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学修成果の可視化について

学習成果が求められる背景

ユニバーサル化による学⽣の多様化が顕在し、⼊学者
の質保証が機能せず、出⼝管理によって質保証を⾏うこ
とが必要となってきている。そのためには、学習成果の
可視化を⾏い、改善を進めていくことで、「教育の質保
証」を進めることが求められる（⼤学基準協会2018）

【具体的な施策事例】
・FD義務化
・GPA制度
・CAP制度
・認証評価機関による評価（第2期以降）
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認証評価機関の基準（第3期）
評価機関 基準 内容
⼤学基準協会 第4基準 ⼤学は、⾃ら掲げる理念・⽬的を実現するため

に、学位授与⽅針及び教育課程の編成・ 実施⽅
針を定め、公表しなければならない。また、教
育課程の編成・実施⽅針に則して、 ⼗分な教育
上の成果を上げるための教育内容を備えた体系
的な教育課程を編成するととも に、効果的な教
育を⾏うための様々な措置を講じ、学位授与を
適切に⾏わなければならな い。さらに、学位授
与⽅針に⽰した学習成果の修得状況を把握し評
価しなければならない。

⼤学改⾰⽀援・学位⽀援機構 領域6-8 ⼤学等の⽬的及び学位授与⽅針に則して、適切
な学習成果が得られていること

⽇本⾼等教育評価機構 基準3-3-①
基準3-3-②

3-3-①三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
3-3-②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

短期⼤学基準協会 基準ⅡA-7 学習成果の獲得状況を量的・質的データを⽤い
て測定する仕組みをもっている。
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評価機関別の「学修成果の可視化」を読み解く

■ ⼤学基準協会
学位授与⽅針（DP）に⽰した学習成果の修得状況を把握・評価

■ ⼤学改⾰⽀援・学位⽀援機構
⼤学等の⽬的及び学位授与⽅針（DP）に則して、適切な学習成果が
得られていること

■ ⽇本⾼等教育評価機構
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

■ 短期⼤学基準協会
学習成果の獲得状況を量的・質的データを⽤いて測定する仕組みを
もっている。
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評価機関別の「学修成果の可視化」を読み解く

■ ⼤学基準協会、⼤学改⾰⽀援・学位⽀援機構
両機関では、学位授与⽅針（DP）を意識した学修成果の可視化によ
る把握と評価が求められている

■ ⽇本⾼等教育評価機構
3つのポリシー（AP・CP・DP）に基づく学修成果の仕組みと運⽤

■ 短期⼤学基準協会
学習成果を可視化する仕組み

評価機関によって、求めていることが異なるように読み取れるが、基本的
な⽅向性として3ポリシー（なかでもDP）を意識した学修成果を可視化す
る仕組みと運⽤（評価）を整備することが⼤切
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清泉⼥⼦⼤学の概要

開設年︓1935（昭和10）年 清泉寮開学
建学の精神︓キリスト教ヒューマニズムに基づき、「まこと

の知・まことの愛」の具現化を⽬指す
キャンパス︓品川キャンパス（1学部5学科1研究科）/⽂学部

及び⼈⽂学研究科で構成される
学⽣数︓⼤学（2000名弱）、⼤学院（30名弱）
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清泉⼥⼦⼤学のアセスメント

当⽇投影のみ
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清泉⼥⼦⼤学のアセスメント
直接評価

① GPA
② 卒業論⽂
③ 成績評価
④ 定期試験・レポート
⑤ 卒業⽣・企業調査
⑥ 外部試験（プレイスメント・⽇本語⼒・PROG）

間接評価

① 学⽣アンケート（各学年）
② 授業評価アンケート
③ 卒業時アンケート
④ ⼊試に関するアンケート
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アセスメント設定の考え⽅
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アセスメント設定の考え⽅

清泉DPの基本構造︓⼤学全体のDP＋学科のDP

■ ⼤学DPと学科DPをそれぞれチェックする必要がある
■ 重複関係についての判断
■ 卒業論⽂の位置づけ

CP（カリキュラム・ポリシー）に関しては、基本的にカリ
キュラムマップとチェックリストで確認
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アセスメントに対するコメント

■ 評価者コメントとして、、

「アンケート等の⼯夫は認められるが、直接評価がない」
という指摘

直接評価として、どのようなものを想定しているのかを知
りたいが、具体的な評価を教えてもらうことはできない
（＝個々の⼤学がそれぞれ考えるべき）

実際に、直接評価と認定されたのかはわからないが、⾒直す
必要ことは重要
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アセスメントの⾒直し（直接評価）

■ 各アセスメントを⾒直す

① GPA（Grade Point Average）︓
累積した成績評価（GP︓Grade Point）の平均値であり、
成績評価（GP）⾃体が直接評価とならない以上、直接
評価とすることは難しい（藤原ほか2019）

③ 成績評価︓
成績評価には、「貢献度」や「意欲」など測定し難い
評価基準も多い。それゆえ、成績評価は直接評価とは
ならない
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アセスメントの⾒直し（直接評価）

■ 各アセスメントを⾒直す

② 卒業論⽂︓
卒業論⽂をキャップストーンとして活⽤したが、多く
の問題点を残す

⑤ 卒業⽣・企業調査︓
卒業⽣アンケートと企業調査（ヒアリング）を実施し
たが、そもそもディプロマ・ポリシー策定と卒業⽣年
度が⼀致しない場合は、どう考えて良いのか
→「建学の精神」を中⼼に捉えて実施
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アセスメントの⾒直し（間接評価）

■ 各アセスメントを⾒直す

② 学⽣アンケート︓
学⽣アンケート内で、DPに関する質問を設置。ただし、
学⽣が本当にDPを理解した上で回答しているかは不明。
説明責任のための質問にしかならず、学⽣・⼤学に
とって、意味が無いものとなっている。

⑤ 卒業時アンケート︓
学⽣アンケート同様に、DPを学⽣に伝える機会を設定
していないので、学⽣は⾃らHP等で確認するしかない。
それゆえ、その回答⾃体に問題がある。
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アセスメントの⾒直し（間接評価）

【アンケート質問（教養）】
1. 教養教育（幅広い分野の知識を⾝につけることがで
きる）は充実していますか/教養は⾝につきましたか

2．多⽂化理解（世界の多様な⽂化を理解し、尊重するこ
とができる）についての教育は充実していますか/多⽂化
理解は⾝につきましたか

3．プレゼンテーション⼒(聞く⼈に分かりやすい資料作
成やプレゼンテーションを⾏うことができる)を⾝につけ
る教育は充実していますか/⾝につきましたか
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アセスメントの⾒直し（間接評価）

【アンケート質問（専⾨）】

1. 語学教育（⻄⽂科はスペイン語、その他の学科は英語）
は充実していますか/語学は⾝につきましたか

2. 専⾨教育（専⾨分野における深い知識を⾝につけること
ができる）は充実していますか/専⾨知識は⾝につきまし
たか



20

DPに関するアンケート結果

当⽇投影のみ
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アセスメントの⾒直し

今後の直接評価を整備するにあたり、、

■ ルーブリックの設定︓卒業論⽂の設定とDPを踏まえ
たルーブリックの策定

■ 重要科⽬の設定︓DPの⼀部に重要科⽬を位置づけは
しているが、その評価⽅法について検討をする
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⼭形⼤学AP事業
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基盤⼒テストとは

学⽣の学習達成度を直接評価し，
基盤教育の効果を検証すること

４年次

２〜３年次
基盤専⾨教育

１年次
基盤共通教育

基盤⼒テスト（⼊学時）

基盤⼒テスト（２年始業時）

基盤⼒テスト（３年次）

⼭形⼤の学⼠課程教育
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基盤⼒テストの概要

■ 学問基盤⼒テスト︓⾃律的に課題に取り組む専⾨⼒
数的⽂章理解・数学・物理学・化学・⽣物学・語彙⼒

■ 実践地域基盤⼒テスト︓社会でリーダーシップを発揮する⼈間⼒
• ５因⼦性格調査
• 出⽋状況・ポートフォリオ（現存）
• フィールドワーク・インターンシップ・課外活動実績

■ 国際基盤⼒テスト︓実践的な英語で多様性に挑戦する国際⼒
• TOEIC（現在２回実施）
• eラーニング、留学等国際関係活動実績
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基盤⼒テストの試験形式

試験形式
試験時間は５科⽬で30分程度を想定
 出題数は各分野、５問ずつ
 設問毎の制限時間︓３分

出題形式
• 項⽬反応理論（Item Response Theory, IRT）による、

受験者の回答に応じた難易度調整
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語彙⼒テスト

語彙≒Vocabulary
→ある⾔語、ある地域・分野、ある⼈、ある作品など、そ

れぞれで使われる単語の総体。
広さ︓どのぐらいの語彙を知っているか
深さ︓特定の語彙をどのぐらい知っているか

本報告の語彙⼒テストは、「深さ」の測定に主眼を置いた
もの。
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⼭形⼤学固有の
データソース

・学術基本⽤語
集
〔⾓（2010）〕

・⽇本語学術共
通語彙リストDB
〔松下（2011） 〕

・科学技術⽤語
〔J-GLOBAL〕

汎⽤的・基本的な
データソース

434語

2592
語

約33万語

・2017-2018年のシラバ
ス

（開講科⽬数︓8776）

授業⽬的

到達⽬標

ｷｰﾜｰﾄﾞ⼭⼤オリジナルの
語彙リスト

5477
語

9237語

7713語

開発の状況︓基本的な⽅向性
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固有データソース⽇本語学術共通語彙

公布
熟知
幾何
フォーラム
プレス
責務
教示
範疇
中堅
被検
酸性
自閉
堆積
顕在
隠蔽
代弁

一過
動的
包含
年報
複写
帰する
明暗
混迷
パラメーター
庶務
萌芽
現況
フォーカス
シグナル
収束
算術

幾何
運動
構造
管理
力学
解析
法則
責務
反応
機能
行列
微分
回路
酸性
促進
顕在

機能
解説
考察
概念
現象
物質
読解
動的
多読
妥当
待遇
登記
統治
同値
俳諧
典拠

語彙リスト

幾何

責務

酸性

顕在

動的

妥当

統治

典拠

・・・

200語程度の語彙
リストを作成

開発の状況︓語彙リストの作成
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語彙⼒テストの⽬的

1）⽬的と対象範囲
⼭形⼤学に所属する学⽣の学修成果を直接評価し、質保証
につなげることを⽬的としている。ただし、全体的にはア
ンケートや卒業論⽂なども⽤いることで、バランスを取っ
た形で実施している。

2）学習基盤の構築
⼤学での学びを進める上で重要な語彙⼒を測定することで、
学習基盤を構築する

＃レポートや論⽂を執筆する上で、語彙⼒は必須であり、それらを測
ることで、学⽣⾃⾝が⾃らの状況を把握していくことが⼤切
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⼈⽂系⼤学・学部におけるアセスメント

直接評価と間接評価の組み合わせ

直接評価と間接評価を組み合わせて学修成果を可視化して
いくことが基本

⼀⽅で、認証評価の際のコメントにもあるように、
「間接評価」主体となってしまう点を考慮して、「直
接評価」を構築していく必要がある

【様々な難しさ】
・全学ルーブリック（卒論ルーブリック等）
・テスト問題の作成（DPとどのように繋げるか等）
・学内理解
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アセスメント設計として

アセスメント設計に向けて

・全学的（ないしはプログラム
別）の取り組みであること

・初年次から卒業論⽂までを⼀
貫して考える

・⼤学として何を教育の根幹に
据えているのか

・学⽣への教育効果も必要

当⽇投影
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