
⼤学評価コンソーシアム総会

公⽰期間︓令和４年８⽉２９⽇（⽉）ー９⽉２⽇（⾦）



ごあんない
• ⼤学評価コンソーシアムの総会は、１週間ほど公⽰を⾏い、ご意⾒をい
ただく⽅式をとっています（⼤学評価・IR担当者集会2018以降）。
• ⼤学評価・IR担当者集会webページに公⽰し、会員向けメーリングリ
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４年９⽉２⽇（⾦）12時まで

に、以下に⽰す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
• 幹事会等の開催
• ［報告］⾃⼰評価
• ［報告］過去1年の運営について
• ［報告］監査⼈から監査報告年度の変更

• 審議事項
• 代表幹事、幹事、監査⼈の選任
• 今後の活動計画

• 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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参考URL: https://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=about4



勉強会等の開催／⼈材育成
⼤学評価・IR担当者集会2021、勉強会
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⽇付 イベント名 形式 参加者** 満⾜度***

R3.8.24 ［E1］評価初⼼者セッション（オンデマンド込み） オンライン 24 93.3

R3.8.24 ［R］IR担当者能⼒調査結果報告会 オンライン 68 89.4

R3.8.24 ［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、開催中⽌ － － －

R4.3.18 第３期終了時評価や第４期中期⽬標・中期計画に関する情報交換会 オンライン 30 －
**  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



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⽇から再開しています。
• 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。
• 第12号（令和３年10⽉７⽇）、第13号（令和４年４⽉27⽇）、第14号

（令和４年３⽉30⽇）を発⾏しました。

■情報誌「⼤学評価とIR」
https://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib
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幹事会等の開催１
令和３年９⽉22⽇（⽔）令和３年度第３回幹事会（オンライン）
○ 第３期活動⽅針（令和４年度〜5カ年）の検討および担当者集会の振り返り、

今年度の計画について

令和３年10⽉20⽇（⽔）あり⽅に関する懇親会（オンライン）
○ 今後の⼤学コンソーシアムのあり⽅について

令和３年11⽉９⽇（⽕）あり⽅に関する懇親会（オンライン）
○ 今後の⼤学コンソーシアムのあり⽅（内部質保証編）について
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幹事会等の開催２
令和４年５⽉16⽇（⽉）令和４年度第１回幹事会（オンライン）
○ ⼤学評価・IR担当者集会2022の実施について

令和４年６⽉21⽇（⽕）令和４年度第２回幹事会（オンライン）
○ 「⼤学評価・IR担当者集会2022に向けた⼤学評価およびIRに関する課題とニー

ズに関する調査」結果の検討について

令和４年６⽉30⽇（⽊）令和４年度第３回幹事会（オンライン）
○⼤学評価・IR担当者集会2022の開催について
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［報告］⾃⼰評価
• ⾏動計画1について︓当該事業年度における活動は、COVID-19による感染拡⼤

の影響もあり、⼤学評価・IR担当者集会と中期⽬標・中期計画に関する情報交換
会2つのオンライン実施にとどまったため、⼗分とは⾔えない活動であった。オンライン開
催は利便性が⾼まる効果はありつつも⼗分な意⾒交換やネットワーク構築が難しい。
次期の事業年度はオンラインに加え対⾯での開催も視野に⼊れつつ活動を⾏う必要
がある。
• ⾏動計画２について︓⼈材育成のためのルーブリックに基づいた研修は、⾏動計画1

にもあるように⼗分に⾏われていない。評価⼈材およびIR⼈材に求められる能⼒が広
がりつつある中で、評価・IR活動の相違点も踏まえ研修の焦点を明確化していくこと
も求められる。
• COVID-19による感染拡⼤の影響もあり近年の活動は停滞している。本コンソーシ

アムの原点に⽴ち返り、評価・IR活動の担当者とのネットワーク構築としっかりした意
⾒交換の場の提供のあり⽅を再考する時期に来ていると考える。
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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
• ⼤学評価・IR担当者集会2021、勉強会の開催や内容など、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、10件の投稿を掲載しました（令和３年９⽉〜令和４年８⽉）。
• 第14号は、特集号（企画記事）として、令和3年度に実施したIR（評価）担当者の調査結果に

ついて報告しました。
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［報告］監査⼈から監査報告年度の変更
監査⼈から監査報告
• ⾦銭の授受を伴う事業について実施していないことからも、これまで毎年実施していた

監査⼈監査を隔年にしています（平成29年度以降）。
• 本年度は実施せず、来年度に2年間分（令和３年度及び令和４年度）を実施

予定。
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［審議］代表幹事、幹事、監査⼈の選任
選考プロセス
• ⼤学評価コンソーシアムでは、会員が異動により⼊れ替わることを想定し、選挙では

ない形で幹事及び代表幹事を選ぶこととしている。
• 幹事と幹事ではない者で構成される「次期幹事選定会議」を設置し、幹事及び代表

幹事の候補者を選定し、総会で諮るプロセスをとっている。
• ⼤学評価コンソーシアム会則第13条に基づき、令和４年8⽉24⽇（⽔）にオンラ

インで次期幹事選定会議を開催した。
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関連会則URL: https://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=about5



［審議］次期幹事選定会議
次期幹事選定会議は、以下の10名で開催した。

• 幹事︓⼩湊卓夫（九州⼤）、浅野茂（⼭形⼤）、嶌⽥敏⾏（茨城⼤）、⼤野
賢⼀（⿃取⼤）、橋本智也（⼤阪公⽴⼤）の５名
• 幹事ではない者︓岡部康成（帯広畜産⼤）、⽥中秀典（宮崎⼤）、江端弘樹

（福井⼤）、岩野摩耶（⼭⼝⼤）、鈴⽊拓⼈（筑波技術⼤）の５名

• 審議内容
• 次期幹事候補者について推薦理由等について、幹事から説明を⾏った。
• また、現状についても説明を⾏った。

• 審議結果
• 原案どおり、ご了承いただいた。
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関連会則URL: https://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=about5



［審議］次期幹事・監査⼈候補
［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・企画担当］
浅野 茂 ⼭形⼤学 学術研究院 教授

［副代表幹事・事業担当］
⼤野 賢⼀ ⿃取⼤学 学⻑室 教授/学⻑特別補佐（IR担当）

［副代表幹事・庶務担当］
嶌⽥ 敏⾏ 茨城⼤学 全学教育機構 総合教育企画部⾨ 教授/副機構⻑
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［審議］次期幹事・監査⼈候補
［幹事］
佐藤 仁 福岡⼤学 ⼈⽂学部 教授
末次 剛健志 有明⼯業⾼等専⾨学校 総務課 課⻑
関 隆宏 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］
⼟橋 慶章 神⼾⼤学 戦略企画室 情報戦略部⾨（兼 ⼤学改⾰・評価部⾨）

主任政策研究職員（⾼度専⾨職）
橋本 智也 ⼤阪公⽴⼤学 国際基幹教育機構 ⾼等教育研究開発センター 准教授
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 准教授
藤原 将⼈ 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
⼭本 鉱 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
⼭本 幸⼀ 明治⼤学 研究推進部 研究知財事務室 副参事
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［審議］次期幹事・監査⼈候補
［監査⼈］
淺野 昭⼈ ⽴命館アジア太平洋⼤学 副学⻑・事務局⻑/学校法⼈⽴命館 常務理事
⼤川 ⼀毅 岩⼿⼤学 評価室 教授

［アドバイザー］
岡部 康成 北海道国⽴⼤学機構 帯広畜産⼤学 ⼤学情報分析室 講師
⼩林 裕美 ⼈間⽂化研究機構 総合地球環境学研究所 管理部 総務課 課⻑
⽥中 秀典 宮崎⼤学 畜産草地科学科 教授
難波 輝吉 名城⼤学 附属図書館 事務部⻑
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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。



［審議］今後の活動計画
①⼤学評価コンソーシアムは、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤防⽌に最⼤限
の配慮を⾏いつつ、以下のような活動を対⾯で活動する⽅向で調整しております。

１）イベント開催⽀援（主にIR系）→ 当⾯は主催します。
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

②対⾯での会議等ができなかったため、第⼆期⾏動計画（H29-R4年度担当者
集会まで）の点検が遅れており、第三期⾏動計画の策定ができていない。そこで、
第⼆期⾏動計画を１年間延⻑し、次回総会に第三期⾏動計画を提案したい。
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