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本報告の位置づけ（概要より引用）
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• 第3期認証評価において内部質保証は重点評価項目として位置付けら
れており、教育・学習に係る内部質保証が実質的に機能しているかは
評価のポイントとなっている。

• そこで、本報告ではまず、報告者が所属する広島市立大学における事
例を基に教育の内部質保証の確立に向けた取組事例と課題について報
告する。

• そのうえで、改善へのアクションに繋げる有効な仕組みやあり方につ
いて議論したい。



本報告のまとめ
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1. カリキュラムアセスメントの取組を標準化し、継続的に実施することで、ディプ
ロマ・ポリシーに掲げる学修目標の達成度を測定し、学生の学修成果の把握を行
う等、学びの実態把握に繋げられている。

2. カリキュラムアセスメントの取組等を踏まえて、「内部質保証の方針」を見直す
ことで、実態に即した方針、手続きとして整理することができる。

3. 改善までのサイクルを提示しているが、学修成果などの各種データや指標に基づ
いて、学部・研究科内でどのように改善に活かすか等の整理までができていない
状況にある（どのような状況であれば改善行動を起こすのか等の基準へ不明確）。

【議論①】改善へのアクションに繋げる有効な仕組みやあり方、基準等
【議論②】学生自身が学びの達成度を振り返り、改善に活かす方法等



本報告の構成
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1. カリキュラムアセスメントの実施に向けた準備
2. カリキュラムアセスメントの標準化に向けた取組
3. 本報告のまとめ



公立大学法人広島市立大学について
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学生数

教職員数

学部学生1,789人 大学院学生295人

教育職員数 200人 事務職員99人 ※2022年5月1日現在の人数

概要

住所：広島県広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号
設立：1994年4月1日開学

国際学部／国際学研究科

平和学研究科芸術学部／芸術学研究科

情報科学部／情報科学研究科

学部数等 学部：３ 研究科：４

沿革

2010年4月 法人化（広島市から現法人に設置者変更）
2018年4月 国際学生寮「さくら」を開寮
2019年4月 大学院平和学研究科（修士課程）を開設

建学の基本理念

科学と芸術を軸に世界平和と地域に貢献する国際的な大学



用語説明
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用語 解説
カリキュラムアセスメント
（教育課程編成・実施者による自己評価）

各学科・研究科の所属学生が DP を満たして卒業・修了したか
どうかの自己点検・評価

カリキュラムアセスメント・チェック
（他学科教員による他者評価）

各学科、研究科が行った自己点検・評価を他学科の教員等がエ
ビデンスを基に説明し、他学科等の教員が他者評 価を行いフィ
ードバックする取り組み

カリキュラムコンサルティング
（学生による評価）

学科・研究科毎の卒業・修了を控えている学生に対して４年間の
カリキュラムを振り返り、カリキュラムの長所 と改善点に関する
意見聴取とその割合を調べる取り組み

カリキュラムアセスメント・チェックリスト
（アセスメントプラン）

カリキュラムアセスメントを行う際の評価項目や手法を学科・研
究科毎に一覧表にしたもの

出典：山咲ら（2020）を基に加筆



広島市立大学におけるカリキュラムアセスメント実施プロセス
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IR関係の規程整備
IR組織の設置

学生調査の設計・実施

カリキュラムアセスメント
の導入に向けた取組

(ワークショップ型研修等)

カリキュラムアセスメント
の標準化に向けた取組

（取組の改善等）

2019年度 2020年度 2021・2022年度

2019年度はIR関係の規程等を整備し、学生調査の設計・実施に取り組んだ。
2020年度は「教学マネジメント指針」発出を踏まえて、DPに掲げる学修目標の達成度把握を体系的
に行うため、カリキュラムアセスメントの導入に向けたワークショップ型の研修等を実施した。
2021年度以降は、カリキュラムアセスメントの標準化に向けて、方針・手続きの整備、取組内容の
改善等に取組んでいる。
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カリキュラムアセスメントの実施に向けた準備
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1. 研修を通じた理解浸透、実施準備（2020年度）
①執行部（学長・副学長・事務局長等）向けの研修実施
②部局執行部（学部長・副学部長等）向けの研修実施
③全構成員向けの研修実施(セミナー形式)
④教務委員、内部質保証委員等向けの研修実施(ワークショップ形式(4回))

2. カリキュラムアセスメントの実施（2020・2021年度）
①カリキュラムアセスメント（自己評価）
②カリキュラムアセスメント・チェック（他者評価（書面））

3. 三つの方針の改訂等の各種手続き（2021年度）
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カリキュラムアセスメントの実施に向けた準備
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内部質保証・教学マネジメント体制構築に向けたFD・SDの実施について
１ 実施目的
ディプロマ・ポリシーに定める学修目標の到達目標を測定するアセスメントに関

連するツール(ルーブリック、カリキュラムツリー、マップ等)及びアセスメント・
プランの策定が急務であることを踏まえ、内部質保証をテーマとしたワークショッ
プ型FD・SDを実施し、内部質保証及び教学マネジメントが機能する体制を構築する
（5/27内部質保証委員会決定）。
２ 到達目標

(1) カリキュラムアセスメント・チェックが実施できる体制を構築する。
(2) 策定した各種アセスメントツール等を用いた評価が実施できる。



カリキュラムアセスメントの実施に向けた準備
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３ 実施内容
⑴教育の質保証における一つの取組みであるカリキュラムアセスメント・チェックの紹介と本学の質保
証に関する取組みの実施状況についての解説を講演形式で 行う。
⑵各種アセスメントツールの策定に際して、ディプロマ・ポリシーは適切なのか、ワークショップ形式
で確認し、必要に応じてポリシーの見直しを行う。
⑶ディプロマ・ポリシーに定める学修目標の到達目標を測定するアセスメントに関連するツール（カリ
キュラムアセスメント・チェックリスト、カリキュラムマップ、カリキュラムツリー、ナンバリング、
卒業研究・卒業論文・卒業制作を評価するルーブリック）をワークショップ形式で原案の策定を行う。

5 FD・SD参加者
現行のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー等の点検・修正等を行うことから、各部局にお
いてポリシーの修正等の権限を有する教員、ポリシー見直し等の実務を担当する教員の参加が望ましい。



カリキュラムアセスメントの実施に向けた準備
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実施時期 研修内容

6月1日（月） ①執行部（学長・副学長・事務局長等）向けの研修実施

6月26日（金） ②部局執行部（学部長・副学部長等）向けの研修実施

7月31日（金）
【前半（講義）】
10：00～12：00（120分）

【後半（ワークショップ）】
13：00～17：00（240分）

③全構成員向けの研修実施(セミナー形式)
【前半（講義）】
カリキュラムアセスメントの導入と方法、貴学の３ポリシーの状況

④教務委員、内部質保証委員等向けの研修実施
【後半（ワークショップ）】
ＤＰの点検

9月18日（金）13：00～17：00 ＣＰの点検並びにカリキュラムツリーの策定

10月19日（月）13：00～17：00 シラバスの点検並びにカリキュラムマップの策定

11月27日（金）13：00～17：00 カリキュラムアセスメントチェックリスト並びにアセスメントツール（ルーブリック等）の策定

2020年5月27日（水） 内部質保証委員会
・各種アセスメントツール策定について（依頼））
・内部質保証を推進するFD・SDの実施について



カリキュラムアセスメントの実施に向けた準備

カリキュラムアセスメント・
チェックリスト

（評価項目や手法を一覧化したもの）

方針・計画

内部質保証の方針・手続き
（教育の内部質保証）

方針に基づいて評価項目や手法を具体化

カリキュラムアセスメント

ディプロマ・ポリシーの点検

学生調査（卒業予定者対象）の作成
（ディプロマ・ポリシーの達成度検証）

卒業論文・卒業研究・卒業制作発表会
評価用のルーブリック作成

カリキュラム・ポリシー
アドミッション・ポリシーの点検

（三つの方針の一貫性の確保）

カリキュラムマップ、ツリーの点検
（カリキュラムの体系性及び順次性の確保）

シラバスの点検

集約

連関

方針を踏まえた体系性・順次性の具体化

開講年次・到達目標の設定

カリキュラムアセスメント実施までの準備
点検

ツール策定

学部学科で各自で設定した
その他のアセスメント手法

成績評価・GPA成績評価に関する規程
（厳格な成績評価の実施）

適用

14



カリキュラムアセスメントの実施に向けた準備
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カリキュラムアセスメントの実施に向けた準備

ディプロマ・ポリシーの
達成状況に対する自己評価
（カリキュラムアセスメント）

他学科等の教員による他者評価
（カリキュラムアセスメント・チェック）

カリキュラムアセスメント・
チェックリスト

（評価項目や手法を一覧化したもの）

学部学科内における
改善計画等の検討

（カリキュラム改善、授業改善等）

自己点検・評価結果の発表

改善点の集約

評価 改善方針・計画

内部質保証の方針・手続き
（教育の内部質保証）

方針に基づいて評価項目や手法を具体化
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2020年度
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カリキュラムアセスメントの標準化に向けた取組
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1. 体系的なカリキュラムアセスメントを実施する（2021年度）
①カリキュラムアセスメント（自己評価）
②カリキュラムアセスメント・チェック（他者評価（対面））
③カリキュラムコンサルティング（学生評価）
④学生調査の設問項目・内容の見直し

2. 方針・手続きとして落とし込む（2021・2022年度）
①広島市立大学「内部質保証の方針・手続き」の見直し
②第3期中期計画期間における「教育の内部質保証」全体像の策定

3. 実施要項等を作成し、実施手順等を標準化する（2021・2022年度）



カリキュラムアセスメントの標準化に向けた取組
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カリキュラムアセスメントの標準化に向けた取組

卒業・修了を控えた
学生向けインタビュー

（カリキュラム・コンサルティング）

ディプロマ・ポリシーの
達成状況に対する自己評価
（カリキュラムアセスメント）

他学科等の教員による他者評価
（カリキュラムアセスメント・チェック）

カリキュラムアセスメント・
チェックリスト

（評価項目や手法を一覧化したもの）

学部学科内における
改善計画等の検討

（カリキュラム改善、授業改善等）

自己点検・評価結果の発表

改善点の集約

評価 改善方針・計画

内部質保証の方針・手続き
（教育の内部質保証）

方針に基づいて評価項目や手法を具体化
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2021年度～
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広島市立大学 内部質保証の方針①
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1.方針

国際平和文化都市を標榜する広島市の「知」の拠点、「市民と共生

し、市民の誇りとなる大学」となることを目指して、広島市立大学の

教育、研究、社会貢献について、建学の基本理念や教育研究上の目的

等を念頭に置き、質の向上を図るとともに、適切な水準にあることを

自らの責任で明示する内部質保証の取組を恒常的に推進する。



広島市立大学 内部質保証の方針②
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2. 責任・役割

(1)全学的な内部質保証は、理事長（学長）の責任の下、内部質保証委員会が主体となり、執行部(*1)
とすべての構成員が連携・協力し、着実に推進する。

(2)学部・研究科の内部質保証は、学部長・研究科長の責任の下、内部質保証に責任を負う組織(*2)が
主体となり、学部・研究科執行部(*3)またはそれに準ずる役割を担う者とすべての構成員が連携・

協力し、着実に推進する。

(3)内部質保証を推進するため、組織間の連携・協力を適時適切に行う。具体的には、主に次の枠組み

を活用する（『内部質保証の手続き（イメージ）』参照）。

i. 教育研究評議会：大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関

ii. 経営協議会：法人の経営に関する重要事項を審議する機関

iii. 理事会：法人における意思決定機関

iv. 内部質保証委員会：内部質保証の計画・実行・検証・改善を担う機関

v. 内部質保証委員会専門委員会：教育の内部質保証における具体的取組を推進する機関

vi. 内部質保証・IRプロジェクト：教学上の計画立案や意思決定等に資するデータを組織的に収集・分

析するプロジェクト組織



広島市立大学 内部質保証の方針③
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3. 手続き・運用

(1)学部・研究科・その他部局及び全学的な内部質保証は、いずれも『内部質保証の手続き（イメー

ジ）』の枠組みを基軸としつつ、柔軟に推進する。

(2)学部・研究科及び全学的な教育の内部質保証は、『「教育の内部質保証」全体像』の枠組みを基軸

としつつ、柔軟に推進する。

(3)内部質保証システム (*4) について、定期的に検証・改善を行う。

以 上

＊1 執行部は、理事長・学長、理事・副学長、理事・事務局長、事務局次長を指す。

＊2 内部質保証に責任を負う組織とは、学部・研究科の場合は、それぞれが定める内部質保証に責任

を負う組織を表す。

＊3 学部・研究科執行部は、組織により異なる場合があるが、概ね学部長（研究科長）、副学部長

（副研究科長）等を指す。

＊4 内部質保証システムは、広島市立大学の教育、研究、社会貢献に係る計画・実施・評価・改善を

行う仕組みのことを指す。
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カリキュラムアセスメントの標準化に向けた取組
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実施要項等を作成し、実施手順等を標準化する（2021・2022年度）
「2022年度教育の内部質保証に係る取組実施について」で取組手順をまとめた。
1. 実施趣旨
2. 実施方法
3. 実施手順と内容
4. 自己評価（カリキュラムアセスメント）の実施手順
5. 学生調査（卒業予定者対象）の実施手順
6. 学生評価（カリキュラムコンサルティング）の実施手順
7. 他者評価（カリキュラムアセスメント・チェック）の実施手順
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1. 体系的なカリキュラムアセスメントを実施する（2021年度）
①カリキュラムアセスメント（自己評価）
②カリキュラムアセスメント・チェック（他者評価（対面））
③カリキュラムコンサルティング（学生評価）
④学生調査の設問項目・内容の見直し

2. 方針・手続きとして落とし込む（2021・2022年度）
①広島市立大学「内部質保証の方針」の見直し
②第3期中期計画期間における「教育の内部質保証」全体像の策定

3. 実施要項等を作成し、実施手順等を標準化する（2021・2022年度）



本報告の構成
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1. カリキュラムアセスメントの実施に向けた準備
2. カリキュラムアセスメントの標準化に向けた取組
3. 本報告のまとめ



本報告のまとめ
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1. カリキュラムアセスメントの取組を標準化し、継続的に実施することで、ディプ
ロマ・ポリシーに掲げる学修目標の達成度を測定し、学生の学修成果の把握を行
う等、学びの実態把握に繋げられている。

2. カリキュラムアセスメントの取組等を踏まえて、「内部質保証の方針」を見直す
ことで、実態に即した方針、手続きとして整理することができる。

3. 改善までのサイクルを提示しているが、学修成果などの各種データや指標に基づ
いて、学部・研究科内でどのように改善に活かすか等の整理までができていない
状況にある（どのような状況であれば改善行動を起こすのか等の基準へ不明確）。

【議論①】改善へのアクションに繋げる有効な仕組みやあり方、基準等
【議論②】学生自身が学びの達成度を振り返り、改善に活かす方法等
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