水準という視
点がどのように反映されているか不明なので、それに向けた施策として無理がありますし、研
究評価の結果を国際的な水準の研究の実施にどのようにつなげるか、つまり研究評価の結果の
利用（例えば、国際的な水準の研究を行っている教員への支援など）について検討する必要が
あります。


「３年に１回、改善を目的とする教員評価を実施している。各教員は、教育や研究、社会貢
献、校務の４分野ごとに３年間の実績リストとその自己評価（良かった点と改善点）を、HTS
からダウンロードできる所定様式に記載し、７月末までに学部長に提出する（資料 4-2-1：教
員評価における全学部共通項目［研究分野］）
。
」（関連ポイント：①、③、④）
学内用語である HTS の説明・補足が必要（２班、６班、８班、10 班）、
「所定様式」を示すた
めに資料 4-2-1 を差し替える（10 班）という指摘もありましたが、教員評価の実施手続きは計
画の内容とあまり関係のない余計な情報なので削除する（４班）のが適当です。
（ちなみに、HTS
は「評価大学教員システム（Hyoka University Teacher’s System）」の略称を意図したもので
す。）
評価担当者は、他人が提出した文章を鵜呑みにして追記することだけを考えるのではなく、
目標・計画の内容に照らして記述そのものの必要性や適切性を吟味し、場合によっては大幅な
修正や削除を行うことを考える必要もあります。
このほか、今回特に指摘されなかったのですが、資料 4-2-1 は「全学部共通項目」ということ
から、
「学部独自項目」があるかもしれません。そこで、
「学部独自項目」の有無と、そこでの研
究関連項目を確認し、ある場合は学部別に項目一覧を示すことになります。特に、計画で「国
際的な水準の研究」と述べているのですから、これに該当する評価項目の有無を確認すること
は重要です。



「学部長は、８月中に分野ごとに４段階の評価を行い（資料 4-2-2：研究分野の評語）、評価
結果を９月 10 日までに当人に親展にて通知する（資料 4-2-3：教員評価結果の通知様式）。な
お、どの程度の業績や自己評価の結果に対してどのような評価を下すかについては、各学部
長に一任している。」（関連ポイント：②、③）
評価基準が明確にされていないなかで評価が学部長に一任されていることは、客観的な評価
が行えないという懸念があり、客観性を担保するための体制の構築や大学全体の統一基準・マ
ニュアルの作成が必要であることが指摘されています（全班）。また、評価基準の「優秀」等の
定義を学部ごとに明確にすることや、学部間で差が生じるかもしれないので委員会的な組織で
基準や評価結果の妥当性を検証または調整すること（６班、10 班）も必要になるでしょう。実
際の自己評価作業では、まず、担当組織等に評価におけるガイドラインのようなもの（学問特
性もあるので学部ごとで異なっていてもよい）があるかどうか確認し、もしそのようなものが
あればそれ（またはその抜粋）を資料として提示し、ないならば各班が指摘した事項について
担当部署に働きかけることになるでしょう。
また、資料 4-2-3 については、評語だけだと改善につながらないので評価者のコメント欄を
設けるべき（６班）という意見もありましたが、自己評価書作成に限って言えば、教員評価の
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すべての様式が混ざっており、この計画の内容に直接関係するものではないので、削除（８班）
して問題ありません。


「いずれの分野でも一番下の C 評価となった者に対しては、後日、学部長と面談を行うこと
になっている。」（関連ポイント：②）
学部長との面談の目的、面談の内容やその影響・効果を示すべきであるという指摘がありま
した（６班、10 班）。また、改善活動を考えるのであれば、C 評価となった者だけでなく学部長
の評価時に面談を課したり（２班）、面談以外の改善策（研究資金などのインセンティブ）を講
ずることができるのか担当部署に検討を依頼すること（４班）も考えられます。



「平成 28 年度に実施した評価結果をみると（資料 4-2-4：研究分野の各学部での評価結果と
C 評価となった者の理由）
、概ねどの教員も熱心に研究を実施していることがわかり、国際的
な水準の研究を実施するための研究力が向上している。」
（関連ポイント：①、②、③、④）
「概ね」とか「熱心」は主観的であいまいであるうえに、ここで示された資料からはその状
況は読み取れないことが指摘されており（４班、６班、10 班）、
「概ねどの教員も熱心に研究を
実施していることがわかり、」という記述は削除すべきという意見がありました（４班、６班）
。
また、これに関連する資料 4-2-4 について、経年変化や学部別の状況を示すという意見があり
ました（２班、４班、10 班）。この資料を読み込むと、A 評価が多すぎるので基準をはっきりさ
せること（６班）、研究力の低い者と未提出者が同じ C となっているので提出の義務化あるい
は提出状況の管理、評価基準の見直しが必要であること（２班、４班）も課題として浮かび上
がってきます。これについては、教員評価制度の責任者や担当部署に制度自体の見直しを提言
し、2018 年度中に見直しを行うことができれば、新制度に基づく教員評価の実施まではできな
くても、対策を講じていることの説明にはなります。
「研究力が向上している」についても、変化を示すエビデンスが示されていないので、その
状況が分かる数値指標（例えば、国際的な学術誌への掲載数・引用数、国際会議での発表）の
経年変化を示す必要があります（２班、４班、６班、８班）。また、アウトカムとして目標「教
育内容の充実」への反映状況を示すこと（６班、10 班）も重要です。

（関［新潟大］・土橋［神戸大］）
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５．アンケート結果
参加者アンケートは、スタッフを除く参加者 33 名から回答があり、回収率は 82.5%でした。
評価初心者セッションに関するアンケート結果の概要は以下のとおりでした。
（注）

各問とも１つのみ回答（必須）

問 4．本セッションで得たものはありましたか。
・知識

10 名（30.4％）

・スキル

1 名（3.0％）

・事例

4 名（12.1％）

・考え方

16 名（48.5％）

・心構え

1 名（3.0％）

・人脈

1 名（ 3.0％）

・得たものはない

0 名（0.0％）

・その他

0 名（0.0％）

問 5．ご自身の業務に活かせそうですか。
21 名（63.6％）

・近いうちに使いたい

9 名（27.3％）

・使えるかどうか検討したい

2 名（ 6.1％）

・どちらとも言えない

0 名（ 0.0％）

・使う予定・機会はない

1 名（ 3.0％）

・使えるものはない

0 名（ 0.0％）

・早速使いたい

問 6．本セッションについて教えてください。【内容】
16 名（48.5％）

・理解できた
・どちらとも言えない

1 名（ 3.0％）

・やや理解できなかった

0 名（ 0.0％）

・概ね理解できた
・理解できなかった

16 名（48.5％）
0 名（ 0.0％）

問 7．本セッションについて教えてください。【難易度】
・易しい

2 名（6.1％） ・やや易しい

4 名（12.1％） ・丁度よい

・やや難しい

2 名（6.1％）

0 名（ 0.0％）

・難しい

25 名（75.7％）

問 8．本セッションについて教えてください。【時間】
・長い

0 名（ 0.0％）

・やや長い

7 名（21.2％）

・やや短い

0 名（ 0.0％）

・短い

0 名（ 0.0％）

・丁度よい

26 名（78.8％）

問 9．本セッションについて教えてください。【満足度】
・満足

27 名（81.8％） ・概ね満足

・やや不満足

0 名（ 0.0％）

6 名（18.2％） ・どちらとも言えない

・不満足

0 名（ 0.0％）

0 名（ 0.0％）

満足度について全員が「満足」
（81.8％）及び「概ね満足」
（18.2％）、時間について 78.8％が「丁
度よい」とした一方 21.2％が「やや長い」、難易度について 75.7％が「丁度よい」とした一方 18.2％
が「やや易しい」及び「易しい」、内容について 97.0％が「理解できた」及び「概ね理解できた」
と回答しました。満足度における肯定的な回答の理由として、講義と演習のバランスよい組み合
わせによる学び、事例を用いた演習による実践練習、グループワークにおける他大学等の評価担
当者との意見交換や情報共有による気づき等が挙げられていました（下記アンケート結果の詳細
参照）。一方、感想・意見として、予習テキストを前提とした講義の難易度について改善提案があ
りました。これについては、【難易度】の結果と併せて、次年度改善したいと考えています。
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アンケート結果の詳細

ID

得たもの

1

知識

2

知識

業務への

内容

難易度

時間

早速使い

理解でき

丁度よい

丁度よい

たい

た

早速使い

理解でき

たい

た

活用

満足度
満足

左記（満足度）の理由

感想・意見等

そもそも評価についての知識がなかっ
たので、非常に勉強になったため

丁度よい

丁度よい

満足

評価担当職員としての基本、心構えな
どを整理することができました。
また、困ったときに聞ける人脈も作れ
たと思います。

3

考え方

使えるか

概ね理解

やや易し

どうか検

できた

い

丁度よい

満足

演習で実際の業務に即した作業を行う
ことができたことが大変嬉しかったで

討したい

す。評価業務に携わった事がなくて
も、大変わかりやすかったです。

4

考え方

近いうち

理解でき

に使いた

た

丁度よい

やや長い

満足

実践形式だったため、知識と行動面で
成長できた

い
5
6
7
8

考え方
考え方
知識
知識

早速使い

理解でき

丁度よい

やや長い

概ね満足

たい

た

早速使い

概ね理解

丁度よい

やや長い

概ね満足

たい

できた

早速使い

概ね理解

やや易し

やや長い

満足

たい

できた

い

近いうち

概ね理解

丁度よい

丁度よい

満足

に使いた

できた

事例を通して業務の経験ができ、講義

他大学、他機関の職員との意見交換等

で得た知識を使うことができたため。

ができ、貴重な時間となりました。

い
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9

考え方

近いうち

理解でき

に使いた

た

丁度よい

丁度よい

満足

丁度よい

丁度よい

満足

丁度よい

やや長い

満足

講義と演習のバランスが良い

い
10
11

考え方
考え方

早速使い

理解でき

たい

た

早速使い

概ね理解

たい

できた

自分の知りたい内容と理解の水準が合

グループのメンバーとも活発に議論が

っていたから

でき有意義な学習ができたと思いま
す。

12
13

事例
考え方

早速使い

概ね理解

たい

できた

早速使い

理解でき

たい

た

丁度よい

丁度よい

満足

丁度よい

丁度よい

満足

前半の講義において初心者にとって非

問10にて回答したとおり，大学の評価

常に分かり易い資料をもとに説明いた

に関する基本的な発想法を体感するこ

だき，後半の演習においても，事例を

とができ，非常に有意義な研修でし

用いて演習を行いその後解説をいただ

た。ありがとうございました。

くことによって，大学の評価に関する
基本的な考え方を身に付けるきっかけ
となったため。
14

スキル

早速使い

概ね理解

たい

できた

丁度よい

丁度よい

満足

日々の評価業務に即した内容で、講義
から実践、発表まで一連の流れを実際
に体験できたから。また、他大学の担
当者の方と直接お話しできたから。

15
16
17

知識
知識
考え方

早速使い

理解でき

たい

た

早速使い

理解でき

たい

た

近いうち

どちらと

丁度よい

丁度よい

満足

丁度よい

丁度よい

満足

グループメンバーと共同で丁寧に学べ
る形式になっていた。

丁度よい

丁度よい

満足

事例の紹介やワークを通じて文書の内
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18
19

事例
人脈

に使いた

も言えな

容を考えるための具体的な体験ができ

い

い

たため

早速使い

概ね理解

やや難し

たい

できた

い

近いうち

概ね理解

やや易し

に使いた

できた

い

早速使い

概ね理解

丁度よい

たい

できた

丁度よい

満足

丁度よい

概ね満足

丁度よい

概ね満足

い
20

知識

評価担当者ではないが、理解する必要

初心者にもわかりやすく、ついていけ

があり参加したところ、他大学の担当

ました。ありがとうございました。

者からの声を直接聴けたり、ロジック
の組み立て方を直に学ぶことができた
ため。
21

考え方

近いうち

概ね理解

やや難し

に使いた

できた

い

丁度よい

満足

い
22
23

心構え
考え方

早速使い

理解でき

たい

た

近いうち

概ね理解

に使いた

できた

丁度よい

丁度よい

満足

丁度よい

やや長い

満足

丁度よい

丁度よい

満足

グループワークのおかげで、自分で気

グループワークがあっため、理解も進

づける範囲を大きく超えた意見を身に

んだうえ、コミュニケーションもとれ

着けることができた。

ました。ありがとうございました。

事前配付資料にて事前にある程度の知

認証評価、法人評価の違い等につい

識を得たうえでの参加となり、講義及

て、本学でも前任者から簡単な説明を

び演習時にスムーズに内容を理解する

受けてはいたが、今回改めて講義等で

ことができた。

説明を受けることでよく理解すること

演習時においては、班員が４名と少な

ができた。

く、もれなく発言、作業及び発表する

また、他大学の方との繋がりを得るこ

い
24

考え方

早速使い

理解でき

たい

た
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機会があったため、充実した討論等が

とができ、大変有意義であった。

できたと思うため。
25

考え方

早速使い

理解でき

たい

た

易しい

丁度よい

満足

他大学の方といろいろ話し合いながら

事前に予習しておく資料がサイトにア

できたことで、自分で気づけなかった

ップされていましたが、講義内容が完

ところなども認識できましたし、意見

全にそれに沿ったものだったので、当

交換すること自体が楽しかったです。

然予習してあるものとしてもう少し難
易度を上げた講義にしていただいても
よかったかと思います。

26

知識

使う予

理解でき

定・機会

た

丁度よい

丁度よい

概ね満足

くの知識を得られたことがよかったで

はない
27

考え方

す。

近いうち

概ね理解

に使いた

できた

丁度よい

丁度よい

満足

い
28

考え方

評価担当ではないが、評価について多

講義の説明が分かりやすかったこと

運営スタッフの方々に心から感謝申し

と、ワークが練習となり感覚が少し掴

上げます。

めたため。

近いうち

概ね理解

に使いた

できた

丁度よい

やや長い

概ね満足

実践の機会が多く、新たな気づきのき
っかけがあったため。

い
29

事例

早速使い

理解でき

やや易し

たい

た

い

丁度よい

満足

自己評価書を作成するにあたっての基
本的な考え方を学ぶことができまし
た。具体的な事例に取り組むことで状
況をイメージしやすく、今後の業務に
活かせそうな観点を学ぶことができ、
非常に勉強になりました。ありがとう
ございました。

30

事例

使えるか

理解でき

どうか検

た

易しい

丁度よい

満足

他大学の皆さんと知見を共有し作業に
あたれて大変有意義でした。
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討したい
31
32
33

考え方
知識
知識

早速使い

概ね理解

たい

できた

早速使い

概ね理解

たい

できた

早速使い

理解でき

たい

た

丁度よい

丁度よい

満足

実際の業務に役立つ内容だった。

評価の考え方を学ぶことが出来、大変
勉強になった。

丁度よい

丁度よい

満足

丁度よい

丁度よい

満足

業務に活かせる知識を学べたので、満
足です。

（関［新潟大］・土橋［神戸大］・藤井［九州大］
・白石［清泉女子大］）

53

アンケートのお願い【評価初⼼者】
この度は、ご参加おつかれさまでした。大学評価コンソーシアムでは、評価や IR、大学や教学のマネジメ
ントに関する催し物を企画、運営しております。今後の催し物の改善のために、ご意見をいただければと
思います。ご協力よろしくお願いいたします。アンケート結果は報告書等に掲載し共有します。その際、
お名前は公表しません。ご所属のうち、国公私立の別についてのみ掲載します。
アンケートの回答期間は、8 月末日とさせて頂きます。
ご協力のほどお願い申し上げます。
*

必須

1.問 1．ご所属

*

1 つだけマークしてください。
○ 国立大学

○ 公立大学

○ 私立大学

○ その他

2.問 2．ご所属機関名（任意）

3.問 3．お名前（任意）

4.問 4．本セッション・分科会で得たものはありましたか。

*

1 つだけマークしてください。
○ 知識

○ スキル

○ 得たものはない

○ 事例

○ 考え方

○ 心構え

○ 人脈

○ その他：

5.問 5．ご自身の業務に活かせそうですか。*
1 つだけマークしてください。
○ 早速使いたい

○ 近いうちに使いたい

○ 使えるかどうか検討したい

○ どちらとも言えない

○ 使う予定・機会はない

○ 使えるものはない

6.問 6．本セッション・分科会について教えてください【内容】*
1 つだけマークしてください。
○ 理解できた

○ 概ね理解できた

○ やや理解できなかった

○ 理解できなかった

○ どちらとも言えない

7.問 7．本セッション・分科会について教えてください【難易度】*
1 つだけマークしてください。
○ 易しい

○ やや易しい

○ 丁度よい

○ やや難しい
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○ 難しい

8.問 8．本セッション・分科会について教えてください【時間】*
1 つだけマークしてください。
○ 長い

○ やや長い

○ 丁度よい

○ やや短い

○ 短い

9.問 9．本セッション・分科会について教えてください【満足度】*
1 つだけマークしてください。
○ 満足

○ 概ね満足

○ どちらとも言えない

○ やや不満足

○ 不満足

10.問 10．問 9（満足度）で回答された理由を教えてください

11.問 11．本セッション・分科会についてご感想・ご意見等がありましたらお書きください

12.問 12．今後、取り扱ってほしいテーマ・内容等ありましたらお書きください
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６．本セッションの運営について
6.1

運営スタッフ
○当日のスタッフ
関

隆宏*

新潟大学

経営戦略本部評価センター

土橋

慶章*

神戸大学

戦略情報室、評価室

准教授

准教授

○当日、本セッションを担当したスタッフ以外の構築メンバー
小湊

卓夫*

九州大学

基幹教育院

准教授

浅野

茂*

山形大学

学術研究院（企画部）

大野

賢一*

鳥取大学

大学評価室

教授

学長室 IR セクション 学長特別補佐（IR 担当）
嶌田

教授

敏行*

茨城大学

全学教育機構（IE オフィス）

末次剛健志*

佐賀大学

総務部企画評価課

藤井

都百*

九州大学

インスティテューショナル・リサーチ室

藤原

将人*

立命館大学

山本

幸一*

明治大学

教学部学事課
教学企画部

准教授

専門職（IR 主担当）
准教授

課長補佐

教学企画事務室

副参事

*は大学評価コンソーシアム幹事
6.2

本プログラムの構築について
評価初心者セッションのプログラム構築については、2008～2009 年度九州大学教育研究
プログラム・研究拠点形成プロジェクト「大学マネジメント人材育成プログラム構築のため
の実践的調査研究（研究代表者：小湊卓夫）」とその成果である「SD セミナー－現場と計画
評価をつなぐ」（2009 年 9 月九州大学にて実施）を参考にさせていただきました。
この SD セミナーの内容はその後、大学評価担当者集会においても、初心者向けの研修と
してこれまで継続して行われてきたものです。九州大学の支援による研究プロジェクトから
始まり、大学評価担当者集会における研修実施に至るまで、大変ご尽力を頂いた、関口正司
先生をはじめ、九州大学大学評価情報室（当時）の室員の方々に、厚く御礼申し上げます。
また、平成 24 年度科学研究費補助金（学術研究助成基金助成金）基盤研究（C）
「IR マイ
（課題番号：24530988、研
ンドを涵養する評価人材の育成プログラムの構築に関する研究」
究代表者：嶌田敏行）、平成 27 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（B）
「大学の評価・IR 機能の高度化のための実践知の収集・分析とその活用に関する研究」（課
題番号：15H03469、研究代表者：嶌田敏行）も使用しました。

最後に、評価初心者セッションの実施、成果のとりまとめ、報告書作成に当たり、参加された
40 名すべての方に感謝申し上げます。
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