
⼤学評価コンソーシアム総会

公⽰期間︓令和３年８⽉２０⽇（⾦）ー２７⽇（⾦）



ごあんない
• ⼤学評価・IR担当者集会2018から、総会は１週間ほど公⽰を⾏い、
ご意⾒をいただく⽅式に切り替えています。
• 今年度も、オンライン開催のため、⼤学評価・IR担当者集会webペ
ージに公⽰し、メーリングリストで配信させていただきます。
• こちらの資料をご覧いただき、ご意⾒、ご質問がありましたら、

令和３年８⽉２７⽇（⾦）１２時まで
に、⼤学評価コンソーシアム幹事会MLまでお知らせください。

aricore@ml.ibaraki.ac.jp （担当︓嶌⽥）
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議事次第
• 報告事項
• 勉強会等の開催／⼈材育成
• 情報誌「⼤学評価とIR」の発⾏
• 幹事会の開催

• 審議事項
• 今後の活動予定

• その他
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⽬標とその実現のための措置
（第⼆期⾏動計画（平成29－令和3事業年度））

１）⼤学評価やIRなどの活動を通して、⼤学の教育、研究、諸活動の充実につなげるた
めの⽀援を⾏う。
２）実践を基本として、役に⽴つ知識・スキルや事例の蓄積を勉強会や情報誌を通して
共有する。
３）⼤学評価やIRなどに携わるすべての⼈（⼤学、評価機関、政府等）に役に⽴つ活
動とする。
⾏動計画１︓本コンソーシアム会員に対して、⼤学評価・IR業務の効果的な推進、並び
にこれらの業務を通じて⼤学の改善を図るために必要とされる知識・技能の向上に資する
⽀援を⾏うとともに、会員が相互研鑽を図れる場を提供する。
⾏動計画２︓評価⼈材の能⼒・スキルを明らかにし、評価⼈材が⼤学の改善のために効
果的な⽀援が⾏えるような具体的なテーマを設定し、⽬的を明確にした評価⼈材の育成、
資質の向上を図る。 評価⼈材やIR⼈材に必要な能⼒・スキルを更に明確化し、それらの
能⼒・スキルを会員がより効果的に獲得できるよう内部質保証、FD、SD、研究マネジメン
ト、データ処理・ データ分析などに関連する⼈材育成を⾏う団体との連携を図る。
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勉強会等の開催／⼈材育成１
⼤学評価・IR担当者集会2020
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⽇付 イベント名 形式 参加者** 満⾜度***

R2.9.8 E1-1 評価・質保証実践事例セミナー1（国⽴⼤学編︓⼭形⼤学事例） オンライン 41 95.8

R2.9.14 E1-2 評価・質保証実践事例セミナー2（私⽴⼤学編︓法政⼤学事例） オンライン 39 96

R2.9.23 M メインセッション「コロナ時代における評価・IR活動の課題と今後の展望」* オンライン 166 85.3

R2.9.24 R1-1 IR初⼼者セッション［概論編］* オンライン 95 100

R2.9.24 R1-2 IR初⼼者セッション［演習編］* オンライン 33 84

R2.9.30 E2 評価初⼼者セッション［講義編＋実践編］ オンライン+オンデマンド 28 82.4

R2.10.16 E1-3 ⼤学評価と質保証に関する実践事例勉強会（グループ討議） オンライン 30 100

R2.11.5 R2 IR実務担当者セッション オンライン 107 95.2

R2.11.25 E3 評価初⼼者セッション［講義編＋実践編］ オンライン+オンデマンド 24 87.5

*九州⼤学基幹教育院 次世代型⼤学教育開発センターとの共催 **  参加者にはスタッフを含む
***満⾜度は５段階評価のうち、肯定的な回答の割合



勉強会等の開催／⼈材育成２
継続的改善のためのIR/IEセミナー2021
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⽇付 セッション名 形式 参加者** 満⾜度***

R3.2.16第４期中期⽬標・中期計画に関する情報交換セッション オンライン 22 *

R3.2.26R2︓IR担当者の知識、スキルセッション オンライン 58 84.8

R3.3.19E2︓ロジックモデル＆指標策定セッション オンライン 19 100

R3.3.22R1︓IR実務担当者セッション オンライン 92 93.8

* 情報交換のため満⾜度については聴取していない
**  参加者にはスタッフを含む
***満⾜度は５段階評価のうち、肯定的な回答の割合



勉強会等の開催／⼈材育成３
R3.5.24 中期⽬標・計画情報交換会（オンライン）35名参加

R2.11.19、R2.12.15
「内部質保証の理想と現実のギャップ」に関するセミナー 第１回、第２回
各16名参加
３回⽬ → IR/IEセミナーの「R2︓IR担当者の知識、スキルセッション」に振り替え
４回⽬以降︓担当者の認証評価受審準備のため⾒合わせ中
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情報誌「⼤学評価とIR」の発⾏
• 投稿原稿の受付を「事例報告」に限り令和2年9⽉1⽇から再開しました。
• ISSNを取得しました。（2435-8959）
• 令和２年度内でのJ-Stage申請を計画していましたが、担当者らの認証評価受審

準備等の影響や投稿が少なく実際には不定期刊⾏となっていることから、作業に遅れ
が出ております。

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib
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幹事会等の開催
令和３年１⽉30⽇（⽊）臨時幹事会（オンライン）
○令和３年におけるセミナー等の⾒通しについて
（IR/IEセミナー、担当者集会等）

令和３年２⽉４⽇（⽊）臨時幹事会（オンライン）
○ 評価・IR担当者における知識、技能の状況と今後の調査について

令和３年７⽉９⽇（⾦）臨時幹事会（オンライン）
○ ⼤学評価・IR担当者集会2021および評価・IR担当者実態調査について

令和３年８⽉19⽇（⽊）臨時幹事会・準備会（オンライン）
○ ⼤学評価・IR担当者集会2021の進⾏について
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［報告］⾃⼰評価
• ⾏動計画1について：評価・IRに関する相互研鑽の場の提供に関しては、
コロナ感染の状況によりオンライン研修の提供となった。研修の場は、情
報共有や理解の深化のみならず、⼈的ネットワーク構築の側⾯もあるが、
後者の点についてはオンライン研修では制約が⼤きく、別の⽅法の模索が
必要と考える。
• ⾏動計画２について：評価・IR⼈材の育成に関しては、ルーブリックに基
づき研修を⾏ってきた。またルーブリックで描かれる能⼒段階の検証も⾏
ってきた。今後はその検証で⾒えてきた、評価・IR⼈材の能⼒の現状を踏
まえた、研修プログラムの⾒直しが求められる。
• 昨年から続くオンラインによる各種研修や勉強会は、多様化するニーズに
対応できる可能性を有しているとともに制約も⼤きい。そのため今後の活
動の展開としてオンライン研修・勉強会の位置づけの再考と、近年ますま
す強まる内部質保証システムの構築と運⽤という観点をふまえた活動が求
められる。
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［報告］過去1年の運営について
重要な決定事項の会員への周知
• IR実務担当者連絡会、勉強会、⼤学評価・IR担当者集会2020の開催や内容な

ど、重要事項については決定次第報告することが出来た、と考えられます。

⾦銭の授受を伴う事業について
• 実施していません。

その他
• 情報誌については、投稿受付を再開しました。
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［報告］監査⼈から監査報告
監査⼈から監査報告
• 現在、監査実施中です。完了し次第、結果を公表いたします。
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［審議］今後の活動計画
⼤学評価コンソーシアムは、引き続き、以下のような活動を⾏う「プラットフォーム団
体」として活動します。

１）イベント開催⽀援（主にIR系）
２）イベント主催（主に⼤学評価系）
３）⼤学評価コンソーシアムのwebサイトやMLを⽤いた情報共有
４）情報誌「⼤学評価とIR」の発⾏

• １）に関して、申し込み、受付のためにコンソーシアムの会員情報を、必要最低限な
部分に限り会場校へ提供しています。
• オンライン開催の場合、開催校の概念が不明瞭となるため、１）についても、直轄事

業として実施している場合があります。
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［参考］スタッフ⼀覧 14

幹事などスタッフの任期は、令和２年9⽉24⽇から令和4年度の⼤学評価・IR担当者集会の中⼼的な⽇までとします。

［代表幹事］
⼩湊 卓夫 九州⼤学 基幹教育院 准教授

［副代表幹事］
浅野 茂
⼤野 賢⼀
嶌⽥ 敏⾏

⼭形⼤学 学術研究院 教授
⿃取⼤学 学⻑室 教授/学⻑特別補佐（IR担当）
茨城⼤学 全学教育機構 副機構⻑/教授

［幹事］
佐藤 仁
末次 剛健志
関 隆宏

⼟橋 慶章

橋本 智也

藤井 都百
藤原 将⼈
⼭本 鉱
⼭本 幸⼀

福岡⼤学 ⼈⽂学部 教授
有明⼯業⾼等専⾨学校 総務課 課⻑
新潟⼤学 経営戦略本部評価センター 准教授［IR推進室兼務］
神⼾⼤学 戦略企画室 （情報戦略部⾨［⼤学改⾰・評価部⾨兼
務］） 主任政策研究職員
⼤阪市⽴⼤学 ⾼等教育研究院 ⼤学教育研究センター 講師［IR室兼
務］
九州⼤学 インスティテューショナル・リサーチ室 准教授
⽴命館アジア太平洋⼤学 アカデミック・オフィス 専任職員
九州⼯業⼤学 インスティテューショナル・リサーチ室 准教授
明治⼤学 研究推進部 研究知財事務室副参事

［監査⼈］

淺野 昭⼈
⼤川 ⼀毅

⽴命館⼤学 教学部 事務部⻑
岩⼿⼤学 評価室 教授

［アドバイザー］

岡部 康成
⼩林 裕美

⽥中 秀典
難波 輝吉

帯広畜産⼤学 ⼤学情報分析室 講師
⼈間⽂化研究機構 総合地球環境学研究所 管理部
企画連携課 課⻑
宮崎⼤学 IR推進センター 准教授
名城⼤学 附属図書館 事務部⻑


