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山本 幸一（明治大学）

大学評価・IR担当者集会2022

２０２２年９月１日（木）九州大学 伊都キャンパス

https://researchmap.jp/ko_yamamoto/presentations/28302618

R2：IR業務のおさらい－IRで培った知識・スキルを何に活かすのか－

データ分析とレポーティング

－データの読み方・グラフの使い方－

https://researchmap.jp/ko_yamamoto/presentations/28302618


自己紹介 2

⚫ 明治大学に入職後、学部事務室，私大連盟出向（研修事業課・学生課），新規事業部門等を
経て，2007年から教学企画部（中長期計画，設置認可、大学評価，ＩＲ），2021年から研
究推進部（研究企画，研究データベース）。IR運営委員会専門部会員。

⚫ 主な学外活動に、文部科学省委託調査「大学教育改革の実態の把握及び分析等に関する調
査」委員（2015年），大学基準協会 大学評価分科会委員（2011～14年）,同内部質保証
のあり方に関する調査研究部会員（2013～15年）、同 正会員資格判定委員（2015～20
年），日本私立大学連盟 情報分科会長、同PDCAサイクル研修委員会 委員長，大学評価コン
ソーシアム幹事（以上現在）。

⚫ 主な他大学での活動に、立命館大学 大学評価委員（2016年）、南山大学 外部評価委員
（2018～現在）、共立女子大学 外部評価委員，山形大学ＩＲプログラム アドバイザー兼補
助講師。

⚫ 共著に『内部質保証ハンドブック』大学基準協会、『内部質保証システムと認証評価の新段
階』エイデル研究所、『大学はコミュニティの知の拠点となれるか』ミネルヴァ書房など。
最近の共同研究報告に，A Holistic Approach to Successful IR/IE，AIR Annual 
Forum 2020 等。

⚫ 明治大学大学院ガバナンス研究科修士課程修了、修士（公共政策学）。公共経営学，政策評
価論を専攻



IR担当者になってみよう！ 3

データ
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設計
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設計・課題把握 収集 分析・可視化 報告・活用

データの読み方・グラフの使い方を体験する

➡ データ分析とレポーティングの観点



⚫Quiz１ 入試委員会からのリクエスト（入試形態とGPA）

集計表（統計データ）とヒストグラム：平均値

～ 量的変数の「中心」と「分布」を調べる

⚫Quiz２ 教務委員会からのリクエスト（履修状況とGPA）

箱ひげ図 : 何に注目するべきか

～ 分布を「比較」する

⚫Quiz３ 学修委員会からのリクエスト（成績データと学習成果）

散布図 : データを俯瞰し，層別する

～ データを変形し、２変数の関係を考える

【教材企画】

藤原 宏司（山形大学）, 白石 哲也（山形大学）, 橋本 智也（大阪公立大学）, 山本 幸一（明治大学）

Quiz－データの読み方・グラフの使い方 4



入試形態 入学者数 初年次ＧＰＡ平均

XX入試 481名 2.3

YY入試 477名 2.5

ZZ入試 542名 2.4

Ａ学科入試委員会では，入試形態（入試方式）の見直しをすることになりました。

Ａ学科入試形態別 初年次ＧＰＡ平均（XX年度）

どのような事実，また特徴が読み取れますか？何を報告しますか。

Quiz1 集計データの読み方 5



⚫ この表から読み取れることは？

⚫ 何をどのように報告しますか？

Quiz1回答用紙（箇条書き） 6



Quiz１に学ぶ：集計データとヒストグラム

⚫ 平均値では同じでも，データ
の内容が異なっているケース
もある。

⚫ 平均値で判断しない。分布を
調べる。

⚫ 「入試形態によって特徴があ
る」と報告してよいのだろう
か？

➡ 経年ではどうか。同じ傾向
が続いているのか、特定の年
度だけの現象なのかを調べる。

「特定の年度だけの現象であれ
ば、競合校の入試日程の影響な
ど原因を探ります」

GPA平均 2.3 GPA平均 2.5 GPA平均 2.4



⚫ 統計表の作成：合計欄を作成してください

入試形態 入学者数 初年次GPA平均

XX入試 1,100名 2.3

YY入試 377名 2.4

ZZ入試 23名 2.5

Quiz１に学ぶ：補足 - 平均値の集計



Quiz１に学ぶ：補足 - 平均値の集計

入試形態 入学者数 初年次GPA平均

XX入試 1,100名 2.3

YY入試 377名 2.4

ZZ入試 23名 2.5

合計 1,500名 2.4=（2.3+2.4+2.5）÷3

● 統計表：平均の平均は平均にならない。再計算すること*

*あるいは、算出方法（計算式）を明記すること



Quiz１に学ぶ：補足 – GPAの特質

GPAは、学科比較や教育効果の測定には向いていない*（間接指標）

⚫ GPAは、複数の科目の評価が混在した状態（GPの平均）であり、さまざま
到達目標・評価（数学、英語…）を平均化したもの。

⚫ 複数の観測データ（到達目標、評価）が混在している。

➡ 結果の解釈が難しい / 結果から改善点が分かりにくい

・AさんのGPAが、「3.0」から「2.0」に下がった。
・AさんとBさんのある学期におけるGPAは同じ2.0だった。

・Aさんは，英語を頑張るべきか？ 数学を頑張るべきか？

参考）藤原・山本ほか（2019）「教育効果の可視化とGPAについて」
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/documents/2019/iries2019/irie2019_4-1_fujiwara_et_al.pdf

*パラメータ（留学推薦基準，奨学金受給基準など結果と関係する変数）としては活用できるケースが多い。

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/documents/2019/iries2019/irie2019_4-1_fujiwara_et_al.pdf


履修形態 履修者数

専門と教養 218名

専門のみ 221名

履修無し 216名

GPAの表記：
中央値－箱の色/平均値－数値

出典）「エクセルQC館」 http://excelshogikan.com/qc/qc03/boxplot.html
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どのような事実，また特徴が読み取れますか？何を報告しますか。

Ａ学科教務委員会では，ダブルメジャー制度の効果検証をすることになりました。

Quiz２ 箱ひげ図（BoxPlot）の読み方 11



⚫ この表から読み取れることは？

⚫ 何をどのように報告しますか？

Quiz２回答用紙（箇条書き） 12



⚫ 箱ひげ図はすでに分布や散
らばりが示されたグラフ

⚫ ヒストグラムと同じ情報を
与えてくれるが，項目ごと
に比較がしやすい。

⚫ 上位も下位もある。散らば
りや分布を比べる。

⚫ ゼミなしでGPA高い人は，
資格試験の勉強をしている
人かも知れない。

⚫ どのような学生なのか，次
の分析を考える（探索する，
層別の分析）。

性別？

入試形態？

進路希望？

Quiz２に学ぶ：箱ひげ図：分布のどこに注目するか



出典）「統計WEB」 https://bellcurve.jp/statistics/course/5222.html

⚫ ひげの上下端が最大値・最小
値となる箱ひげ図

⚫ ひげの長さを四分位範囲（IQR）の
1.5倍を上下限とする箱ひげ図

外れ値（ Outlier ）とは，データ分布において、他の観測値から大きく外れた値のこと。外れ値の存在は、データ解釈を
難しくする場合があります。1.5IQRの箱ひげ図は、外れ値の影響を排除するためのものです。左右は共に同じデータを
示した箱ひげ図ですが、印象が異なると思います。

Quiz２（補足）：箱ひげ図にはいくつか種類がある



学習支援委員会では，初年次科目の効果について確認することにしました。

どのような事実，また特徴が読み取れますか？何を報告しますか。

Quiz２ 散布図の読み方 15



⚫ この表から読み取れることは？

⚫ 何をどのように報告しますか？

Quiz３回答用紙（箇条書き） 16



⚫ 初年次科目の効果
とは？➡卒業時
GPAへの影響

⚫ ２変数の関係。ま
ず俯瞰（全体）し，
データミスがない
か（すぐに分析作
業に入らない）確
認する。

⚫ 層別分析など詳細
を確認

⚫ 学科の先生にグラ
フを見てもらいな
がら意見交換する。

ＧＰＡ低い集団があ
る（中退が含まれて
いるのでは？）誤記載，あるいは

異常値があれば取
り除くかどうか検
討。

この２項目のみ離
れすぎている。
データ処理にミス
はなかったか？

難易度？

成績基準？

性別？

入試形態？

元データに戻り、
内容を確認する。

Quiz３に学ぶ：散布図の読み取り手順と留意点



⚫ データの要約について考える。

⚫ 散布図と度数表（集計デー
タ）の違い。

⚫ 分析目的に応じたデータ集約
の方法を考える。

⚫ 集計表の場合，同じデータで
も，受け取り方が異なるケー
スもある。

GPA平均の区分

1<=2 2<=3 3<=4 総計

S 2 26 28

A 44 63 107

B 31 250 68 349

C 48 35 83

F 91 10 101

総計 170 341 157 668

数学の評価

数学の評価

F C B A S 総計

3<=4 68 63 26 157

2<=3 10 35 250 44 2 341

1<=2 91 48 31 170

総計 101 83 349 107 28 668

GPA平均の区分

Quiz３（補足）：散布図からのデータの読み取り

集約A

集約B



⚫ 平均値では判断しない。
データの分布を確認するこ
と（ヒストグラム）。

⚫ 単年度では判断しない。経
年での変化を確認すること。

⚫ 平均の平均を計算していな
いか，注意する。

まとめ：IR担当者の立場になって考えていただいたこと 19

⚫ 収集したデータをいきなり
分析しないこと。

⚫ データの内容を理解・俯瞰
すること。

⚫ 分析前に入力ミスや特異値
等のエラー値の理由を特定
し，修正要否等を判断する。

⚫ 分析者が勝手に提案，結論
を示さない。関係者との意
見交換に努めること。

⚫ 平均値だけではなく，散ら
ばりを確認すること。

⚫ 上位層・下位層のデータに
も関心を寄せるなど，さら
に深い（層別の）分析から，
事実を見出すこと。

⚫ 単純集計だけでレポーティ
ングしない。

集計表とヒストグラム 箱ひげ図 散布図



Making Campus Decisions Better 

Thank you for your attention.

明治大学 山本 幸一 ma94004@mics.meiji.ac.jp


