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令和 3 年 7 ⽉ 12 ⽇ 
 

⼤学評価・IR 担当者集会 2021 の開催について（第２報） 
 

⼤学評価コンソーシアム 
 
１．はじめに 
 今年度につきましては、オンラインによる集中開催とさせていただきます。 
 新型コロナウィルス感染拡⼤により、これまで、オンラインでさまざまな催し物を開催させ

ていただきましたが、セミナー型については「概ね好評」、ワークショップ型につきましては
「やや、やりづらい⾯がある」というご意⾒が多い状況です。特に、「他⼤学の⽅と様々な話
をしたり、直接交流したりする機会に乏しい」ということが多く挙げられていました。 

 そこでハイフレックス（対⾯＋オンライン併⽤型）の開催も検討してきましたが、現在も全
国的にウィルス感染が続いている情勢を鑑みて、今年度もオンラインのみの開催とさせてい
ただきます。 

 開催するセッションは、⼤学評価の初⼼者向けセッション（オンデマンド併⽤）、IR（評価)
担当者の能⼒に関するセッションの計２つです。 

 IR(評価)担当者の能⼒については、⼤学評価コンソーシアムで３年ごとに実態調査を⾏って
おります。今回は、皆様にその能⼒をどのように涵養したのか、ということを伺い、IR(評価)
担当者の能⼒向上のための処⽅箋を考えて⾏きたいと思います。 

 
２．⽇時 
令和３年８⽉ 24 ⽇（⽕） 

［評価初⼼者］  24 ⽇ 9：30 − 11：50 
［IR 担当者能⼒調査結果報告］ 24 ⽇ 13：30 − 15：00 

 
３．会場（開催⽅式） 
オンラインとします（Zoom、MS-Teams ウェビナーなどを利⽤予定です。対⾯式の会場は設定し
ません。） 
 
４．各セッションの概要 
［R］ IR 実務担当者セッション 
 ⼀定数の報告申し込みがなかったため開催しません。 
 
［E］評価初⼼者セッション 
 評価担当者として「評価とは何か」について基本的事項を理解するためのセッションです。 
 オンデマンド研修（講義編：8 ⽉ 2 ⽇〜8 ⽉ 13 ⽇）とオンライン・ライブ（実践編：8 ⽉ 24

⽇）を組み合わせての開催となります。 
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 参加対象は⼤学評価のご担当もしくは担当を予定されている⽅です。国公私⽴などの設置形
態は問いません。 

 参加受付は 7 ⽉ 14 ⽇（⽔）13 時から７⽉ 28 ⽇（⽔）17 時までとなり、定員は 30 名です。 
 オンライン教材受講後、質問や課題と思っていることを Web フォームに⼊⼒いただき（8 ⽉

18 ⽇ 10 時締切）、ライブ開催当⽇に回答します。 

 実践編について、タイムテーブル（予定）は以下のとおりです（講義編に関する質問への回
答内容によって変更・延⻑する可能性があります）。詳細は別紙１をご覧ください。 

9：30−10：00 趣旨説明、講義編に関する質問に対する回答 
10：00−11：20 グループ討議 
11：20−11：45 まとめ 
11：45−11：50 アンケート記⼊ 

 実践編は、⼤学評価に関する課題について他⼤学の⽅と情報交換しながら解決策を考えてい
きますが、１つの班に１名以上、⼀定程度の評価の実務経験を有するファシリテーターを配
置します。 

 グループ討議は、所属⼤学や課題等の内容を参考に班分けを実施します。 

［スタッフ］講義編：○関隆宏（新潟⼤）、⼟橋慶章（神⼾⼤） 実践編：講義編スタッフに加え、
浅野茂（⼭形⼤）、⼤野賢⼀（⿃取⼤）、⼩湊卓夫（九州⼤）、嶌⽥敏⾏（茨城⼤）、藤原将⼈
（⽴命館アジア太平洋⼤）、⼭本幸⼀（明治⼤）ほか 

［ER］IR 担当者能⼒調査結果報告セッション 
・ ⼤学評価コンソーシアムでは、３年に１回 IR（評価）担当者の知識やスキルの実態調査を実

施しています。今回の聴取ポイントは、みなさんが各能⼒をどのように涵養しているか、とい
うことをもとに各能⼒開発のための処⽅箋を提⽰できればと考えています。 

・ 前回回答した⽅には、前回の回答を表⽰し、この３年間でのご⾃⾝の「成⻑」についても振り
返ることができる機会を提供させていただきます（今後も会員のみなさまは随時点検可能と
なります）。 

・ 報告では、回答いただいた⽅には参加いただけるよう Teams ウェビナーもしくはライブイベ
ント等の使⽤を検討しています。 

［参考・前回結果］ 
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline 

 タイムテーブルは以下のとおりです。調査の詳細を含め別紙２をご覧ください。 

13：30−13：35 趣旨説明 
13：35−13：55［情報提供①］IR（評価）担当者能⼒の変化と傾向 −2018 年度調

査結果との⽐較− 
13：55−14：15［情報提供②］IR（評価）担当者はどのように各能⼒を涵養してい

るのか 
14：15−14：55 ［パネルディスカッション］IR（評価）担当者の能⼒開発の処⽅箋 
14：55−15：00 まとめ 
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 参加受付は 7 ⽉ 14 ⽇（⽔）13 時から 8 ⽉ 18 ⽇（⽔）17 時までとなり、定員は基本的に設
けない予定です。 

［スタッフ］浅野茂（⼭形⼤）、⼤野賢⼀（⿃取⼤）、嶌⽥敏⾏（茨城⼤）、末次剛健志（有明⾼専）、
⼟橋慶章（神⼾⼤）、⼭本幸⼀（明治⼤）、藤原将⼈（⽴命館アジア太平洋⼤）ほか 

 
５．申し込み 
 ⼤学評価コンソーシアム会員専⽤ページからお申し込みください。 
 7 ⽉ 14 ⽇（⽔）13 時から受付開始となります（終了はそれぞれのセッションで異なります。） 
 
６．お問い合わせ 
 acc2021@ml.ibaraki.ac.jp 
担当者 嶌⽥ 敏⾏（茨城⼤学 全学教育機構 総合教育企画部⾨［学務部学務企画課常駐］） 
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別紙 1 
令和 3 年 7 ⽉ 12 ⽇ 

 
⼤学評価・IR 担当者集会 2021「評価初⼼者セッション」のご案内 

 
主催：⼤学評価コンソーシアム 

 
１．はじめに 
 評価担当者として「評価とは何か」について基本的事項を理解するための講義と演習（ファシ
リテーターを交えたグループ討議）を⾏います。想定する参加者は、評価の実務経験がほとんど
無い⽅（概ね１年未満）です。（評価初任者研修として、毎年ほぼ同じ内容を扱いますので、過去
にこのセッションに参加したことがある⽅はご遠慮ください。） 
  
２．開催⽇時と内容 この先未転記 
［E-1］講義編：8 ⽉ 2 ⽇（⽉）〜13 ⽇（⾦） 

合計 90 分程度のオンデマンド教材を事前学修し、ワークシート（評価に関する⾃らの課題、疑
問点など）を作成し提出いただきます。 
 
［E-2］実践編：8 ⽉ 24 ⽇（⽕）9：30 − 11：50 

提出いただいたワークシートの内容に関して、参加者４名＋ファシリテーターによるグループ
討議を中⼼に、Zoom を⽤いたライブ形式で課題の解決、理解の深化を⽬指します。 
 
３．通信⽅法 
 ⼭形⼤学が保有する Zoom ライセンスを利⽤します。参加される⽅に、後⽇、接続⽤の URL を
お知らせします。 

 
４．講義編と実践編の概要 
［E-1］ 
 講義編については、以下の 4 つの⾳声付きパワーポイントを準備します。各⾃の都合のよい時
間に学習してください。（受講者にダウンロード⽤の URL をお知らせします。） 
   講義編① はじめに、⼤学評価担当者の基礎知識と⼼得 
   講義編② 認証評価の概要 
   講義編③ ⽬標・計画に基づく評価の概要 
   講義編④ ⾃⼰評価書作成にあたってのチェックポイント 
 ⾃主学習が終了したら、8 ⽉ 18 ⽇（⽔）10 時までに、以下の２点を⼤学評価コンソーシアム
web サイトからご⼊⼒ください。（班分けの資料などにも⽤います。） 
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１)【回答任意】講義編の内容に関して質問があれば、記載ください。 
２）【回答必須】評価担当者になって感じている⾃⼤学の課題、疑問点、悩み等を最⼤３つまで

記載ください。（初⼼者セッションですので、所属機関で普段聞くことのできない素朴な質
問も歓迎です。） 

 ご⼊⼒いただいた資料は、当⽇、全員に配付しますので、それをもとに議論を進めてください。 
 

［E-2］ 
 実践編については、以下のタイムテーブルを予定しています。（課題への回答内容によって変更・
延⻑する可能性があります。） 

9：30−10：00 趣旨説明、講義編に関する質問に対する回答 
10：00−11：20 グループ討議 
11：20−11：45 まとめ 
11：45−11：50 アンケート記⼊ 
 グループ討議について、上記２）の内容を参考に班分けを⾏います。各グループには、原則

として参加者 4 名と議論の進⾏を補助するファシリテーター（スタッフ）が配置されます。 
 
５．参加のご案内 
 講義編と実践編のセットでの申し込みとなりますので、実践編（8 ⽉ 24 ⽇）に参加できる⽅

のみお申し込みください。 
 接続⽤の URL 等の再配布はご遠慮ください。受信している PC 等を複数の⽅でご覧いただく

ことは妨げませんが、ご質問の⼊⼒、受け答えなどは申し込まれた⽅のみでお願いします。 
 ⾃由なご発⾔、ご議論をいただくために録画、録⾳は⾏いません。受信される⽅も、録画、

録⾳はしないでください。 
 
6．［E-2］実践編のオンライン参加に関するアクセス環境 

ネットワーク 「有線」での接続が望ましい。「無線」（Wi-Fi、携帯電話通信等）でも接続可能で
すが、ご⾃⾝の環境によっては通信断が発⽣する場合があります。 

端末 パソコン、スマホ、タブレット等で参加可能です。グループ討議を⾏うので、⼤
画⾯表⽰が可能なものが望ましい。 

Web カメラ 内蔵型、外付け型のいずれでも可ですが、無くても参加可能。通信状況によって
は、カメラオフをお願いする場合もあります。 

マイク 
スピーカー 

グループ討議で発⾔いただくため、声を出すことに問題のない環境が確保できる
こと。パソコン等の端末にマイクが備わっている（内蔵型）あるいは外付け型（ヘ
ッドセット）のいずれでも可。（マイクがない場合は当⽇までにご準備くださ
い。） 

ソフトウェア Web 会議システムとして Zoom を使⽤します。端末に合わせて、アプリ⼜はクラ
イアントソフトウェアの事前インストールをお願いします。 

※なお、当⽇「接続できない」旨のお問い合わせをいただいても対応できない可能性が⾼いと思
われます。送信側の不具合が発⽣している場合、電⼦メール等でお知らせします。そのような連
絡が届いていないにも関わらず接続できない場合には、１）Zoom アプリもしくはブラウザの再
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起動、２）PC の再起動、３）通信機器（ルータ等）の再起動を試していただければ、と思います。 
 
7．お申し込み⽅法 
⼤学評価コンソーシアムの web サイトからお申し込みください。 
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=member 
受付は、7 ⽉ 14 ⽇（⽔）13 時から７⽉ 28 ⽇（⽔）17 時までとなり、定員は 30 名です。 
  
8．スタッフ 
講義編：○関隆宏（新潟⼤）、⼟橋慶章（神⼾⼤） 
実践編：講義編スタッフに加え、浅野茂（⼭形⼤）、⼤野賢⼀（⿃取⼤）、⼩湊卓夫（九州⼤）、嶌

⽥敏⾏（茨城⼤）、藤原将⼈（⽴命館アジア太平洋⼤）、⼭本幸⼀（明治⼤）ほか 
 
9．お問い合わせ 
 スタッフ⽤メーリングリストにご連絡ください。件名に［E1］とセッションコードを付けて送
信してください。 
 
 acc2021@ml.ibaraki.ac.jp 
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別紙 2  
令和 3 年 7 ⽉ 12 ⽇ 

 
IR(評価)担当者の知識、技能の実態調査の実施および 

結果報告会「IR（評価）担当者における能⼒開発の処⽅箋」の開催について 
 

⼤学評価コンソーシアム 
 
１．はじめに 
・ ⼤学評価コンソーシアムでは、３年に１回 IR（評価）担当者の知識やスキルの実態調査を実

施しています。今回の聴取ポイントは、みなさんが各能⼒をどのように涵養しているか、とい
うことをもとに各能⼒開発のための処⽅箋を提⽰できればと考えています。 

・ 前回回答した⽅には、前回の回答を表⽰し、この３年間でのご⾃⾝の「成⻑」についても振り
返ることができる機会として活⽤してください。 

・ 報告会は、⼤学評価・IR 担当者集会 2021［ER］IR 担当者能⼒調査結果報告セッションとし
て実施します（8/24 午後）。回答いただいた⽅には参加いただけるよう定員が 1,000 名となる
Teams ウェビナーの使⽤を検討しています。 

 
２．調査について 
・ 改訂版・IR ⼈材の要素別段階別能⼒表［ルーブリック］（H31.7.18 版）をもとに、ご⾃⾝の

IR(評価)担当者の知識、技能について主観的で結構ですのでご回答ください。 
・ ⼤学評価コンソーシアム会員専⽤ページからご回答ください。期間は 7 ⽉ 14 ⽇（⽔）13 時か

ら７⽉ 28 ⽇（⽔）17 時といたしますが、恒常的に会員⽤能⼒チェック機能として運⽤します
ので、折に触れて点検等にご活⽤ください。 

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

 
①会員専⽤をクリック 

 
②ご⾃⾝が選択されていることを確認しつつ 
③「アンケート回答・確認」をクリック 

・ 設問⼀覧は別紙３です。⾃由記述への回答については、あらかじめメモ帳などで作成いただき
貼り付ける⽅が安⼼かもしれません。 

・ ルーブリックおよび前回の調査結果「我が国の IR 担当者の現状について（報告）」を含め、以
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下の web サイトからご覧いただけます。（回答時にはルーブリックの内容は画⾯に表⽰されま
すので、お⼿元にご⽤意いただく必要はありません。） 
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline 

 
３．報告会の詳細 
・ 報告会は、8 ⽉ 24 ⽇（⽕）13：30 から 15：00 に開催いたします。参加できない回答者の⽅

向けに⼀定期間録画したものを公開する予定です（１週間程度）。 
結果報告会「IR（評価）担当者における能⼒開発の処⽅箋」 

司会進⾏：浅野茂（⼭形⼤学 学術研究院） 

13：30−13：35 趣旨説明（嶌⽥） 

13：35−13：55 ［情報提供①］ 
IR（評価）担当者能⼒の変化と傾向 −2018 年度調査結果との⽐較− 
報告者：⼤野賢⼀（⿃取⼤学 学⻑室） 
・ ⼤学評価コンソーシアムでは、３年ごとに IR（評価）担当者の知識やスキルの実態調査を

実施しています。本報告では、今回の調査結果の概要を説明するとともに、過去の結果を踏
まえ、能⼒がどのように変化しているのかについても確認していきます。 

13：55−14：15  ［情報提供②］ 
IR（評価）担当者はどのように各能⼒を涵養しているのか 
報告者：嶌⽥敏⾏（茨城⼤学 全学教育機構） 
・ 今回の実態調査について、⾃由記述やスタッフなどへの聞き取り調査から、IR（評価）担当

者が、どのように能⼒を涵養しているかについて報告し、パネルディスカッションへの論点
を提供したいと思います。 

14：15−14：55 ［パネルディスカッション］ 
IR（評価）担当者における能⼒開発の処⽅箋 
モデレーター：嶌⽥敏⾏（茨城⼤学 全学教育機構） 
パネリスト：⼤野賢⼀（⿃取⼤学 学⻑室）、末次剛健志（有明⼯業⾼等専⾨学校 総務課）、⼟

橋慶章（神⼾⼤学 ⼤学戦略企画本部 戦略情報室）、⼭本幸⼀（明治⼤学 研究推進
部 研究知財室） 

・ 我が国の IR・評価担当者は、異動を伴う事務系職員から多く構成されています（⼤学評価
コンソーシアム会員の 75％は職員）。そこで、話題提供者に加え、事務系の IR・評価担当
者（経験者）と実際に IR や評価の業務で必要な素養とは何か（異動前にやっておけばよか
ったこと）、また、他部署に異動後に役⽴った IR や評価業務で得た素養について考えて⾏
きたいと思います。 

14：55−15：00 まとめ（浅野） 
・ パネルディスカッションが、どちらかというと職員⽬線での話になると思いますので、教

員、専⾨職の⽬線を補ないつつ全体をまとめます。 
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4．お問い合わせ 
 スタッフ⽤メーリングリストにご連絡ください。調査に関するお問い合わせは件名に［調査］、
報告会に関するお問い合わせは［ER］とセッションコードを付けて送信してください。 
 
 acc2021@ml.ibaraki.ac.jp 
 
 
 


