⼤学評価・IR 担当者集会 2019

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

令和元年 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。

令和元年 9 月 18 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 准教授）
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。このセッションでは、基本的な部分を講義形式で行い、続けて受講者主役型の演習を通じて、
内容理解と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
んどない初心者を対象とします。
1.2

開催日時及び会場

日時：

令和元年 8 月 22 日（木）10:00～17:40（情報交換タイム：17:40～18:30）

会場：

神戸大学 六甲台第１キャンパス 本館３３２教室

1.3

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 41 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、短期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 78％（前年度 85％で７ポイント減）
、教員が 22％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 68％（前年度 73％で５ポイント減）と最も多く、
次いで教員の准教授・講師等が 20％（前年度 10％で 10 ポイント増）でした。例年どおり、評価
担当職員の方々が多く参加されていましたが、今年度は准教授・講師等が増加傾向でした。
所属区分別では、国立大学が 54％（前年度 55％で１ポイント減）で半数以上を占めており、私
立大学は 32％（前年度 22％で 10 ポイント増）でした。
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職種別【詳細】（N=41）
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地域ブロック別では、近畿地方が 27％で最も多く、次いで九州・沖縄地方が 20％でした。西日
本の参加者が半数以上を占めていますが、他地方の参加比率もほぼ同程度あり、概ね全国の大学
から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、近畿地方の国立大学の職員が 17％
と最も多く、次いで九州・沖縄地方の国立大学の職員及び中部地方の国立大学の教職員が 12％で
した。
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地域ブロック・所属区分別（N=41）
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本セッションでは、評価の実務経験がほとんどない方（概ね１年未満）を対象としており、大
学評価担当者の基礎知識と心得、第３巡目の大学機関別認証評価や目標・計画に基づく評価（法
人評価の４年目終了時評価等）の概要等に関する講義や演習課題を用いたワークを行ったことか
ら、自己評価書を作成する際に求められる発想法や書き方のポイント等の習得について関心が高
かったと推察されます。
（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

予定時刻
午前の部

実施事項
大学評価の基礎、自己評価書の作成

10:00～10:15

オープニング

10:15～11:00

講義１

大学評価担当者の基礎知識と心得

11:00～11:30

講義２

大学評価の実務（１）

演習１

自己評価書（実績報告書）のチェック

11:30～12:00

※

演習課題１を用いた演習

12:00～12:20

演習１の解説

12:20～13:30

（座席配置変更・昼食休憩）

午後の部
13:30～14:10
14:10～15:15

大学評価の最近の話題、根拠資料・データの検討
講義３

大学評価の実務（２）

演習２

根拠資料・データの検討

※

演習課題２を用いた演習（ポスター作成）

15:15～15:25

（ポスター掲示・休憩）

15:25～17:00

ポスターセッション（グループワークの結果発表）

17:00～17:15

演習２の解説
講義４

評価を改善に活かすために

17:15～17:40
まとめ
17:40～18:30

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。

10:00～10:07

オープニング

大学評価コンソーシアム代表幹事から主催者挨拶と、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。

10:07～10:53

講義１

大学評価担当者の基礎知識と心得

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（8～11 ページ）に基づき、
「大学評価担当者の基礎知
識と心得」
、
「認証評価の概要」
、
「目標・計画に基づく評価の概要」を説明し、制度としての大学
評価に関する知識を整理するとともに、評価担当者としての基本的な心得を共有しました。
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１．大学評価担当者の基礎知識と心得

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

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

例えば，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

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

大学評価導入の経緯

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

国立大学法人評価

評価の対象

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

評価の目的

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

実施時期

 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）
 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. 大学設置基準の大綱化（1991年）

国立大学法人法
国立大学法人法

 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

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

評価業務に当たって意識すべき事項
(1)

 認証評価制度，国立大学法人評価制度の開始（2004年）に伴い，

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
エビデンス（根拠）に基づく評価



支援的

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。

の徹底

(2)

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

 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。

 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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２．認証評価の概要

２．認証評価の概要

認証評価とは

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
 令和２年度より大学評価基準に適合しているか否かの認定を義務付け。

②

 目的

質を保証

各大学等における教育研究活動等の

質の改善・向上

各大学の

目的や目標

を踏まえた評価

 各大学の個性を伸ばす

し，

③

に資するために，認証評価機関が定める

自己点検・評価

に基づく評価

 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

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。

を支援・促進

④

 認証評価の種類

①
②

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

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

機関別認証評価（７年以内ごと）
専門分野別認証評価（５年以内ごと）
9
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２．認証評価の概要

２．認証評価の概要

大学機関別認証評価を行う認証評価機関及び評価基準

評価の重点

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
領域２
領域３
領域４
領域５
領域６

基準１

大学基準協会
理念・目的

基準２

内部質保証に関する基準 基準３
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

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。

内部質保証

基準２

学生

②

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。

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

学生支援

基準８

教育研究等環境

基準９

社会連携・社会貢献

基準10

大学運営・財務

 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。

（注）上記以外に，大学が
個性・特色としている
領域に関して独自基準を
設定することができる。

 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。

※ 2020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。
11
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２．認証評価の概要

２．認証評価の概要

大学機関別認証評価のスケジュール

大学機関別認証評価の自己評価書 (1/3)

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

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月末
３月
評価結果の確定及び公表
「大学評価結果」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。

13

14

9

２．認証評価の概要

２．認証評価の概要

大学機関別認証評価の自己評価書 (2/3)

大学機関別認証評価の自己評価書 (3/3)

大学改革支援・学位授与機構
基準２－４

大学基準協会

日本高等教育評価機構

教育研究上の基本組織の新設や変更等重要な見直しを行うにあたり、大学としての適切性等に関する検証が行われる仕組みを有していること
分析項目

第○章（基準○）

分析項目に係る根拠資料・データ欄

基準○

・明文化された規定類

分析項目２−４−１
学部又は研究科その他教育研究上の組織の新設・改廃等の重要な見直しを行うに

（１）現状説明

・新設や改廃に関する機関別内部質保証体制で審議された際の議事録と当該関係資料

あたり、機関別内部質保証体制で当該見直しに関する検証を行う仕組みを有してい

（１）自己判定

点検・評価項目②

（２）自己判定の理由
（事実の説明及び自己評価）

【特記事項】
①上記の各分析項目のうち、根拠資料では、分析項目の内容を十分に立証できないと判断する場合には、当該分析項目の番号を明示した上で、その理由を 400 字以内で記述すること。
分析項目２－４－１

・・・

・

（３）改善・向上方策（将来計画）

・

②この基準の内容に関して、上記の分析のみでは自己評価できない活動や取組における個性や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、根拠資料とともに箇条書きで記述すること。
活動取組２－４－Ａ

基準項目○ー１

点検・評価項目①

ること

・・・

（２）長所・特色

基準項目○ー２
・

【基準に係る判断】 以上の分析内容を踏まえ、当該基準を満たすか満たさないか。（該当する□欄をチェック■）
☐

当該基準を満たす

☐

当該基準を満たさない

（３）問題点

・

（４）全体のまとめ

優れた成果が確認できる取組

基準○の自己評価

・
改善を要する事項
・

15

16

３．目標・計画に基づく評価の概要

３．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

目標・計画に基づく評価の例 (1/2)

 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・

（１）国立大学
 国立大学法人法で，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。

 国立大学法人評価委員会は，独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に認証評価

の結果を踏まえて国立大学法人評価を行うよう要請（令和２年４月施行）

 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。

 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

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。
（２）公立大学
 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。
 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。
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。

１）進捗管理を兼ねた定期的な自己点検・評価
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
 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

受けることが求められている。
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３．目標・計画に基づく評価の概要

３．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）

目標・計画に基づく評価の例 (2/2)
（３）私立大学
 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，年度ごとに事業の

①

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。


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～令和３年度

認証評価の結果を踏まえて事業に関する中期的な計画等の作成義務化。（令和２年度施行。
内容等の設定は各学校法人に委ねられるが，期間は原則として５年以上，盛り込むべき
事項として，教学，人事，施設，財務等。）

②

中期計画

 中期目標を実現するための具体的な計画

 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。

③

（４）国公私立大学共通

年度計画

 毎年度，中期計画に沿って定める計画

 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。

※

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。）

 改善に向けた活動の実施状況だけでなく，その活動の効果についても自己評価を行う

必要がある。
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３．目標・計画に基づく評価の概要

３．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

認証評価と目標・計画に基づく評価の違い

種類
実施年度
評価者

年度評価
毎年度
国立大学法人評価
委員会

提出書類 実績報告書

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
※ 年度評価と一体化

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

学部・研究科等の現況調査表

された様式
研究業績説明書
・業務運営等に係る ・附属病院，附属 ・教育，研究，社会との連
年度計画の実施状況 学校，業務運営等 携，グローバル化等に係る
・「戦略性が高く， に係る中期目標の 中期目標の達成度及び中期
主な
意 欲 的 な 目 標 ・ 計 達成度及び中期計 計画の実施状況
評価項目 画」の進捗状況
・学部・研究科等の教育・
画の実施状況
・教育研究等の質の
研究に関する取組や活動，
向上に係る総括的な ・共通の観点に関 成果の状況の質（中期目標期
する取組状況
間中の質の向上度も含む）
状況

自己評価書の記述

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。
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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。
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。
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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）
。
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【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
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。2020 年 4 月 1 日施行の学校教育法等の一部を改正
する法律において、教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を義務付け（学
校教育法第 109 条第 5 項）
、適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して、文部科
学大臣が報告または資料の提出を要求すること（学校教育法第 109 条第 7 項）が定められた。
【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
」
）を踏まえる
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）
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。
13

【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。
【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。
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【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。
【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。

■参考資料


川口昭彦（独立行政法人大学評価・学位授与機構編集）
（2006）
『大学評価文化の展開―分
かりやすい大学評価の技法』大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ、ぎょうせい



関

隆宏（2017）
「初めて評価を担当される方へ（後編）
」、情報誌『大学評価と IR』、第 9

号、3-19


関口正司（2004）
『教育改善のための大学評価マニュアル』
、九州大学出版会



大学基準協会（2013）
『大学評価ハンドブック 2014（平成 26）年度申請大学用』



大学評価・学位授与機構編著（2010）『大学評価文化の定着―日本の大学教育は国際競争に
勝てるか？』大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ、ぎょうせい



大学改革支援・学位授与機構（2016）『高等教育に関する質保証関係用語集 第 4 版』



大学改革支援・学位授与機構質保証システムの現状と将来像に関する研究会（2017）「教育
の内部質保証に関するガイドライン」



中井俊樹、鳥居朋子、藤井都百（2013）『大学の IR Ｑ＆Ａ』高等教育シリーズ 161、玉川
大学出版部
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11:00～12:20

講義２

大学評価の実務（１）
、演習１ 自己評価書（実績報告書）のチェック

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・
後編）
」の要点をまとめた講義編スライド（18～19 ページ）に基づき、
「実際の取組を点検・評
価するための考え方」と「自己評価書作成にあたってのチェックポイント」を説明し、チェック
の前提となる基本的な考え方と具体的な注意点を共有しました。
次に、配付資料（20～21 ページ）の演習課題１（自己評価書（実績報告書）のチェック）に
ついて、不備の少ない自己評価書の作成をねらいに、個人ワーク及び隣の人との意見交換による
演習を行いました。演習では、評価大学という架空大学の４つの年度計画の実施状況を記載した
作成中の自己評価書を題材として、個人が各計画の実施状況を読み込み、記述内容を吟味し、隣
の人と問題点の指摘、改善策の提案等について議論しました。
その後、スタッフが準備した解答例を基に、
「問題点（関連するチェックポイントを含む）
」及
び「改善例」について、講師が解説しました。
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４．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。

４．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。
「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

大学／学部等の諸活動
（

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

23
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５．自己評価書作成に当たってのチェックポイント

５．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？ (1/2)

（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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５．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？ (2/2)

５．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。

27
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５．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？ (1/3)

５．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？ (2/3)

 「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～R1
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

H30

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

R1

→ 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。

 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

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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５．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？ (3/3)

５．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？ (1/2)

（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

H30

老化防止薬の開発

H28～R1

5,000

5,000

△△△情報通信

ビッグデータの管理に関する研究

H29～30

6,500

8,500

◇◇◇◇工業

耐震性を高める建築方法

H30

2,000

◇◇◇◇工業

断熱効果の高い建築方法

R1

－

ある記述をする。

R1

○○製薬

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）

（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。

－

→

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。

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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５．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？ (2/2)
 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。

33
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演習課題１
※

自己評価書（実績報告書）のチェック

ここでは、目標・計画に対する実績報告や国立大学法人評価の年度評価に係る自己評価
書（実績報告書）の作成場面を想定している。本来は「中期目標」
「中期計画」
「年度計画」
のすべてを記載する必要があるが、ここでは簡単のため、年度計画とその実施状況のみ
記している。

計画１

学生を海外の大学に派遣し、国際感覚を身につけさせる。

（計画の実施状況）
トロント第三国際文化大学（カナダ）への語学研修プログラム（約２週間）へ、定員とな
る 100 名の学生を派遣した。事後アンケートによると、82％の学生が「語学力が向上した」
と回答しており、国際感覚が養われた。

計画２

科研費などの外部資金の獲得額を増加させる。

（計画の実施状況）
昨年度に引き続き URA を３人雇用し、研究推進課と URA が連携して外部資金獲得に向け
た戦略を継続的に検討するとともに、７月に企業を対象としたシーズ展、９月に科研費学内
説明会を各学部で開催した。URA による外部資金申請支援を行った結果、外部資金獲得額が
昨年度より 2,500 万円増加した。

20

計画３

大学の経費を抑制する。

（計画の実施状況）
随意契約から競争入札による契約への切り替え等を推進し、経費節減を図った。

計画４

大学広報を積極的に推進する。

（計画の実施状況）
「評大だより」を発行し、本学の最新の教育研究上の取組や成果を積極的にアピールした。
また、SNS の媒体や発信頻度を増やした結果、フォロワー数が大幅に増加し、当初計画を上
回って実施した。

21

13:30～15:30

講義３

大学評価の実務（２）
、演習２ 根拠資料・データの検討

講義３として、大学評価をめぐる最近の話題から、来年度行われる国立大学法人評価の４年目
終了時評価の概略、３巡目の認証評価で特に重視される内部質保証と学修成果の基本的な考え
方、指標（評価指標）の基本的事項を、講義編スライド（23～27 ページ）に基づいて説明し、
大学評価業務の高度化の諸相について理解を深めました。
次に、事前配付資料（28～36 ページ）の演習課題２（根拠資料・データの検討）について、
認証評価の 3 つの分析項目を題材に、それらに対する根拠資料・データを収集・作成している途
中段階に各担当部署から提出された根拠資料・データに関して検討する演習を、グループワーク
により行いました。演習では、
「分析項目１ 内部質保証が有効に機能しているか。
」
「分析項目
２

学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。
」
「分析項目３ 適切な授業形態、学習

指導法が採用され、授業の方法及び内容が学生に対して明示されているか。
」のそれぞれについ
て、１、４、７班は分析項目１を、２、５、８班は分析項目２を、３、６、９班は分析項目３を
題材として、グループ内で根拠資料・データの適切さや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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６．大学評価をめぐる最近の話題

評価担当者に求められるスキルの変化

（国立大学法人評価の）４年目終了時評価
 ４年目終了時評価が決定的に重要

 （大学によって状況は異なるが）従来，評価担当者は自己評価書の作成

 ４年目終了時評価の結果を中期目標期間終了時評価で挽回することは

ができれば職務を十分遂行していた。

ほとんどない。

 最近は，評価担当者に，自己評価書作成以外の業務が課せられるように

 運営費交付金配分に反映されるのは４年目終了時評価の結果

なっている。

 主な作成書類と提出期限

 例えば，内部質保証への対応，改善計画や中期目標・中期計画・年度

1. 実績報告書（附属病院，附属学校，業務運営）令和２年６月30日（火）

計画の策定，指標策定，IRなど，専門性／高度なスキルを要する業務

2. 中期目標の達成状況報告書（教育研究等）

 一方，（自己評価書の作成は決して易しい業務ではないにも関わらず）

自己評価書に求められる内容も高度化している。

令和２年６月30日（火）

3. 学部・研究科等の現況調査表（教育，研究）

令和２年５月29日（金）

4. 研究業績説明書

令和２年４月24日（金）
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６．大学評価をめぐる最近の話題

実績報告書（令和元事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～

中期目標の達成状況報告書

31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書）

 附属病院，附属学校，業務運営等に係る中期計画ごとに「平成28～30

 教育研究等に係る中期計画ごとに「平成28～31年度の実施状況・

年度の実施状況」「令和元年度の実施状況」「令和２～３年度の実施
予定」を記載し，進捗状況をⅠ～Ⅳの４段階で自己評価
 ４年目終了時評価の評価方法

実績」と「2020, 2021年度の実施予定」に基づいて達成度を自己
評価

※ 共通の観点等の状況も加味される。

 ４年目終了時評価の評価方法

 各中期計画の評価結果（４段階）の積み上げ式

※ 現況分析等の結果も活用

 各中期計画の評価結果（３段階）の積み上げ式

 評定は「特筆すべき進捗状況」「計画以上の進捗状況」「順調」

 評定は「非常に優れている」「優れている」「良好」「おおむね

「おおむね順調」「遅れている」「重大な改善事項がある」の６段階

良好」「不十分」「重大な改善事項がある」の６段階

 すべての計画の達成状況が「上回って実施」または「十分に実施」

（４段階の上位２つの評価）で，定員未充足やコンプライアンス違反
などがなければ，全体の評価としては「順調」以上になる。

 多くの計画の達成状況が「優れた実績を上げている」（３段階で

一番高い評価）でなければ，全体の評価としては「良好」以上に
はならない。
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６．大学評価をめぐる最近の話題
学部・研究科等の現況調査表（教育，研究）(2/2)

６．大学評価をめぐる最近の話題

学部・研究科等の現況調査表（教育，研究）(1/2)
 様式が第２期のものから大幅に変更。

 評価方法

 必須記載項目と（学系ごとに若干異なる任意選択の）選択記載項目が

 以下の分析項目ごとに評価

ある

（教育）教育活動の状況，教育成果の状況

（教育）教育活動の状況〔8必須項目〕，教育成果の状況〔2必須項目〕

（研究）研究活動の状況，研究成果の状況

（研究）研究活動の状況〔4必須項目〕，研究成果の状況〔1必須項目〕

 学部・研究科等の教育研究上の目的に照らして次の視点から判定

 記載項目ごとに「基本的な記載事項」（別添資料・データを推奨）と

・取組や活動，成果の状況の質の程度

「第３期中期目標期間に係る特記事項」を箇条書きで記載

・第２期中期目標期間終了時点と評価時点での質の向上の状況

 学部・研究科等の目的や特徴，特色等に即して，学部・研究科等の

取組や活動，成果の状況がどの程度の質にあるのかという視点で，
第２期中期目標期間終了時点と評価時点での質の向上の状況を含めて
分析し，記述

 判定は「特筆すべき高い質にある」「高い質にある」「相応の質に

ある」「質の向上が求められる」の４段階

40
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６．大学評価をめぐる最近の話題

研究業績説明書

６．大学評価をめぐる最近の話題
３巡目の認証評価（認証評価の重点：再掲）

 SS，Ｓに該当する研究業績の要旨や，第三者による評価結果や客観的な

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。

②

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。

指標等を用いて，SS，Ｓに該当することの説明を記載
 各組織の専任教員数の原則20％を上限として提出
 判断基準
判定

学術的意義

社会，経済，文化的意義

SS

当該分野において卓越した水準

社会，経済，文化への貢献が卓越

Ｓ

当該分野において優秀な水準

社会，経済，文化への貢献が優秀

Ａ

当該分野において良好な水準

社会，経済，文化への貢献が良好

Ｂ （標準） 当該分野において相応の水準
Ｃ

上記の段階に達していない

 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。
 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。

社会，経済，文化への貢献が相応

 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。

上記の段階に達していない
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６．大学評価をめぐる最近の話題
認証評価の自己評価書の様式等の変更（下線部）

内部質保証

 大学改革支援・学位授与機構

 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

 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

いるか評価されてきたが，３巡目は一層重視される。

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。

 認証評価機関における「内部質保証」の定義

 大学基準協会

大学等が，自らの責任で自学の諸活動について点検・評価
大学改革支援・
を行い，その結果をもとに改革・改善に努め，それによっ
学位授与機構
てその質を自ら保証すること。

 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

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
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。
自らの責任で自主的・自律的な自己点検・評価を行い，
日 本 高 等 教 育 その結果をもとにした自己改善により，三つのポリシーを
評価機構
起点とする教育研究活動及び中長期的な計画を踏まえた
大学運営全般の質を保証すること。

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。

大学基準協会

 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。
 従来からの独自基準に加え，特色ある教育研究活動や事業を「特記事項」として

３つまで記述。
44
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内部質保証のポイント

内部質保証システムの主な構成要素

① 大学が

自らの責任

で行う

①内部質保証に関する全学の方針・責任体制

～大学は自律性のある組織である

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

②

に行う

恒常的・継続的

③ 自己点検・評価の結果を基に

 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。

～認証評価対応のものではない

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。

質の向上

を図る

④学生や外部者の参画（関係者への意見聴取など）

～改善志向・PDCAサイクルの確立

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

④ 大学の諸活動の質を

自ら保証

する

☆

『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。

～社会からの信頼を得る

46
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内部質保証に係る評価の視点 (1/8)

内部質保証に係る評価の視点 (2/8)

＜大学改革支援・学位授与機構＞ 領域２ 内部質保証に関する基準

（大学改革支援・学位授与機構）領域２

基

準

基準２－１

分析項目の概略

内部質保証に
係る体制が明確
に規定されて
いること

大学等の教育研究活動等の質及び学生の学習成果の水準について，
継続的に維持，向上を図ることを目的とした全学的な体制（以下
「機関別内部質保証体制」）の整備
２－１－２ 教育研究上の基本組織が，教育課程について責任をもつような
質保証の体制整備
２－１－３ 施設及び設備，学生支援並びに学生の受入に関して質保証に
ついて責任をもつ体制の整備

基準２－２

２－２－１

【重点評価項目】

【重点評価項目】

内部質保証のた
めの手順が明確
に規定されて
いること

基

２－１－１

各教育課程について３つのポリシーを機関別内部質保証体制が
確認する手順
教育課程ごとの点検・評価において，領域６の各基準に照らした
判断の実施
２－２－３ 施設及び設備，学生支援，学生の受入に関して行う自己点検・
評価の方法
２－２－４ 機関別内部質保証体制における関係者から意見を聴取する仕組み
２－２－５ 機関別内部質保証体制における自己点検・評価結果を踏まえた
対応措置について検討，立案，提案する手順
２－２－６ 機関別内部質保証体制において承認された計画を実施する手順
２－２－７ 機関別内部質保証体制において，決定した計画の進捗確認と，
その進捗状況に応じた必要な対処方法について決定する手順

準

内部質保証に関する基準
分析項目の概略

基準２－３

２－３－１

自己点検・評価の結果を踏まえて決定された対応
措置の実施計画に対する，取組の成果，取組の進捗
確認，取組への着手のいずれかの状況を確認
２－３－２ 点検に必要な情報を体系的，継続的に収集，分析
する取組の組織的な実施とその機能状況
２－３－３ 学生・卒業生を含む関係者からの意見を体系的，
継続的に収集，分析する取組の組織的な実施と，その
意見を反映した取組の実施状況
２－３－４ 質保証を行うに相応しい第三者による検証，助言を
受け，内部質保証に対する社会的信頼の向上状況
※ ２－３－２～２－３－４はより望ましい取組として分析

【重点評価項目】

内部質保証が有効に機能
していること

２－２－２

基準２－４

２－４－１

教育研究上の基本組織の新設
や変更等重要な見直しを行う
にあたり，大学としての適切
性等に関する検証が行われる
仕組みを有していること

学部又は研究科等の新設・改廃等の重要な見直しを
行う際に，機関別内部質保証体制が検証を行う仕組み
の有無
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内部質保証に係る評価の視点 (3/8)

内部質保証に係る評価の視点 (4/8)

＜大学改革支援・学位授与機構＞ 領域２ 内部質保証に関する基準
基 準
分析項目の概略

＜大学基準協会＞

基準２－５
２－５－１ 教員の採用及び昇格等に当たって，教育上，
組織的に，教員の質及び
研究上又は実務上の知識，能力及び実績に
教育研究活動を支援又は
関する判断の方法等の明確化と，その方法に
基づく実施
補助する者の質を確保し，
さらにその維持，向上を ２－５－２ 教員の教育活動，研究活動及びその他の活動
図っていること
に関する評価の継続的な実施
２－５－３ 評価の結果，把握された事項に対して評価の
目的に則した取組の実施
２－５－４ 授業の内容及び方法の改善を図るためのＦＤ
の組織的な実施
２－５－５ 教育活動を展開するために必要な教育支援者
や教育補助者の配置と適切な活用
２－５－６ 教育支援者，教育補助者に対する研修など
必要な質の維持，向上を図る取組の組織的な
実施

① 内部質保証のための
○下記の要件を備えた内部質保証のための全学的
な方針及び手続の設定とその明示
全学的な方針及び手続
を明示しているか。
・内部質保証に関する大学の基本的な考え方
・内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の
権限と役割，当該組織と内部質保証に関わる
学部・研究科その他の組織との役割分担
・教育の企画・設計，運用，検証及び改善・向上
の指針（ＰＤＣＡサイクルの運用プロセスなど）

基準２

点検・評価項目

内部質保証（その１）
評価の視点

② 内部質保証の推進に
○内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の
整備
責任を負う全学的な
体制を整備しているか。○内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の
メンバー構成
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６．大学評価をめぐる最近の話題

６．大学評価をめぐる最近の話題

内部質保証に係る評価の視点 (5/8)

内部質保証に係る評価の視点 (6/8)

＜大学基準協会＞

＜大学基準協会＞

点検・評価項目

基準２

内部質保証（その２）
評価の視点

基準２

点検・評価項目

③方針及び手続に基づき，○学位授与方針，教育課程の編成・実施方針及び
内部質保証システムは
学生の受け入れ方針の策定のための全学として
有効に機能しているか。 の基本的な考え方の設定
○内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織に
よる学部・研究科その他の組織における教育の
ＰＤＣＡサイクルを機能させる取り組み
○学部・研究科その他の組織における点検・評価
の定期的な実施
○学部・研究科その他の組織における点検・評価
結果に基づく改善・向上の計画的な実施
○行政機関，認証評価機関等からの指摘事項（設
置計画履行状況等調査等）に対する適切な対応
○点検・評価における客観性，妥当性の確保

内部質保証（その３）
評価の視点

④ 教育研究活動，自己点検・ ○教育研究活動，自己点検・評価結果，財務，
その他の諸活動の状況等の公表
評価結果，財務，その他の
○公表する情報の正確性，信頼性
諸活動の状況等を適切に
公表し，社会に対する説明 ○公表する情報の適切な更新
責任を果たしているか。
⑤ 内部質保証システムの適切 ○全学的なＰＤＣＡサイクルの適切性，有効
性
性について定期的に点検・
評価を行っているか。また，○適切な根拠（資料，情報）に基づく内部質
保証システムの点検・評価
その結果をもとに改善・
○点検・評価結果に基づく改善・向上
向上に向けた取り組みを
行っているか。
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６．大学評価をめぐる最近の話題

６．大学評価をめぐる最近の話題

内部質保証に係る評価の視点 (7/8)

内部質保証に係る評価の視点 (8/8)

＜日本高等教育評価機構＞

基準６

基準項目・評価の視点

内部質保証（その１）

＜日本高等教育評価機構＞

評価の視点に関わる自己判定の留意点

基準項目・評価の視点

６－１． 内部質保証の組織体制

□内部質保証に関する全学的な方針を明示して
①内部質保証のための組織の整備， いるか。
□内部質保証のための恒常的な組織体制を整備
責任体制の確立
しているか。
□内部質保証のための責任体制が明確になって
いるか。

６－２． 内部質保証のための
自己点検・評価

② IR（Institutional Research）など
を活用した十分な調査・データ
の収集と分析

内部質保証（その２）

評価の視点に関わる自己判定の留意点

６－３．内部質保証の
機能性
①内部質保証のための
□三つのポリシーを起点とした内部質保証が
学部，学科，研究科等
行われ，その結果が教育の改善・向上に反映
と大学全体の PDCA サ
されているか。
イクルの仕組みの確立 □自己点検・評価，認証評価及び設置計画履行
とその機能性
状況等調査などの結果を踏まえた中長期的な
計画に基づき，大学運営の改善・向上のために
内部質保証の仕組みが機能しているか。

□内部質保証のための自主的・自律的な自己点
検・評価をどのように行っているか。
□エビデンスに基づく，自己点検・評価を定期的
に実施しているか。
□自己点検・評価の結果を学内で共有し，社会へ
公表しているか。

①内部質保証のための自主的・
自律的な自己点検・評価の実施
とその結果の共有

基準６

□現状把握のための十分な調査・データの収集と
分析を行える体制を整備しているか。
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６．大学評価をめぐる最近の話題
学修成果に係る評価の視点 (1/3)

６．大学評価をめぐる最近の話題
大学改革支援・学位授与機構の別紙様式２－３－１

＜大学改革支援・学位授与機構＞領域６
基

改善・向上が必要
な事項を記載

準

教育課程と学習成果に関する基準

分析項目の概略

基準６－８
６－８－１ 標準修業年限内の卒業（修了）率及び「標準
修業年限×1.5」年内卒業（修了）率，資格取得
大学等の目的
等の状況
及び学位授与
方針に則して， ６－８－２ 就職及び進学の状況
適切な学習成
６－８－３ 卒業（修了）時の学生からの意見聴取の結果
果が得られて
６－８－４ 卒業（修了）後一定期間の就業経験等を経た
いること
卒業（修了）生からの意見聴取の結果

改善・対応
計画を記載

６－８－５ 就職先等からの意見聴取の結果
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６．大学評価をめぐる最近の話題
学修成果に係る評価の視点 (2/3)

６．大学評価をめぐる最近の話題
学修成果に係る評価の視点 (3/3)

＜大学基準協会＞基準４

＜日本高等教育評価機構＞ 基準項目３－３.学修成果の点検・評価

教育課程・学習成果（学習成果に関する部分）

点検・評価項目

評価の視点

評価の視点

評価の視点に関わる自己判定の留意点

⑥学位授与方針に明示した学生の学習
成果を適切に把握及び評価している
か。

○各学位課程の分野の特性に応じた学習成果
を測定するための指標の適切な設定
○学習成果を把握及び評価するための方法の
開発
≪学習成果の測定方法例≫
・アセスメント・テスト
・ルーブリックを活用した測定
・学習成果の測定を目的とした学生調査
・卒業生，就職先への意見聴取

①三つのポリシーを踏まえた
学修成果の点検・評価方法の
確立とその運用

⑦教育課程及びその内容，方法の適切
性について定期的に点検・評価を
行っているか。また，その結果を
もとに改善・向上に向けた取り組み
を行っているか。

○適切な根拠（資料，情報）に基づく点検・
評価・学習成果の測定結果の適切な活用
○点検・評価結果に基づく改善・向上

□三つのポリシーのうち，特にディプロ
マ・ポリシーを踏まえた学修成果を明示
しているか。
□学生の学修状況・資格取得状況・就職
状況の調査，学生の意識調査，卒業時の
満足度調査，就職先の企業アンケート
などを実施し，大学が定めた多様な
尺度・指標や測定方法に基づいて学修
成果を点検・評価しているか。

②教育内容・方法及び学修指導
等の改善へ向けての学修成果
の点検・評価結果のフィード
バック

□ 学修成果の点検・評価の結果を教育
内容・方法及び学修指導の改善にフィー
ドバックしているか。
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６．大学評価をめぐる最近の話題

６．大学評価をめぐる最近の話題
改善計画，中期目標・中期計画の策定と評価

指標（評価指標）とは
 「指標」とは，物事を判断したり評価したりするため

 改善計画，中期目標・中期計画の策定にあたっての注意点

の目印となるもの。
 指標を用いて知りたいのは達成度（目標との差）
 目標時点や目標値が定まっていることが必要
 「指標」の重要性
 値の変化の検出とその理由の調査
 比較を通じた強み・弱みの発見
 施策の効果検証（テコ入れや伸長に向けた活用）

 （経験や勘ではなく）データに基づく現状理解
 評価可能性を意識した目標・計画の文言作成
 達成状況や達成度の明確化と，遂行状況を定期的に検証する

ための指標設定
 これらは大学評価やIRの業務に重なる部分もある

→

執行部・企画担当と評価担当，IR担当の連携・協力が重要

 この一例について，ロジックモデルについて説明する（後述）。
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６．大学評価をめぐる最近の話題

６．大学評価をめぐる最近の話題

指標の重視

指標策定にあたっての留意点

 第３期中期目標・中期計画の作成に当たって，以下が求められた。
 目標を具体的に実現するための手段の設定

①

事後の客観的な検証が可能な「基準時点」及び「基準値等」が
明確に示されているか。

②

事後の客観的な検証が可能な「目標時点」及び「目標値等」が
明確に示されているか。

③

目標・計画の達成状況を測る評価指標として適切であるか。

④

目標時点や目標値等で示されている，目標・計画の推進に
よって目指す成果等の水準について，これまでの実績や実現可能
性も踏まえて「水準が妥当であるか」 。

 その手段の遂行状況を検証できる指標の設定
 具体的な達成状況の明確化
 国立大学法人評価とは別に，「国立大学法人運営費交付金の重点

支援」として，第３期中期目標を踏まえた「ビジョン」の実現に
向けた「戦略」と，その達成状況を判断するための「評価指標
（KPI）」の設定が求められた。

（注）第３期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の重点支援「評価指標
（KPI）の実質化」に係る評価項目を参考に作成
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演習課題２
※

根拠資料・データの検討

ここでは、認証評価の自己評価書の作成に当たって、根拠資料・データを収集している
場面を想定している。以下の分析項目１から分析項目３について、認証評価機関が「自己
評価実施要領」に示記載した【分析の視点】と【根拠資料・データ例】に加え、それに基
づいて評価大学が現時点までに収集・作成した根拠資料・データを掲載したものである。

分析項目１ 内部質保証が有効に機能しているか。
【分析の視点】
・内部質保証体制において、自己点検・評価の結果（自己点検・評価に基づいて受審した第
三者評価の結果を含む）等を踏まえて決定された対応措置の実施計画について、成果、進
捗、検討状況を確認する。
・すべてが検討中でないかぎり、内部質保証の体制は機能していると判断してよい。
【根拠資料・データ例】
・内部質保証体制において、自己点検・評価の結果（自己点検・評価に基づいて受審した第
三者評価の結果を含む）等を踏まえて決定された対応措置の実施計画の進捗状況が確認
できる資料

分析項目２ 学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。
【分析の視点】
・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。
【根拠資料・データ例】
・経済的支援の整備状況、利用実績一覧
・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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分析項目３

適切な授業形態、学習指導法が採用され、授業の方法及び内容が学生に

対して明示されているか。
【分析の視点】
・シラバスに、授業名、担当教員名、授業の目的・到達目標、授業形態、各回の授業内容、
成績評価方法、成績評価基準、準備学習等についての具体的な指示、教科書・参考文献、
履修条件等が記載されており、学生が各授業科目の準備学習等を進めるための基本とな
るものとして、全科目、全項目について記入されていることを確認する。
・芸術等の分野における個人指導による実技の授業等については、大学等の目的に則した方
法によって、授業計画が示されていることを確認する。
・すべてのシラバスが、学生に対して、刊行物の配布・ウェブサイトへの掲載等の方法によ
り周知を図っていることを確認する。
・授業形態（講義、演習、実験、実習等の組合せ・バランス）、学習指導法（少人数授業、
対話・討論型授業、多様なメディアの活用、能力別授業の実施等）の工夫を積極的に行っ
ている場合は、その状況についても確認する。
【根拠資料・データ例】
・シラバスの全件、全項目が確認できる資料、学生便覧等関係資料
・授業形態、学習指導法の工夫を行っている場合は、その具体例を示す資料
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現時点で収集・作成した分析項目１に係る資料・データ
・内部質保証体制において、自己点検・評価の結果（自己点検・評価に基づいて受審した第
三者評価の結果を含む）等を踏まえて決定された対応措置の実施計画の進捗状況が確認
できる資料
資料１－１ 計画等の進捗状況一覧（抜粋）
改善・向上が必要と確認された事項
対応計画
年月

内容

2014 年

工学部の数学科目で、学生

８月

から講義内で問題を解く時

計画の実施主体

進捗状況・成果等

工学部

間が欲しいという声が毎年
度挙がっている（各学期の
授業評価アンケート）
2014 年

成績評価に対する異議申立

３月

制度がない

制度を導入する

全学教務委員会

教務専門委員会で制
度設計を検討中

（大学機関別認証評価）
2014 年

シラバスの記載内容に精粗

・ガイドラインの作

全学教務委員会

2018 年９月に「シラ

３月

がある

成

バスガイドライン」

（大学機関別認証評価）

・シラバス登録シス

を作成した。

テムの改修
2016 年

ドイツ語担当教員が不足し

ドイツ語担当教員の

４月

ている。

採用

（教養教育に係る自己点

第二外国語担当の教

全学教員人事検

2019 年 10 月に IR 担

検・評価）

授ポストを IR 担当

討委員会

当准教授又は講師の

トに振替
図書館を 24 時間開放にし

12 月

てほしい。
（平成 30 年度学
生との懇談会）

2019 年

ウェブサイト「評価大学教

６月

員総覧」に掲載されていな

全学教員人事検討委
員会に要請中。

准教授又は講師ポス

2018 年

教養教育委員会

い教員がいる。また、掲載さ
れている教員について、記
載されている研究業績が少
ないが、研究活動を行って
いるのか。
（有識者懇談会）
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公募開始。

現時点で収集・作成した分析項目２に係る資料・データ
・経済的支援の整備状況、利用実績一覧
資料２－１ 経済的支援の整備状況、利用実績一覧
（回答者：学生課）
⽀援内容
奨学⾦

担当組織

根拠規定

配置⼈員

⽀援実績

財源

学⽣課

各奨学⾦の要項
等

4⼈

⽇本学⽣⽀援機
723 件 構、⾃治体、⺠
間団体、寄附⾦

学⽣課

評価⼤学学⽣寮
規則

2⼈

116 ⼈ ⾃⼰資⾦

⼊学料免除
授業料免除
寄宿舎

（回答者：教務課）
⽀援内容

担当組織

⼊学料免除

教務課

授業料免除

教務課

根拠規定

配置⼈員

評価⼤学⼊学料
免除規程
評価⼤学授業料
免除規程

⽀援実績

財源

2⼈

21 件 ⾃⼰資⾦

2⼈

206 件 ⾃⼰資⾦

（回答者：文学部）
⽀援内容

担当組織

奨学⾦

⽂学部事務室

⼊学料免除

⽂学部事務室

授業料免除

⽂学部事務室

寄宿舎

全学

根拠規定

配置⼈員

各奨学⾦の要項
等
評価⼤学⼊学料
免除規程
評価⼤学授業料
免除規程

1⼈

⽀援実績

財源

⽇本学⽣⽀援機
132 件
構等

1⼈

4件

1⼈

37 件

（回答者：経済学部）
⽀援内容
奨学⾦
⼊学料免除
授業料免除
寄宿舎

担当組織
経済学部事務
室
経済学部事務
室
経済学部事務
室
学⽣課？

根拠規定

配置⼈員

各奨学⾦の要項
等
評価⼤学⼊学料
免除規程
評価⼤学授業料
免除規程
？

1⼈

⽀援実績
203 件

財源
⽇本学⽣⽀援機
構、⾃治体など

1⼈

7 件 ⾃⼰資⾦

1⼈

63 件 ⾃⼰資⾦

？⼈

32 ⼈ ？

（回答者：経営学部）
⽀援内容
奨学⾦
⼊学料免除
授業料免除

担当組織
経営学部事務
室
経営学部事務
室
経営学部事務
室

根拠規定

配置⼈員

各奨学⾦の要項
等
評価⼤学⼊学料
免除規程
評価⼤学授業料
免除規程

1⼈

⽀援実績
212 件

財源
⽇本学⽣⽀援機
構、寄附⾦

1⼈

5 件 ⾃⼰資⾦

1⼈

56 件 ⾃⼰資⾦

（回答者：工学部）
⽀援内容

担当組織

奨学⾦

⼯学部事務室

⼊学料免除

⼯学部事務室

授業料免除

⼯学部事務室

根拠規定

配置⼈員

各奨学⾦の要項
等
評価⼤学⼊学料
免除規程
評価⼤学授業料
免除規程

寄宿舎
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1⼈

⽀援実績

財源

⽇本学⽣⽀援機
178 件
構ほか

1⼈

21 件 ⾃⼰資⾦

1⼈

56 件 ⾃⼰資⾦

・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
資料２－２ 日本学生支援機構奨学金の募集ポスター
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・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
資料２－３ 各種奨学金の利用実績（平成 28 年度実績に基づき作成）
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・⺠間団体等の奨学⾦ 学外

対象学⽣数
に対する⽐率

⽀給学⽣数

給付・貸与

⽀給総額

・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
資料２－４ 特待生の人数の推移
⽇本⼈向け⼊試
（推薦・⼀般）
私費外国⼈
特別選抜

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

15

15

16

16

16

16

5

5

4

5

6

5

・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
資料２－５ 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

・上記のほか、経済面の援助の利用実績が確認できる資料
該当なし
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現時点で収集・作成した分析項目３に係る資料・データ
・シラバスの全件、全項目が確認できる資料、学生便覧等関係資料
資料３－１ 評価大学シラバスとその例
http://www.hyoka-university.ac.jp/syllabus/
（１）講義科目のシラバス例
講義番号

HU19H3002

授業名

日本古代史

担当教員名

奥田 登波子

学期・時限

第１学期 月曜２限

履修学部・年次

人文学部 ２年次以上

単位数

2

授業の目的

日本古代史の主要トピックを解説する。

授業形態

講義

授業計画

１ 邪馬台国から古墳の時代へ
２ 倭の大王と地方豪族
３ 蘇我氏とヤマト王権
４ 飛鳥・藤原の時代と東アジア
５ 平城京の実像
６ 奈良時代の争乱
７ 地方官衙と地方豪族
８ 遣唐使と天平文化
９ 平安遷都と対蝦夷戦争
10 平安京の成熟と都市王権の展開
11 摂関政治の実像
12 国風文化と唐物の世界
13 受領と地方社会
14 平将門・藤原純友の乱の再検討
15 平泉と奥州藤原氏

成績評価方法

試験、講義後レポート、出席状況を総合的に評価する。

教科書・参考文献

佐藤 信編「古代史講義」ちくま新書

教員からのメッセージ

私は「おくたとなみこ」です。正しく呼ばれなくて困っています。
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（２）演習科目のシラバス例
講義番号

HU19E5321

授業名

ゼミナールⅠ

担当教員名

中港 拓雄

学期・時限

第１学期 火曜３，４限

履修学部・年次

経済学部３年

単位数

2

授業の目的

貨幣経済に関する基礎的文献を輪読し、貨幣経済の専門的知識を
獲得するとともに、専門分野に関する説明能力やディスカッショ
ン能力を身につける。

授業形態

文献の内容をレジュメにまとめて発表し、質疑応答を行う。

授業計画

文献の内容をレジュメにまとめて発表し、質疑応答を行う。

成績評価方法
教科書・参考文献
教員からのメッセージ

無断欠席、遅刻、アルバイトやサークルとのダブルブッキングは認
めない。ゼミナール中のケータイ・スマフォ・イヤホン装着・私語・
内職・居眠り・飲食・騒音発生行為・徘徊・無断退席は厳禁。

（３）実験科目のシラバス例
講義番号

HU19T7210

授業名

電気工学実験

担当教員名

大湊 卓也

学期・時限

第１学期 水曜４，５限

履修学部・年次

工学部

単位数

2

授業の目的
授業形態

実験

授業計画

グループで電気工学に関する実験を行う。
第１～４回：実験（１）
第５～８回：実験（２）
第９～１２回：実験（３）

成績評価方法

出席 50％、実験レポート 50％（提出の遅れは減点する。
）

教科書・参考文献

評価大学工学部電気工学講座編「電気工学実験」
（最初の時間に販売しますので、3,000 円をご用意ください。
）

教員からのメッセージ
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資料３－２ 評価大学シラバス作成の手引き
項目
授業名・担当教員名

記載上の留意点
教務課で入力したが、オムニバス科目については、代表教員名のみ
入力しているので、他の担当教員名をすべて入力すること。

授業の目的

授業の目的やねらいを記入すること。

授業形態

講義、演習、実習などを記入すること。

授業計画

各回の授業内容を記入すること。

成績評価方法

成績評価の方法と評価基準を記入すること。

教科書・参考文献

教科書や参考文献の著者と題名を記入すること。

教員からのメッセージ

履修を考えている学生に対する思いなどを自由に記入すること
（記載任意）
。

・授業形態、学習指導法の工夫を行っている場合は、その具体例を示す資料
資料３－３ 工学部における授業形態、学習指導法の工夫例
e ラーニング

「技術者英語」で実施している。

アクティブ・ラーニング

「研究開発実習」で実施している。

リメディアル教育

数学、物理、化学、英語で実施している。

ポートフォリオ

全学のシステムを利用している。

自習スペース

従来の 101 講義室を自習スペース（30 席）に改装し、8:00 か
ら 18:00 の間、学生は自習等で自由に利用できる。

優秀教員賞

授業評価アンケートで最も評価の高かった教員に学部長が表
彰する。
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15:30～17:22

ポスターセッション

演習課題２（根拠資料・データの検討）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箇所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。
スタッフの方で解答例も準備していたのですが、その多くはポスターに含まれていました。一
方、いくつかの課題は評価業務で直面する困難や評価担当者のマネジメントの問題のために生じ
た可能性があることについても説明し、根拠資料・データのチェックポイントだけでなく、初心
者から初級・中級にレベルアップする上で考えるべきポイントについても共有しました。
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17:22～17:40

講義４

評価を改善に活かすために、まとめ

今回は、午前に４つの年度計画に係る実績報告の事例、午後に３つの分析項目に係る根拠資料・
データ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、
（39～40 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、
（計画策定のための）ロジックモデ
ル、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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７．評価をより良く行い，改善に活かすために

７．評価をより良く行い，改善に活かすために

評価の現場における悩み

評価業務のガイドライン
 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。

 計画の立案者と実施者の間で目標の認識が一致しているのだろうか。
 立案された計画をどのように評価してよいのか分からない，評価指標が

（１）データ収集作業のガイドライン

不明。

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。

 目標が抽象的すぎたり非現実的だったりして明確なゴールが見えにくい。

（２）評価作業（記述分析）のガイドライン

 計画の立案者や実施者が評価結果を利用しないのなら，評価はやるだけ

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。

無駄ではないか。

（３）評価を改善に活かすためのガイドライン

 そういった中で多くの指標・データが求められる，あるいは押し付けら

れている。

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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69

７．評価をより良く行い，改善に活かすために

７．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

不十分な目標・計画の立案

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline
 目標・計画を着実に達成するためには，いつまでに誰がどのような方法

で何をなさなければならないのかをあらかじめ決めることが必要
 計画進捗を確認するためのロードマップを作るが，

いつまでにどうなっていなければならないかという記述が中心で，

②

どういった因果関係で進捗するのかが描かれていないことが多い。

→

①

計画に対するマネジメントができていない，あるいは，
個人の頭の中にあって明示されていない

70

71

７．評価をより良く行い，改善に活かすために

７．評価をより良く行い，改善に活かすために

因果関係の連鎖として活動を捉える

ロジックモデルとその構成要素
目標

 計画は，目標に至るまでの一連の流れがしっかりとデザインされている

ことが重要。

長期の成果

(objective)

 原因と結果の連鎖として捉える必要がある。

（例）

結果
結果

原因
国際交流室
の設置，教
職員の採用

原因
結果
協定校拡大
のための海
外大学訪問

原因

交換留学
の増加

投入

活動

結果

短期の成果

(input)

(activity)

(output)

(outcome)

 ロジックモデル：目標を達成するまでの論理的な因果関係や構造を

海外協定校
数の増加

示したもの ＝ 資源の投入から論理的な流れを追って記述し配置する。
 上記以外に前提や仮説，成果を長期・短期に分けたり副次的要素が存在

する場合がある。
 そのためロジックモデルを作成する決まった方法があるわけではない。
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39

７．評価をより良く行い，改善に活かすために

７．評価をより良く行い，改善に活かすために

ロジックモデル作成フォーマット例

ロジックモデル作成フォーマット例

投入

活動

結果

投入

成果

各ステップの
具体的内容

活動

結果

成果
活動の結果
起こる変化
や違いを記
述する。
したがって，
変化や違い
の影響を受
ける対象を
明確にして
おく必要が
ある。

各ステップの
具体的内容

計画を達成 結果につなが 計画実施の適
するために るプロセスや 切さを評価す
必要な投入 方法等につい るため，各ア
資源（ヒト， て考え記述す ウトプットは
モノ，カネ る。一般的に 測定が可能な
など，一般 は，制度設計， もので，投入
に複数に類 サービスの開 や活動と確実
型化可能） 発・提供，イ に関連するも
を全て書き ンフラ整備等 のを記述する
が挙げられる。 ことが必要。
出す。

指標や目標値
の設定

具体的に表現された内容を質問形式にして考える。
例えば，「認知度を高める」ならば，「認知度は高まっ
たか？」とその状況を具体的に何で表現するか考える。

指標や目標値
の設定
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75

７．評価をより良く行い，改善に活かすために

７．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）

ロジックモデルの見直しと共有

 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

 ロジックモデル作成は，評価者が単独で行うのではなく，計画や実施の

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。

関係者と密なコミュニケーションを図りながら作成する。
 でき上がったロジックモデルを使い，進捗管理を行い，常に見直しを

 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

行っていく必要がある。

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。

 それらの活動を通して，関係各署と意思疎通を行い，コンセンサスを

築くことで，組織活動の方向性を共有することにつながる。
⇒

 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。

評価担当者は組織の結節点や接着剤となりうる。
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７．評価をより良く行い，改善に活かすために

IR業務の概略

IE（インスティテューショナル・エフェクティブネス）

 IR業務は依頼者（意思決定者，教育プログラム責任者など）の依頼に基

 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。

づき行われる。
 現状把握（経年比較，大学間比較を含む），環境分析（3C分析，

～日本の内部質保証に類する概念

SWOT分析など），将来予測など，意思決定の材料となるデータ
（情報）の提出を求めることが一般的。

 IEにおける要求事項の例（南部地区基準協会（SACS）の場合）

 ≪①調査・分析の設計 → ②データ収集 → ③データ分析 → ④依頼者

（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。

への報告≫という業務フローがある。

（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。

 日本では，IR担当者に丸投げされる場合も少なくない。
 意思決定者等からの依頼案件とは別に，定常的なファクトブック作成

（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。

などもある。
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40

３．演習２の実施結果（各班の報告［ポスター発表］）
１班

41

２班

42

３班

43

４班

44

５班

45

６班

46

７班

47

８班

48

９班

49

４．演習２の解説とまとめ
令和元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）
講義２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１では、上記①、②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について議論しました。演習２では、認証
評価の自己評価書作成の際の根拠資料・データ収集場面を想定して、上記③を中心に、担当組織
から提出された根拠資料・データについて、どの資料・データ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担当部課等にどのような修正依頼を行うかについて議論しました。
ここでは、自己評価書に係る根拠資料・データにおける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。
分析項目１ 内部質保証が有効に機能しているか。
※

１班、４班、７班において議論。



全体的な内容について
この資料は大学改革支援・学位授与機構の別紙様式２－３－１を参考に、少しアレンジした様

式にしています。
「内部質保証が機能している」ことを示すために、
「課題（改善・向上が必要と
確認された事項）の認識→対応計画→改善・向上の実際（進捗状況・成果等）
」の流れを示すこと
により、
「自己点検・評価の結果を基に改善・向上を図っている」ことを示しています。
「空白を埋める」
（１班、４班、７班）
、
「埋まっている所は適切さを確認する」
（１班）が指摘さ
れていました。これらは評価担当者として当然行うべき事項ですが、その先どのように進めるか
考えることが評価担当者の重要な仕事になります。
「空白を埋める」に関して、担当部署に対応策を含めて確認すること（７班）が基本になり、
より具体的には、
「本部→部局長（実施主体の確認）→部局内委員会等（進捗・成果）
」
（１班）と
いった指示系統で進めるのが一般的でしょう。また、対応策について、担当部署と「一緒に考え
る」
（７班）こともあるかもしれません。例えば、工学部の数学科目については「担当部署を決め
て検討、反転授業を検討する」
、図書館の 24 時間開館については「費用対効果の分析」
、教員総覧
については「教員総覧の研究業績を教員評価に使う」のような対応計画を提案する（４班）こと
もあるでしょう。ただし、評価担当者が提案することが越権行為であるという大学もあるかもし
れませんし、評価担当者が提案することが常態化して本来改善を考えるべき担当組織が何も考え
なくなる大学もあるかもしれませんので、大学の風土に合わせた適切な対応も必要になります。
「埋まっている箇所の適切さの確認」について、次が主なポイントになるでしょう。
・対応計画：改善として妥当か、目標時点と目標値はどうか（１班）
、
他のアイディアはないか（４班）
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・実施主体：現実に則した主体になっているか（４班）
・進捗・成果等：計画に対応したものになっているか（４班）
このほか、表について、時系列順にするか、意見元のレベルごとに分けるという指摘がありま
した（４班）
。これは「担当者の確認不足」に起因するものですが、時間や気持ちに余裕がないと、
このようなケアレスミスはどうしても起こりがちです。余談になりますが、筆者も自己評価書提
出後にこうしたケアレスミスに気づいて「しまった！」と冷や汗をかいた経験が何度かあります。


課題「成績評価に対する異議申立制度がない」について
資料の進捗状況等には「教務専門委員会で制度設計を検討中」とありますが、実際には何一
つ検討していないけれども、その事実を書くわけにはいかないということで、このように書い
たというのが真相という設定でした（悪知恵を働かせたわけです）
。そこまで深読みするのも（一
つの可能性としては考えておくべきですが）健全ではないので、ここでは素直に考えることに
しましょう。
客観的に言えば、課題発生時（2014 年）からだいぶ時間が経過している（現在は 2019 年）
にもかかわらず「検討中」は（学内の意見集約・調整が困難だったのかもしれませんが）さす
がに遅すぎます。なお、３巡目の認証評価では、評価結果を受け取った後３年以内に「改善状
況報告」の提出が義務付けられたので、このようなことがあればアウトです。
規則の導入／制定（４班、７班）が対応計画のゴールになりますが、これだけではなく、い
つまでに導入するか（１班、７班）も明確にすることが大切です。もしこのようになっていれ
ば、言質を取ったことになるので、上記の「遅すぎる」状況は起こらないはずです。



課題「シラバスの記載内容の精粗」について
対応計画「ガイドラインの作成」については、
「進捗状況・成果等」欄に 2018 年 9 月に作成済

みと記載されているので、対応は完了したとみなせます。そうではありますが、取組の成果確認
（１班）として、シラバスのチェックや担当者説明会（４班）
、シラバス登録状況の確認（７班）
などを行い、
「成果」を確認することも必要です。
一方、対応計画「シラバス登録システムの改修」については、「進捗状況・成果等」欄に
「システム導入の進捗を記載」する（１班）必要があるでしょう。
当日全く説明しませんでしたが、上記のガイドラインが（分析項目３に関する）資料３－２で、
それに基づいて作成した（作成した教員が本当にガイドラインを見たかどうかは分かりませんが）
2019 年度のシラバスの一部を資料３－１に示したという設定になっています。分析項目３の解説
を読むと、この対応計画に係る「成果の確認」の必要性も理解できると思います。


課題「ドイツ語担当教員の不足」について
教養教育委員会と全学教員人事検討委員会の言い分が対立している（評価者もこのままでは混

乱する）ので、抜本的な書き直しが必要になります。一般にこのようなことはあり得ないと思う
でしょうが、自己評価書作成に際し、複数の異なる担当部署に素案作成を依頼して、その素案を
集めた結果、相反することが記載されている場合もあります。そこで、このような場面を想定し
てこの課題を設定しました。
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課題の内容からすれば、IR 担当教員への振替の記述は関連がないので、ドイツ語教員採用に向
けた検討に関して記載する（１班）ことになります。しかし、実際には IR 担当教員に振り替えら
れているので、なぜ IR 担当教員を採用することになったのか（１班）説明し、そのためにどのよ
うな資料を用意するか（７班）考える必要があります。この用意できた資料自体は分析項目１の
根拠資料として提示することはありませんが、
「進捗状況・成果等」欄を記載する際の手掛かりを
与える（運が良ければ、その中の文章を転記できることもあります）ことになると考えられるの
で、重要な情報になるはずです。
これとは全く違ったアプローチで、ドイツ語担当教員採用部局には金銭的インセンティブを与
える（４班）という対応計画の提案もありました。

分析項目２ 学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。
※

２班、５班、８班において議論。



チェックポイントについて
評価担当者としては、
「何のためにデータを出すのか、どうすればわかりやすいか、他に有効な

資料はないかという意識が大切」
（８班）です。
チェックに関して、まず、誤字や記入漏れ（２班）といった外形的な確認を行うことになりま
すが、評価担当者が補足できないレベルのおかしな点や不明点がある場合は、担当部署あるいは
未照会部署への確認（５班）を行うことになるでしょう。次に、内容の確認について、根拠資料
としての適切性（２班）やデータの不足がないこと（５班）を意識しながら、資料・データの基
準・定義・基準日、数値の整合性（２班、５班）を確認することになります。資料・データの基
準・定義・基準日については、基準日の統一、データの算出根拠（５班）に留意しながら確認しま
す。
（一般にこれらは資料・データ提出依頼時に明確にしておく必要がありますが、一般に「暗黙
の了解／業界の常識」があるでしょう。
）数値の整合性については、経年データを示す場合はもち
ろんですが、単年度のみの場合であっても、データの推移（５班）を見ることが有効です。極端
に数字が違っていれば、どこかでミスしている可能性もあるので、データ発生源に戻って再度確
認することが考えられます。


「資料２－１

経済的支援の整備状況、利用実績一覧」について

支援実績の重複可能性（２班、５班、８班）が指摘されましたが、これは評価担当者の調査設
計に問題があるために生じた問題です。しかも、各学部が回答した数値の和が、全学の担当組織
の数値と微妙に異なっています。評価大学は部署間に相互不信がある大学で、評価担当者が気を
利かせたのかもしれませんが、一般には、回答部署をとりまとめ部署（担当組織）に限定して（８
班）照会すべきでしょう。
また、上記の問題と関連して、表のレイアウトを修正すべき（２班、５班、８班）という意見も
あり、内訳（財源別、種類別など）
（２班、８班）、各支援内容の定員・申請者数（５班、８班）を
含めたものに修正することが考えられます。場合によっては、過年度の実績を示す（５班）こと
も考えられます。特に、拡大傾向にある場合にはこうした経年データを示すことが有効です。
なお、
「自己資金による支援」を特記事項として挙げる（２班）ことができるかもしれません。
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「資料２－２

日本学生支援機構奨学金の募集ポスター」について

日本学生支援機構以外のポスターも必要（２班）という意見もありましたが、
「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」として、ポスターの実物を出すのが効果的であるか
どうかは微妙なところです。資料２－２のポスターには、たまたま日本学生支援機構の奨学金制
度の概要が要領よくまとめられている内容が掲載されているので、
「整備状況」という意味では使
える資料ですが、他のポスターもそうである保証はありません。
「当該窓口の周知が確認できる資料」という意味では、ポスターの周知（場所・期間、ホームペ
ージへのアップ）の詳細な記載（２班、５班）
、ポスター以外の周知方法や他の奨学金制度の周知
方法（５班、８班）を加える必要があります。学生への一斉メールで周知する大学もあるそうで
す。


「資料２－３

各種奨学金の利用実績」について

修正の方針として、
「平成 28 年度実績ではなく、最新のデータを掲載する」
、「対象学生数及び
比率を追加する」
（２班、５班、８班）
、
「給付／貸与の別を整理する」
（２班）がありました。古い
データが掲載されていることについて、何年か前から自己評価書作成を開始していて、その時の
資料を更新しなかったという設定でこの資料を掲載しました。早い時期から準備をするのはいい
のですが、資料は前から変わっていないだろうとたかをくくると、このようなミスが起きる可能
性があります（特に、何年か担当している人に起こりがちです）
。対象学生比率の追加については、
奨学金の利用の程度が明確になるので、いい指摘であると言えます。
また、
「制度を確認できる資料」について、各種奨学金（評価大学特待生奨学金、評価大学留学
生奨学金）に関する規定を添付（８班）する必要があります。
なお、利用実績が拡大傾向にある場合は、経年変化を示し、特記事項に記載することも考えら
れます。


「資料２－４

特待生の人数の推移」について

特待生の基準・実施状況を確認できる資料が必要（２班、５班、８班）であり、例えば、その根
拠規定を根拠資料として掲載する（８班）ことが基本的な対応の一つになるでしょう。ちなみに、
この資料だけ経年変化が示されていますが、特待生の人数に大きな変化はないので、直近年度（平
成 30 年度）の人数だけで十分でしょう。また、入学料・授業料免除金額がどうなっているか記載
する（８班）必要があります。
なお、資料２－１に照らすと、入学料・授業料免除は、特待生だけが対象でないことが分かる
ので、
「評価大学入学料免除規程」
「評価大学授業料免除規程」を根拠資料として提示する（８班）
必要があります。


「資料２－５

学生寮の概要」について

稼働率を加える（２班、５班、８班）
、申請数を加える（５班）
、入寮資格や学生寮の周知方法は
どうなっているか（８班）という意見がありました。
「利用状況の確認」という意味では、これら
53

の情報が必要になるでしょう。なお、学生寮について、学生からの声（２班）とか特色ある取組
とかがあれば、特記事項として記載できるかもしれません。

分析項目３

適切な授業形態、学習指導法が採用され、授業の方法及び内容が学生に対して

明示されているか。
※

３班、６班、９班において議論。



「資料３－１

評価大学シラバスとその例」

「分析の視点」に照らすと、シラバスのフォーマットに不備がある（到達目標、成績評価基準、
準備学習、履修状況が欠けている）ので、
「分析の視点」を反映したシラバス項目を設定する（３
班、６班）必要があります。
また、空欄があったり、手引きに沿って作成されていなかったりする（３班、６班、９班）状況
が見られるので、漏れが無いようチェックする仕組み作り（６班）
、さらにはシステム処理の厳格
化（３班）を検討する必要があるでしょう。いずれにしても、組織的なチェックが適切に行われ
ていない場合、どのようにチェックするか担当部署と相談する必要があります。
この事例は、評価大学が評価担当部門と教務担当部門との間に連携が取れていない（いわゆる
「組織の縦割り」でしか仕事をしない）大学という設定にしたので、このような状況になったも
のです。それはともかく、認証評価では、教育関連の事項が多く問われるので、評価担当部門と
教務担当部門の連携が極めて重要になります。情報交換を密にすることによりこのような事態が
起こるのを未然に防ぐことが大切です。
ただし、電子版シラバスを導入している場合、評価担当者が求めたい改善が必ずしも行えない
こともあります。例えば、改修にはかなりの費用がかかるという事情で直ちにシステム改修がで
きない場合もあります。そのようなときは、お互いに折り合えるところを探ることになるでしょ
う。
なお、特に指摘はありませんでしたが、評価大学が 15 週の講義を標準とする場合、
「電気工学
実験」が 12 回で完了するかのように記載されているのは、授業時間の確保の面から重大な問題と
みなされ、評価者から指摘される可能性があります。
（ただ、すべてのシラバスについてここまで
のチェックを行うのは、一般に評価担当者の業務ではなく、他に適切な担当者が行う業務になる
でしょう。今回は例示のみで、しかもそこに問題があったので、評価担当者が指摘しても問題な
いでしょう。
）


「資料３－２

評価大学シラバス作成の手引き」

資料３－１に示したシラバスが「具体的でない」とか「あいまい」
（９班）なのは、
「シラバス手
引きのアバウトさ」
（３班）や「細かな注意点の不足」
（６班）に起因するものと考えられ、手引き
の充実（３班、６班）が必要になります。例えば、
「入力例を示す」
（３班）のは有効な方法でしょ
う。また、大学の文脈によって状況は異なるとは思いますが、
「各回の内容の詳細な記載」
「予習・
復習の具体的指示の記載」
「成績評価方法を％で明示」
「授業の工夫の記載」など（９班）、より具
体的に求めることも考えられます。
また、
「カリキュラムツリー・マップ」を挙げていた班もありましたが、認証評価ではこの分析
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項目以外で教育課程に関する分析項目が必ずあるので、一般的にはそこに記載することになりま
す。ちなみに、
「講義番号（ナンバリング）を説明する資料」を挙げていた班もありましたが、こ
の設定では、講義番号は分野とか水準とかとは無関係に設定しています。


分析の視点「すべてのシラバスが、学生に対して、刊行物の配布・ウェブサイトへの掲載等
の方法により周知を図っていることを確認する。
」について
特にこれに関連する根拠資料・データが示されていないので、その準備が必要です。根拠資料・

データ例に示されている「学生便覧等関係資料」がそれに該当するものと考えられます。
その意味では、シラバス URL 周知資料（３班）
、ウェブサイトの URL やそのコピー（９班）が直
接的な資料になります。また、学生に周知されていることを示す資料として、ログイン調査（３
班）や、刊行物配付手順書、シラバス受領書、授業評価アンケート（シラバスを読んだか、シラバ
スに沿った内容か）
（９班）などが考えられます。
これとは直接関係ありませんが、認証評価の訪問調査時に、シラバスのことを気にする評価委
員がいる場合、学生との面談で、シラバスを見たことがあるか、どのように活用しているかとい
う質問が出されることが多いそうです。


「資料３－３

工学部における授業形態、学習指導法の工夫例」

この資料の記述では具体的な中身が分からないので、具体的な指導内容等を記載する（６班、
９班）ことに尽きます。例えば、ポートフォリオ入力率、e ラーニング、アクティブ・ラーニング、
リメディアル教育、ポートフォリオなどがどのように利用・活用されているのか（３班、９班）
述べる必要があります。また、個別の教員の取組になりますが、ベストティーチャー賞に選ばれ
た教員の工夫資料（６班）も加えてもいいかもしれません。
全体の内容としては、全学の状況を示す場合であれば、工学部以外の学部についても示す（３
班、９班）必要があります。また、上述の「具体的な指導内容等を記載する」ためには、最初の情
報収集段階で具体的な中身がある程度分かるように、フォーマットの記入例を明示する（６班）
のも一つの方法でしょう。評価担当者がこうした手間を省いて調査をかけるとこのようなことが
起こりうることを知ってほしくてこのような課題にしています。結局、部局担当者も評価担当者
も二度手間になって、お互いにいいことがないのが分かると思います。ただ、評価担当者が大学
のすべての業務に精通しているわけではないので、資料・データの具体的な完成イメージが持て
ない場合はある程度の手間を覚悟し、やりとりの中で完成度を高めないといけません。
（部局担当
者がその辺の事情をうまくくみ取って、適切な資料を作成してくれる人だと評価担当者にとって
はとてもありがたい存在になります。
）
あと、
「自習スペース」と「優秀教員賞」は、各班からはそれらの内容を具体的にすべきという
意見もありましたが、これらは別の分析項目（前者は施設・設備ないし学習支援、後者は教員評
価に関する分析項目、もしくはその教員による講演会等が FD として行われていれば FD に関す
る分析項目；いずれも今回の演習課題には入っていない分析項目）に記載することになります。
認証評価の分析項目の全体像を把握しないまま自己評価書作成を行うと、本来記載すべき別の分
析項目があるにも関わらず、そのことに気づかずに記載する場合があることを知ってほしくてこ
の課題を設定しています。分担執筆制をとる場合にこのようなことが起こりがちなので（ある意
味致し方ない面もありますが）
、評価担当者は、その記載内容が十分かどうかという視点だけでな
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く、分析の視点で問われていることとの対応にも気を付けて確認し、適切な内容にするために大
幅な修正（ずれている事項は適切な場所に移動させるなど）を行うことが求められます。
（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 35 名から回答があり、回収率は 89.7%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）
問1

各問とも１つのみ回答（必須）

本セッションで得たものはありましたか（もっとも該当するもの 1 つ）
。

・知識

8 名（22.9％）

・考え方

20 名（57.1％）

・得たものはない
問2

・スキル 1 名（ 2.9％）
・心構え

0 名（ 0.0％）

4 名（11.4％）

・事例 1 名（2.9％）
・人脈 1 名（ 2.9％）

0 名（ 0.0％）

・その他

ご自身の業務に活かせそうですか。
22 名（62.9％） ・近いうちに使いたい 7 名（20.0％）

・早速使いたい

・使えるかどうか検討したい 4 名（11.4％） ・どちらとも言えない 2 名（ 5.7％）
0 名（ 0.0％） ・使えるものはない

・使う予定・機会はない
問3

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 6 名（17.1％） ・ちょうどよい 28 名（80.0％）

・やや短い 1 名（ 2.9％）
問4

0 名（ 0.0％）

・短い

本セッションについて教えてください。
【内容】
15 名（42.9％）

・理解できた
・どちらとも言えない

1 名（ 2.9％）

・やや理解できなかった

0 名（ 0.0％）

問5

0 名（ 0.0％）

・概ね理解できた
・理解できなかった

19 名（54.3％）
0 名（ 0.0％）

本セッションについて教えてください。
【満足度】

・満足 24 名（68.6％） ・概ね満足
・やや不満足

0 名（ 0.0％）

10 名（28.6％） ・どちらとも言えない 1 名（ 2.9％）

・不満足

0 名（ 0.0％）

満足度についてほぼ全員が「満足」
（68.6％）及び「概ね満足」
（28.6％）、時間について 80.0％
が「ちょうどよい」とした一方 17.1％が「やや長い」
、内容について 97.1％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、グループワークやポス
ターセッションによ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、ポスターセッションの
時間や方法について改善提案が複数ありました。これについては、演習内容を資料・データを重
視したものへと変更したところであり、今回の経験を元に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

考え方

2

業務への

時間

内容

使えるか
どうか検
討したい

ちょうど
よい

概ね理解
できた

満足

考え方

早速使い
たい

ちょうど
よい

概ね理解
できた

満足

3

考え方

早速使い
たい

ちょうど
よい

理解でき
た

満足

4

知識

早速使い
たい

ちょうど
よい

理解でき
た

満足

5

心構え

早速使い
たい

やや長い

概ね理解
できた

概ね満足

講義と演習がうまくセットされており、本
セッションのねらいにもあった「基本的な
考え方、発想法を体感する」ことができま
した。

6

考え方

早速使い
たい

やや長い

概ね理解
できた

概ね満足

ポスターセッションの発表時間が長いと感
じました。(４５分×２の発表)

7

事例

近いうち

ちょうど

理解でき

満足

評価の目的や評価にあたって意識すべき点 毎度の評価業務は経験をお持ちの方であっ

活用

満足度

左記（満足度）の理由

感想・意見等

大学評価について、少しも知識がありませ
んでしたが、概要を掴むことが出来たよう
に思います。またポスターセッションも発
表することと他のグループの意見を聞くこ
との両方が出来て有意義でした。

講義と演習の時間配分のバランスが取れて
いた。
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講義では基礎知識、スキル、心構えまで詳
しくお話しいただき、よく理解できました。
ポスターセッションは少し戸惑いました
が、評価担当者は自己評価書や資料を作成
するという視点で、各業務の仕組みを理解
しなくてはならないということをあらため
て感じました。また、全国に評価・IR業務
に携わっている方が多くいて、同じような
悩みを抱えていることがわかり、とても心
強く感じました。お世話になりありがとう
ございました。

に使いた
い

よい

た

を理解でき、今後自大学において効果的な
評価を行うための大きな第一歩となりまし
た。加えて演習では、計画や評価報告書の
作成段階で実際に起こりうるミスを踏まえ
た題材をご用意いただけたことで、評価業
務担当者として必要なスキルの習得につな
がりました。

ても骨の折れる仕事だと耳にしております
が、こうした情報交換と学びの場があるこ
とで、各大学においてより一層効果的な評

評価に対する考え方だけでなく、講師の方
の経験を交えたお話や、グループワークを
通じて他大学の状況を知ること、さらに今
後も意見を聞けそうな人脈を築けたことは
大きな収穫でした。

終了後に意見交換の場として会場を解放し
ていてくださっていましたが、他の方と話
す仕組み・きっかけのようなもの（飲み物
などを用意する、会場設営や復帰を参加者
も手伝うなど）があればいいと思いました。
それに費用がかかれば会費を払ってもいい
と思いました。（会計が大変かもしれませ
んが…）準備、大変だったかと思いますが、
今回参加して大変勉強になりました。本当
にありがとうございました。

初任者セッションでは、講義パートも分か
りやすくてよかったですが、午後の演習パ
ートも勉強になりましたし楽しかったで
す。慣れない評価担当業務を行う中で、疑
問や不安を日々感じているのですが、同様
の状況にある全国の大学の評価担当職員の
皆様と情報交換ができて、心強くもありま
した。有難うございました。

価が行われることと思料します。お忙しい
中有意義な場をご提供いただいております
こと、大変ありがたく思っております。

8

人脈

早速使い
たい

やや短い

概ね理解
できた

満足

9

考え方

近いうち
に使いた
い

やや長い

概ね理解
できた

概ね満足

10

考え方

早速使い
たい

ちょうど
よい

概ね理解
できた

満足

４月に異動となり、ほぼ経験のない業務を
行うこととなり不安であったが、初任者セ
ッションにおいて、心構えから基本的な知
識まで丁寧に講義していただき、大変分か
りやすかったし、今後の業務に役立つと思
いました。

11

考え方

どちらと

ちょうど

理解でき

満足

基本的な知識について，過不足なく教示い 2.ご自身の業務に活かせそうですか。：に
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も言えな
い

よい

た

ただきました．グループワークの時間も丁
度良い感じでした．グループ分けの人選も，
同じような境遇のメンバーでかためていた
だくという，充分なご配慮をいただいてお
りました．最後のポスターセッション．４
５*２は長いのかな．と最初グループ内でも
話しておりましたが，他者に繰り返し説明
をするうちに，自分のものに成っていくの
を感じました．結果的に丁度よかったです．

つきまして，「どちらとも言えない」と回
答いたしましたのは，教学ＩＲ担当を命じ
られているのですが，いわゆる「大学評価」
に関与することをまだ求められていないか
らです．「大学評価」については，現在事務
が担当しているようです．今後，ＩＲが関
与しろと命じられた場合に，今回のセッシ
ョンが大変参考になると考えております．

「大」満足でございました．有り難うござ
いました．
12

知識

近いうち
に使いた
い

やや長い

概ね理解
できた

概ね満足

大学評価について全く分からない状態で、
今年度IRに着任しました。大学評価の根本
的な仕組みや、具体的な評価の視点や事例
等に触れられて、また初心者なお仲間の方
ともお会いできて、収穫の多い1日でした。
ただ、時間がやや長く感じたのと、最後の
プレゼンテーションについて8回発表する
というのはもう少し効率化しても良いので
はと感じた次第です。いずれにしても、ご
担当の方々の準備等はとても大変だったか
と思います。どうもありがとうございまし
た。

13

考え方

近いうち
に使いた
い

やや長い

理解でき
た

満足

講義の内容と演習の連携がうまくいってい 初対面の方と共同作業は緊張したが、同じ
る、演習問題のリアリティが高い
目的意識を持っている人ばかりでうまく進
めることができた。

14

考え方

早速使い
たい

ちょうど
よい

理解でき
た

満足

認証評価の基礎について、体系的に学べる ポスターセッションについて、他の8班をま
機会がないため、大変ありがたい機会でし わり、かつ、他の8班に説明するのは時間的
た。
にも大変なため、各班の発表を前で全体に

60

向けて行う形でもよかったのではないかと
感じました。
15

スキル

早速使い
たい

ちょうど
よい

概ね理解
できた

概ね満足

16

考え方

近いうち
に使いた
い

ちょうど
よい

概ね理解
できた

概ね満足

17

心構え

早速使い
たい

ちょうど
よい

理解でき
た

満足

18

考え方

早速使い
たい

ちょうど
よい

理解でき
た

満足

19

心構え

早速使い
たい

ちょうど
よい

理解でき
た

満足

20

考え方

近いうち
に使いた
い

ちょうど
よい

概ね理解
できた

概ね満足

21

考え方

早速使い
たい

ちょうど
よい

概ね理解
できた

概ね満足

評価にかかる知識やスキルが習得できたた 貴重な機会をご提供いただき、ありがとう
め、また、人脈形成に役立ったため。
ございました。「評価」の内容・重要性等に
ついて学内での認識に大きな差があること
から、次回以降は当該問題に係る評価担当
者の対応方法といったことについても、取
り上げていただけると良いかと思います。
（評価実務担当者向けのセッションを設
け、そこで実施していただくなど。）

わかりやすい講義であり、演習もちょうど 特になし
よい難易度であった

常々、疑問に思っていた業務に関わる根本
のところがわかりスッキリした。
国立大学以外の人の話を聞く機会があるの
は大変ありがたい。

実践的なワークショップとポスターセッシ
ョンは非常に勉強になりました。
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初任者研修なので座学が多くなるのは仕方
ないと思うが、グループワークをする際に
隣の人とのみにするのではなく、4～6名一
組ぐらいにしていただき、国立大学以外の
人と関わる機会が増えるとありがたい。
（法人評価セッションの際はほとんどが国
立大学の方になるので）

22

考え方

使えるか
どうか検
討したい

ちょうど
よい

概ね理解
できた

概ね満足

大学評価の考え方を学ぶことができたと思 短い時間でしたが、他大学の方々とお話が
います。すぐに実践というのではなく、ス できて、良い機会をいただきました。あり
キルの習得や本学の目標とするところをプ がとうございます。
ラスしての業務に活かすということになる
のではないかと感じています。それから、
演習２の進め方がわからず、とまどってし
まいました。途中で理解できたのですが、
早く理解できていればと残念に思いまし
た。（自分の理解力の無さが原因です。）

23

考え方

早速使い
たい

ちょうど
よい

理解でき
た

満足

初心者にも分かりやすい設定だった。同じ
ような所属でのグループ分けだったので，
たとえば法人評価のヒアリングなど情報交
換ができた。

24

心構え

早速使い
たい

ちょうど
よい

概ね理解
できた

概ね満足

25

考え方

早速使い
たい

ちょうど
よい

概ね理解
できた

満足

説明ではわからない実践的な考え方を養う
ために、ディスカッションという場を通し
て他大学の方と話し合いながら考えること
によって、深い学びができたと感じたから。

26

考え方

早速使い
たい

ちょうど
よい

概ね理解
できた

満足

報告書を書く際の着目点が理解できたため

評価業務を行う上で必要な基礎知識や考え
方を習得できる有意義な研修会でした。

27

知識

早速使い
たい

やや長い

理解でき
た

満足

大学評価について、認証評価への理解が曖
昧だったが、本セッションで理解が進んだ。
また、他大学の評価担当者と接する機会と
なり、他大学の状況等を知ることができた。

簡易化された問題を使用することで、演習
を通して実務上のチェックポイントを分か
りやすく学ぶことができました。自分が評
価書を作成するときのチェックとして、有
効活用したいと思います。

28

知識

早速使い
たい

ちょうど
よい

理解でき
た

満足

講義の内容については基礎的な部分につい グループワークについてだが、３つの分析
て解説されており、評価初心者が基本的な 項目のうち１つが各班に割り当てられ、当
知識を得る上で有効なものと感じた。
該分析項目についてグループ学習をし、ポ
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スター発表をするという流れだが、ポスタ
ー発表に関しては、他のグループの分析項
目について十分に読み込む時間がなかった
ため、質問してくださいと言われても、こ
の短時間ではなかなか質問事項を作ること
ができず、何のやり取りもなく、ただ時間
だけが過ぎていくといった事態があった。
29

知識

近いうち
に使いた
い

ちょうど
よい

概ね理解
できた

満足

資料・説明がわかりやすかった。午前と午
後でワークのメンバーが変わり、いろいろ
な大学の人と話ができて良かった。ポスタ
ーセッションを始めて経験したが、少人数
で行うため説明も質問もしやすくとても参
考になった。

30

考え方

どちらと
も言えな
い

ちょうど
よい

どちらと
も言えな
い

どちらと
も言えな
い

31

考え方

早速使い
たい

ちょうど
よい

理解でき
た

満足

ケース演習含めて、理解を深めることが出
来た。

32

知識

早速使い
たい

ちょうど
よい

概ね理解
できた

満足

評価を担当しており、業務を通じて疑問に
思っている事例を取り上げていただいた
り、またグループセッションをすることで、
実際に評価においての事例について他の参
加者と話し合うことができ、解決策を議論
できたことはとても役に立った。

33

知識

使えるか
どうか検
討したい

ちょうど
よい

理解でき
た

満足

大学評価の基本的な知識や考え方を学べた
こと、大学評価におけるIR資料の活用方法
を学べたことが満足できた理由です。もち
ろん、これらのことは自身でも勉強できる
ことかもしれませんが、セッションに参加
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グループ分けを工夫してくださっていたの
で、グループ内で自己紹介する時間が少し
あるとさらに良いと思いました。
簡単な自己紹介シートがあると効率的にで
きるのではないかと思います。

することでこれらの知識や考え方を効率よ
く学べたこと、演習を通じてどのようなロ
ジックで評価をしていくか、およびどのよ
うなIR資料が必要となり、それをどのよう
に提示していけばよいのかを体得できたこ
とで非常に満足のいくものとなりました。
34

考え方

使えるか
どうか検
討したい

ちょうど
よい

理解でき
た

満足

35

知識

早速使い
たい

ちょうど
よい

概ね理解
できた

満足

演習2の発表形式をもう少し工夫していた
だけるよい
今年から所属部署に自己点検評価の業務が
加わり、評価の視点やIRとの関連性、業務
を進めるポイントなど初心者が気を付けて
いくべきポイントを教えていただけて、大
変有意義でした。

（関［新潟大］・土橋［神戸大］
・藤井［九州大］
・嶌田［茨城大］
）
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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

問 1 本セッション・分科会で得たものはありましたか（もっとも該当するもの 1 つ）
。
○ 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：

問 2 ご自身の業務に活かせそうですか。*
○ 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

問 3 本セッション・分科会について教えてください。
【時間】*
○ 長い

○ やや長い

○ ちょうどよい

○ やや短い

○ 短い

問 4 本セッション・分科会について教えてください。
【内容】*
○ 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

問 5 本セッション・分科会について教えてください。
【満足度】*
○ 満足

○ 概ね満足

○ どちらとも言えない

○ やや不満足

問 6 上記設問の満足度の回答理由についてお答えください。
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○ 不満足

問 7 イベントやセッションについてご感想・ご意見等がありましたらお書きください

問 8 ご所属
○ 国立大学

○ 公立大学

○ 私立大学

○ その他関係機関

・ ご所属機関名（任意）

・ お名前（任意）
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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

准教授

土橋

慶章*

神戸大学

戦略情報室 政策研究職員（高度専門職）

○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

学長室

嶌田

敏行*

茨城大学

全学教育機構

末次剛健志*

佐賀大学

総務部企画評価課 専門職（IR 主担当）

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*

立命館アジア太平洋大学

山本

幸一*

明治大学

教授

教授（副室長）／学長特別補佐（IR 担当）
准教授

アカデミック・オフィス

准教授
専任職員

教学企画部 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
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」
（課題番号：24530988、研
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
39 名すべての方に感謝申し上げます。
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