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平成 28 年 8 月 1 日  

 

情報誌の編集プロセス、投稿区分の修正と査読用ルーブリックについて 

 

大学評価コンソーシアム    

 情報誌編集委員会  

 

１．はじめに 

情報誌「大学評価と IR」では、事例報告、論説、企画記事という３つの投稿区分で投稿

を受け付け、査読を依頼し、編集および発行を行ってきた。試行的刊行という側面もある

ため、とくに事例報告、論説の区別については、厳密な定義を行わずに刊行してきたが、

いずれの区分も徐々に内容が高度化し、ページ数が増加する傾向にある。そこで、１年半

（６号）で 26 編の原稿を受理・掲載してきた経験を踏まえ、以下のように投稿区分を改

正の上、内容、構成と要素、査読の観点、編集委員会での判断の観点、語調などについて

定義したい。 

また、査読に際して、査読者と投稿者相互のレベルアップや作業効率の向上を図るため

に、標準化されたルーブリック（審査基準）を用いた方式に変更し、各観点の点数によっ

て、査読結果が決定されるようにしたい。 

このような修正に合わせ、全体の編集プロセスについても見直しを行いたい。なお、投

稿区分、編集プロセスを含め、実際に運用しながら査読者や投稿者の意見を踏まえつつ修

正（キャリブレーション）を図っていくこととする。 

 

 

２．投稿区分の改正 

・企画記事に１年の時限付きで２つの区分を新設し試行を行う。運用実績を踏まえ定例化

を検討したい。 

 

現在の投稿区分 新たな投稿区分 

事例報告 事例報告 

論説 論説 

企画記事 現場紹介（時限） 

エッセイ（時限） 

その他（依頼記事など） 

 

・企画記事の枠で、時限区分「現場紹介」、時限区分「エッセイ」を設置する。期間として

は、平成 28 年 7 月 1 日から平成 29 年 6 月 30 日までとする。 

・これらの時限区分の定例化を行うかどうかについては、平成 29 年 3 月 31 日発行予定の

第 9 号までに告知する。 
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・時限区分および定例区分の定義案については、４．に記す。 

・区分について投稿者の申し出と内容が合致するかどうかについては、受付時に審査する。

場合によっては、査読者からの指摘により、区分の変更について編集委員会から投稿者に

提案することもある。 

 

 

３．観点ごとの段階判定と査読結果の決定 

査読では、投稿区分ごとに査読用ルーブリックを作成し、観点ごとに判定（４段階の点

数）を行う。 

判定  判定を示す記述  

４  十分である   

３  概ね十分である  

２  不十分な点がある  

１  不十分な点が多い  

査読者の判定は、以下のガイドラインを参考としつつ、総合的に判断する。 

・誤字・脱字については、軽微な場合には関係観点の判定を下げなくともよい（数カ所）。ある程度（概

ね 10 件以下）ある場合には関係観点の判定を１つ下げる要因になり得る。多い場合は２つ下げる要

因となる。  

・数値の誤記などについては、当該観点を「３」未満とする要因となる。  

・「このように改めると、もっと読みやすくなるのでは」という修正義務が無い「参考意見」が複数あ

っても「３」にする要因にはなり得ない。  

・「どうしても修正してもらいたい点」即ち「コメント」が１つ程度であれば「３」であるが、複数あ

る場合「２」ないし「１」となり得る。  

・コメントの内容が査読区分と矛盾している場合には、編集委員会で調整する。  

 

また、査読結果（査読区分）は、２名の査読者の判定の結果により、以下の基準を基本

として、編集委員会が 終的に決定する。 

査読結果 基準  

１．誤字・脱字等を修正の上、掲載してよい  すべてが「４」であること。  

２．査読者の意見を踏まえ、修正の上掲載してよい  

（再査読なし） 

すべてが「３」以上の場合。  

３．査読者の意見を踏まえ、再提出願いたい  

（再査読あり）  

１つでも「２」以下があった

場合。 

４．大幅な修正が必要であり、一度、取り下げの上、

検討願いたい 

２カ所以上で「１」があった

場合。 
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４．各区分の特色と内容および査読の観点（ルーブリック） 

改正後の投稿区分の特色と内容は、以下のとおりである。 

 現場紹介（*）  事例報告  エッセイ（*）  論説  

査読  読みやすさ点検の

み  

あり  あり  あり  

内容のポイン

ト  

自大学の取り組み

の概要を簡潔に知

らせる  

手法、ツールの事例

を共有する  

意見表明や事例報

告のフォーマット

にそぐわない報告

事項など  

応用可能性ある知

見の共有  

査読のポイン

ト  

わかりやすさ（文

章、図表）、事実  

フォーマット、具体

性、わかりやすさ

（文章、図表）、（可

能な範囲での）適用

可能性  

主張と内容の整合

性、わかりやすさ

（文章、図表）  

論理の一貫性、著

者の主張の論理

性、わかりやすさ

（文章、図表）  

主張の主体・客

体  

主観的でよい。  なるべく客観的に。 主観的でよい。  反証可能性を含ん

だ客観性が必要。  

ページ数  2～4P 程度  4P～10P 程度  4P～10P 程度  8P～12P 程度  

概要  あり（短め）  あり  あり  あり  

（*時限区分（平成 28 年 7 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日）→定例化を行うかどうか、平成 29 年 3 月 31

日までに告知する）  

 

頻繁に出てくる用語について説明は以下の通りである。 

・投稿者：原稿を執筆し、本誌に投稿する者の代表者  

・編集長（正副）：大学評価コンソーシアム情報誌編集委員会の委員長が本誌の編集長であり、副委員長

が副編集長とする。  

・担当編集者：投稿文ごとに担当の編集委員が割り当てられる。その者を担当編集者とする。  

・査読者：原稿の査読を行う匿名の教員および職員。  

・読みやすさ点検（編集委員会）：主として読者層を踏まえた読みやすさの点検や誤字脱字の点検を行う

者。当面は編集委員が担当する。 

 

各区分の特色と内容の詳細については、以下のようになる。 

 

［現場紹介］ 
内容：評価や IR の現場における組織あるいは行っている業務の紹介を行う。以下のような内容を想定

しているが、当面は A）を中心に試行する。 

A）組織紹介：組織図（各メンバーの業務分担等）は原則的に必須であり、業務内容表（定型的・定常

的に行っている業務、臨時的もしくは当面に行う業務等を中心に年間業務スケジュール表）などが

あるとよい。  
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B）手法の紹介：いわゆる小規模なハウトゥやティップス（ちょっとしたコツやテクニック）の紹介で

あり、報告（事例報告）の小規模版である。  

C）ツール紹介：データベースや業務システム、分析ツール等の導入目的や操作手順や効果（もしくは

期待される効果）などについて報告する。民間業者等の商品説明も掲載可能である。  

構成と要素：組織紹介の場合には学外の者である読者にとって分かりやすい図表が必須となる。他の紹

介についても「わかりやすい図や表」が必須となる。なお、簡単な気づきやまとめは必要に応じて

記述してよいが、考察や論考は原則的に不要である。過去の報告のレビュー（まとめ）による本記

事の位置づけの定義は必須ではない。よって、他の文献の引用についても必須要素ではない。  

査読：編集委員による査読のみを行う。観点は、「読みやすさ」と「現場感が出ているかどうか」（≒web

サイトを見れば分かるような外形的な説明に終始しない）の２点である。具体的には、図表により、

現場の状況がわかりやすく簡潔に紹介されているか。当該大学の教職員しか理解し得ない内容が含

まれていないか。   

語調：「である調」でも「ですます調」のいずれでもよい。一般的な学術論文で見られるような文体にす

る必要はないが、あまり砕けていない文体にすること。  

その他：概要については、当面、２，３行で特色を書いていただくが、運用状況によってはカットとなる

場合もある。ただし、web サイト掲載時には概要は用いるため、本文中に掲載するかどうかは別と

して執筆いただく。  

 

○ 査読用ルーブリック[ 現場紹介 ] 

編集委員会での判断の観点： 

図表により、現場の状況がわかりやすく簡潔に紹介されているか。 

当該大学の教職員にしか理解し得ない内容が含まれていないか。 

あまり砕けていない文体であるか。 

※この観点ごとに査読者は３．で示した４段階の判定を行う。  

 

 

［事例報告］ 
内容：この情報誌の中心的コンテンツである。学内の諸課題に対して A）手法の導入や改善による解決、

B）ツールの導入や運用改善による解決などの事例を取り扱う（組織の設置や改編による解決など

もあり得る）。解決は現在進行中のものでもかまわない。例えば、A）であれば１）ある課題（目的）

に対して、２）どのようにデータの収集と分析を行うかの調査設計を行い、３）実際にどのように

データの収集と分析を行った結果、４）何が分かったのか。また、何が改善されたのか、というよ

うな流れを基本としたい。［なるべく失敗事例、困難な点（なぜそれが難しいのか、どういう風に

対処すれば解決しうるのか）なども織り交ぜてもらうことを推奨する。］  

構成と要素：フォーマットについては、以下のように指定する。各構成要素はまとめてもよいし、また

１つの構成要素を複数の章に分けることもできる。適宜章立てを行い記述する。  

１．目的・課題・背景  

２．A）調査や分析の設計／B）ツールの導入  
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３．A）データの収集・データ分析（分析、集計、聞き込み等）／B）ツールの運用  

４．結果の概要と活用（改善）  

５．考察や今後の予定、感想  

上記の構成要素について若干補足する。  

１．学内諸課題の記述の際に、社会情勢などの学外の状況については必要に応じて引用すれば足りる

ものとする。既刊の文献のレビュー（批評・まとめ）による本報告の位置づけの整理は必須ではな

い。読者へ提供する情報に厚みを増すために文献や web サイトの紹介を推奨する。  

２．および３．は事実の記載であり、読者が利用可能・応用可能な情報を示す必要がある。  

４．および５．は成果・効果であり、事例紹介のまとめとも言える部分である。明確な成果が出てい

なくともよい。考察を通じた簡潔な「気づき」などの「本報告を通じた読者への示唆」はなるべく

記述する。しかしながら長大な考察や論考は不要である。従って、他の文献の引用についても必須

要素ではない。  

査読の観点：  

①課題を明確に捉えているか：本報告で解決する対象とする課題の全学的な位置づけや解決した場合

に得られる効果などが記述されているか。既に報告されている類似の報告に関するレビュー、他の

情報の紹介がなくとも減点要素とはならない。  

②利用可能性・応用可能性の高い情報提供となっているか：組織の記述、手法の記述、ツールの記述

に際して、読者が参考にし得る具体的な情報が分かりやすく記述されているか。図表が必要かつ十

分に配置されていることが望ましい。説明の深さは、グロッサリーなどの「共通理解事項」の整備

が不十分なので、なるべくその業務の実務経験が少ない者でも理解しうるレベルが望ましいが、徒

にページ数の増加を招くため、少なくとも当該業務の経験者には十分理解可能な内容を必要ライン

とする。また、学外に公表することがふさわしくない情報については掲載する必要はない。  

③気づきや示唆が一定程度示されているか：本報告の意味について投稿者から読者へのメッセージが

ある程度示されているかどうか。  

④これらの記述の論理的な矛盾がなく、事務系職員や教員が読みやすいものになっているか：文章の

上手い、下手ではなく、話の流れがあり、平易で簡潔な言葉で十分に説明がなされているかどうか。

文中に掲出した文献、資料、web サイトについて出所を明らかにしているか。  

編集委員会での判断の観点：投稿規定に示されている様式に従っているか。報告中で使用している用

語の統一などがなされているか。読者、とくに概ね１年以上当該業務を行っている程度の事務系職

員を想定した際に、分かりやすい表現になっているか（以上が「第三の査読者」としてのチェック）。

文中に掲出した文献、資料、web サイトについて出所を明らかにしているか（査読時、受理時にチ

ェック）。  

語調：原則的に一般的な学術論文で見られるような「である調」で書く。一部に口語的な表現が含まれ

ていてもよい。ただし、砕けた表現については、査読者や編集委員会は修正提案を行うことはでき

る。  
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○ 査読用ルーブリック[ 事例報告 ] 

査読の基準  査読の観点  

⓪フォーマットに沿っている

か  

指定した章立てになっているか。  

①課題を明確に捉えているか  本報告で解決する対象とする課題の全学的な位置づけや解決した

場合に得られる効果などが記述されているか。  

②利用可能性・応用可能性の高

い情報提供となっているか  

組織の記述、手法の記述、ツールの記述に際して、読者が参考にし

得る具体的な情報が分かりやすく記述されているか。  

図表などを用いて、具体的な説明に心がけているか。  

少なくとも当該業務について２，３年の経験を持つ者には十分理解

可能な内容であるか。（なるべくその業務の実務経験が少ない者で

も理解しうるレベルが望ましい）  

③気づきや示唆が一定程度示

されているか  

本報告の意味について投稿者から読者へのメッセージがある程度

示されているか。  

④記述に論理的な矛盾がなく、

事務系職員や教員が読みやす

いものになっているか  

文章の上手い、下手ではなく、話の流れがあり、平易で簡潔な言葉

で十分に説明がなされているか。  

（文中に文献、資料、web サイトを掲出した場合）出所を明らかに

しているか。  

※ただし、砕けた表現については、査読者や編集委員会は修正提案を行うことはできる（修正は推奨さ

れるが、従う必要まではない。）  

※この観点ごとに査読者は３．で示した４段階の判定を行う。  

 

 

［エッセイ］ 

内容：特定のテーマに沿った小論を展開し、読者に対して情報提供や意見表明（主張）を行うことが本

区分の報告の目的である。例えば、事例紹介のフォーマットでは報告しにくい事例の報告（事例に

もとづいて自分の解釈を述べた文章）や、大学評価や IR に関する事象に関する意見などがその対

象となる。また、読者に明示するには根拠の薄いコツやハウトゥ、つまり、なぜ上手くいくのか、

なぜ失敗したのかが論理的に十分には証明不能だが、現実問題として上手くいっている／こういう

やり方をしたら失敗したという事実関係を一定程度説明できるものなどが対象となる。また、事情

があってデータ等の客観的な事実をほとんど示すことができないが、実際に用いているアイデアな

どを示しておきたいものなども含まれる。投稿者の立場から見たある事象や情勢に対する意見や、

投稿者の周りの意見などをまとめたものでもよい。原則的に論の展開や説明に際し、文献等の引用

は必須ではない。  

構成と要素：原則的には、適切なテーマが設定され、そのテーマに対しての投稿者の意見の展開に論理

的な破綻がなく、論旨が明確であり、可能な範囲のデータ・情報などが示され、一定程度の結論が

得られていればよい。この区分は、投稿者の独りよがりの主張を行うものではなく、読者への情報

提供であるため、その有益性のなるべく高いものを執筆する必要がある。従って、読者への有益性
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が低いものについては、査読前にテーマ自体の修正を編集委員会から投稿者に依頼する場合もある。

意見については、政治的に偏った内容やあまりにも稚拙なもの、また、公序良俗に反さない限り査

読者や編集委員会は修正を求めない。  

査読の観点：主張の内容については、原則的に査読の対象外となる。ただし、公序良俗に反するものや

政治的に偏ったものだけでなく、（本文中に展開している）議論との整合性に乏しいものについて

は指摘対象となる。基本的には、読者にどのような情報を届けることができるのか、という観点で

点検を行う。即ち、大学評価や IR 業務の向上に資する情報がどの程度含まれているのか、という

ことが判断の基準となる。そこが一定程度含まれていれば、主張の内容については問わない。本誌

が扱うのに適したテーマとなっているか（テーマの適切性）。論の展開に矛盾が無く、データや情

報がある程度（投稿者にとって 大限）用いられているかどうかを点検する。結論や示唆がテーマ

や論の展開に照らして整合的になっているかどうかも重要である。テーマ設定、論の展開などで、

文献を引用しつつ展開する必要は無いが、文中で触れた文献、資料、web サイトについて出所を明

らかにする必要がある。  

編集委員会での判断の観点：投稿規定に示されている様式に従っているか。報告中で使用している用語の

統一などがなされているか。読者、とくに概ね３年以上（中級者）事務系職員に対してもある程度

分かりやすい記述になっているか（３番目の査読者としての点検）。文中に掲出した文献、資料、

web サイトについて出所を明らかにしているか（査読時、受理時の点検）。  

語調：原則的に一般的な学術論文で見られるような「である調」で書く。一部に口語的な表現が含まれ

ていてもよい。ただし、砕けた表現については、査読者や編集委員会は修正提案を行うことはでき

る（修正は推奨されるが、従う必要まではない）。  

その他：厳密な反証可能性は問わない。  

 

 

○ 査読用ルーブリック[ エッセイ ] 

査読の基準  査読の観点  

主張の内容について著しい問

題が無いか  

主張が公序良俗に反するものや政治的に偏ったものになっていない

か。  

主張が議論との整合性に乏しいものなっていないか。  

大学評価や IR 業務の向上に資

する情報が含まれているか  

テーマの適切性：本誌が扱うのに適したテーマとなっているか。  

論の展開に矛盾が無く、データや情報がある程度（投稿者にとって

大限）用いられているかどうか。  

結論や示唆がテーマや論の展開に照らして整合的になっているか。  

（文中に文献、資料、web サイトを掲出した場合）出所を明らかにし

ているか。  
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［論説］ 

内容：この情報誌における論説とは、単なる事例の紹介に留まらず一定程度の新たな知見の整理を行っ

たものであり、明確な結論の提示には至らなくともよい。複数の文献の精読や、調査・分析などから

我が国の大学評価や IR の発展に資する知見の整理を行い、読者に明確に伝えていればよい。ただし、

経験の短い者に対する一定程度の配慮は必要である。一般の学術論文であれば、研究者であれば理解

しうる内容で十分であるが、本誌の場合、主たる読者層を学術研究者としていないためである。分量

的には Letter 程度（いわゆるフルペーパーではない規模、8P～12P 程度）を想定している。  

大学評価や IR に関して新たに得た学術的知見をまとめ考察した論文である必要や一般的概念を確

立した独創的研究である必要はなく、むしろそれらは、学術研究を主目的とした団体の学術誌への投

稿を勧める。  

構成と要素：一般的な論文の書き方に準じるが、投稿者や査読者のこれまでの経験によって作法が若干

異なるため、編集委員会を含め、若干の構造の揺れについては、指摘は行うものの推奨のレベルとし

原稿の採択・不採択の採否には反映させない。一般には、「１．はじめに」として、当該論文の目的を

明らかにする章があり、論文の位置づけなどをある程度の文献のレビューをもとに行うが、文献レビ

ューは別の章に移すことも可能である。次に「２．手法」などが入る。どのようにして当該論文の目

的を達成するのか、ということを記述する部分である。用いるデータや情報、手法などについて記述

する。「３．結果」および「４．考察（議論）」では、データや情報の分析結果や分かったことを示し、

その上で、当該論文の目的に照らし、その意味を考察したり、論じたりする部分であり、知見を整理

する部分である。結果と考察はまとめてもよいし、分離してもよい。「５．結論（まとめ）」では、「１．

はじめに」で提示した目的に対する結論を記述する部分である。冒頭で触れたように、読者への十分

な示唆があれば、明確な結論に至っていなくともよいが、１．～５．の論理的な流れが矛盾なく明確

である必要はある。  

査読の観点：  

①目的やテーマの設定は適切か：社会や学内情勢の分析が適切であり、文献などの引用が適切で当該

論説の意味が明確、かつ、客観的に記述してあるか。また、当該論説で明らかにしたいことが明確

になっているか。  

②手法や素材が執筆目的の達成に対して十分か：選択した手法や用いているデータや情報が適切であ

るか。手法の誤用や、一般に比して劣った方法などが採用されていないかどうか。また、データや

情報が必要かつ十分か。  

③考察や議論に論理的一貫性があり、執筆目的に沿って必要かつ十分に論が進められているか：本区

分は短めの「論文」であるため、この要素は不可欠である。また、平易な表現を用いてわかりやす

く執筆されているかどうか。加えて、可能な範囲で、幅広い読者層に対する配慮がなされているか

どうかを点検するが、初級者までが十分に分かるような丁寧な説明は必要ない。必要に応じて、文

献の引用などが適切に行われているかどうかも点検する。  

④読者に対して十分な示唆を示しているか：目的と整合的な示唆や結論であることはもちろんのこと、

そこに至る論旨が明確である必要がある。  

編集委員会での判断の観点：投稿規定に示されている様式に従っているか。報告中で使用している用語の

統一などがなされているか。読者、とくに概ね３年以上（中級者）事務系職員に対してもある程度分

かりやすい記述になっているか（査読者２名に加え、編集委員が３番目の査読者としてダブルチェッ
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ク）。文中に掲出した文献、資料、web サイトについて出所を明らかにしているか（査読者２名に加え、

編集委員が３番目の査読者としてダブルチェック）。  

語調：一般的な学術論文で見られるような「である調」で書くこと。  

その他：アカデミック寄り。区分「論説」では厳しい場合、区分「エッセイ」への変更を勧める場合があ

る。平易な文章での執筆を心がけることとし、用語の説明については、グロッサリーが未整備なので

当面、ケースバイケースの判断となる。  

 

○ 査読用ルーブリック [ 論説 ] 

査読の基準  査読の観点  

①目的やテーマの設定は適切

か  

社会や学内情勢の分析や適切であり、文献などの引用が適切で当該

論文の意味が明確に、かつ、客観的に記述してあるか。  

当該論文で明らかにしたいことが明確になっているか。  

②手法や素材が執筆目的の達

成に対して十分か  

選択した手法や用いているデータや情報が適切であるか。  

手法の誤用や、一般に比して劣った方法などが採用されていないか

どうか。  

③考察や議論に論理的一貫性

があり、執筆目的に沿って必要

かつ十分に論が進められてい

るか  

考察や議論に論理的一貫性があり、執筆目的に沿って必要かつ十分

に論が進められているか。  

平易な表現を用いてわかりやすく執筆されているかどうか。  

可能な範囲で、幅広い読者層にたいする配慮がなされているかどう

か（読者層としては、初級者までが十分に分かるような丁寧な説明

は必要ない。）  

必要に応じて、文献の引用などが適切に行われているか  

④読者に対して十分な示唆を

示しているか  

読者に対して十分な示唆を示しているか  

目的と整合的な示唆や結論であるか。  

結論に至る論旨が明確であるか。  

 

 

［企画記事（その他）］ 

内容と注意事項：時限で区分を設置できる。もしくは依頼記事、依頼エッセイなどもこの区分を用いる。  

構成と要素：企画の内容による。  

編集委員会での判断の観点：原則的に編集委員で柔軟に対応する。例えば、依頼執筆の場合、投稿規定に

示されている様式には編集委員会で修正する。報告中で使用している用語の統一などがなされている

か。主たる読者である事務系職員に対してもある程度分かりやすい記述になっているか（例えば、当

該分野の研究者しか理解し得ない内容が含まれていないか。）文中に掲出した文献、資料、web サイト

について出所を明らかにしているか。取材記事の場合、［現場紹介］に準じる。  

区分の表記：企画記事（連載）、企画記事（勉強会報告）などのように括弧書きの中に種類を示す。括弧

内は編集委員会が指定する。  

語調：依頼の場合問わない。それ以外は、その都度判断する。  
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５．編集プロセスの修正 

・受付時に投稿区分の確認を行う。 

・本誌の特色として、編集委員が３番目の査読者相当となり、読みやすさ、わかりやすさ、

文章のつながりについて点検する。編集委員は、査読時と受理審査時の両方に関与する。 

・基本的なスタンスとしては「ふるい落とすための査読」はしない。ミスの無い文章など

専門職が執筆し、専門職が読むクオリティを確保するための査読を行う。査読者も投稿者

も大学評価や IR について相互研鑽が積める場としての整備をさらに進めたい。 

・『コメント』については、「どうしても修正してもらいたい点」に対して附し、投稿者は

対応必須となる。対応表の提出も必須となり、担当編集がチェックする。未対応も可能。

その場合、理由を明記していただく。 

・『参考意見』については、「このように改めると、もっと読みやすくなるのでは」に対し

て附し、投稿者は原則的に対応表の提出は不要である。指摘事項としては、誤字脱字、読

みやすさが中心となるだろう。 

・受理審査は、誤字脱字、査読コメント対応状況チェック、読みやすさの確認（修正部分

のみ）により行うが、参考意見の再指摘や、査読時に見逃したものについては指摘しない。 

・シングルブラインド方式を採用していること、一部の区分では、査読者と編集委員会に

よるダブルチェック方式であることは投稿規定にも明記する。 

・書き方例と執筆要領の曖昧な部分については以下のように改める。 

［３人以上の著者の文献の引用］原則、筆頭の１名のみの記載としますが、必要に応じて

３名程度までは全員掲載できます（３人目が投稿文献の著者である場合等）。［例：嶌田、

小湊、浅野３名で書いた文献は、嶌田ほか（2016）と記述しますが、浅野が著者に含まれ

る投稿原稿である場合などには、嶌田・小湊・浅野（2016）と明示することが可能です。］ 

［翻訳本の場合の引用］例えば、以下のような翻訳本を引用する場合、書誌情報には、原

著と翻訳本の書誌情報を併記する。 

Harrod, R. (1969), Money, Macmillan Press（塩野谷九十九訳『貨幣』東洋経済新報社，

1974）  

本文中では「ハロッズ（1969）」などのようにカタカナ等の日本語での著者名と原著の

発行年を表記する。 

［句読点］原則的に「、」および「。」を使用してください。 

 

６．その他 

・決定、公表後３ヶ月程度の移行期間をおいては、執筆中の原稿がこれらの区分に合わな

い場合には、別途相談を受け付ける。 

・投稿区分は、１ページ目左上、査読の有無は、末尾の受理日などの欄に表記する。 

・本改正は、平成 28 年 5 月 16 日大学評価コンソーシアム幹事会（拡大編集委員会）決定

済である。なお、規則等の修正は、実際の修正日としている。 

・用語については、例えば、「ピボットテーブル」など検索すれば誤解無く分かるような単

語については詳説不要としたい。 
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１．投稿

編集委員会から提供された様式を用いて、投稿区
分や執筆要領に従って、原稿を作成する。

投
稿
者

原稿が到着したら、編集⻑もしくは副編集⻑は、原
稿を受け取った旨の連絡を投稿者に⾏う。
（cc.編集委員会ML ）

正
副

編
集
⻑

担当編集者
・１投稿に対して１人の編集委員が
ローテーションで担当する。
（大野 → 末次 → 関 → 藤井 → 
藤原宏 → 藤原将 →山本→）
・編集⻑は、個別の投稿⽂について
は担当しない。

投稿者に連絡し、原稿を差し
戻し、再投稿を指示する。
（終了）

原稿が完成したら、申込用紙と共に、編集委員会
に送付する。

投
稿
者

編集⻑は担当編集者を決定する。編
集
⻑

編集⻑と担当編集者は、外形審査を実施する。編
集
⻑

編
集
者

外形審査
・原稿のフォーマットが指定したものに
なっているか。
・申込書が添付されているか。
・投稿区分が明らかに異なるような選
択になっていないか。

編
集
⻑

編集⻑と担当編集者は、査読者２名（教員、職
員）を決定し、査読依頼を⾏う。

編
集
⻑

編
集
者

・編集委員自らが著者や関係者であり担当
することが不適切と考えられる場合には、副編
集⻑（副委員⻑）が担当する。また、副編
集⻑も関係者となってしまう場合には、編集
⻑と副編集⻑が協議し、もっとも公正さが確
保できる⼿段を用いる（委員⻑業務代⾏者
を指名する等）。その協議結果は全委員に
通知する。

了解が得られたら、担当編集者は、査読者に提出
稿と査読チェックシートを送付する。査読期限は、
原則10営業日とする。

編
集
者

編集者は投稿者に、受付を⾏い査読プロセスが開始されたことを通知する。
（cc.編集委員会ML ）
編集委員は、査読者３として「読みやすさ」の点検を⾏う（様式自由）。

編
集
者

・受付番号を附番し、その後はその番号で管
理する。受付番号は「元号-通し番号」とし、
［編集⻑］が管理する。
・進⾏管理は、委員会用共有フォルダの進⾏
管理シートを用いる。
・年末年始、お盆などの時期には日程を別途
協議する。

２．査読結果の回収と協議へ

H28.8.1
大学評価コンソーシアム 情報誌「大学評価とIR」（別紙１）

不備ある
場合

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.5.1
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２．査読結果の回収と協議

概ね、締め切り３日前になったら査読者にリマインド
を⾏う。

編
集
者

２名の査読者の査読結果（要素ごとの得点、コメ
ント、参考意⾒）を総合的に勘案し、査読区分案
を編集委員へ提案する。

編
集
者

投稿者に、査読
結果通知する。

査読結果（要素ごとの得点、コメント、参考意
⾒）を担当編集者に送付する。

査
読
者

３営業日以内に、査読結果と査読区分を確認し、
自らが点検した「読みやすさ」に関するコメントや参
考意⾒を編集委員会MLに送付する。

編
集
委

編集⻑と担当編集者は、意⾒を整理し、最終的
な査読区分を決定する。

編
集
⻑

編
集
者

編
集
⻑

・査読者は要素ごとの得点、コメント、
参考意⾒を附すが、査読区分は判定
しない。

区分３︓再査読の場合

区分４︓リジェクトの場合

・査読区分は２人の査読結果を総
合的に勘案し１つ決定する。

担当編集者は、査読者２名に再査読になった旨
を通知する。（cc.編集委員会ML ）

編
集
者

・２名両方に
通知する。

投稿者に査読結果、査読区分を通知し、１ヶ月
以内の原稿再提出を依頼する。

編
集
者

区
分
１
，２
の
場
合

３．原稿再提出へ ４．受理審査

・編集委員による「読みやすさ」に関す
る点検（指摘）よりも、原則的に査
読者の「査読結果」が優先される。

H28.8.1
大学評価コンソーシアム 情報誌「大学評価とIR」

・査読者の意⾒が⽭盾している場合に
は、編集委員会で調整する。

（依頼原稿などで修正しなくてもよい場合のみ）

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5a

2.5b

2.5c
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３．原稿再提出

概ね、締め切り３日前になったら投稿者にリマインド
を⾏う。

編
集
者

投稿者に、再度の
投稿を指示する。
（終了）

再提出原稿と対応表を
担当編集者に送付する。

投
稿
者

編集⻑と担当編集者は、
延⻑の可否を協議する。

編
集
⻑

編
集
者

編
集
⻑

区分３︓再査読の場合

３回目等

・理由がやむを得な
い場合であり、かつ
２回までの延⻑を
認める。

区
分
１
，２
の
場
合

原稿修正に時間がかかる
場合、延⻑を申し出る

投
稿
者

１，２回目等

投稿者に、再提出期限を
通知する。
（概ね１ヶ月）

編
集
者

担当編集者は、再提出原稿を確認する。
（対応すべき点を対応しているか等

コメント︓対応必須 参考意⾒︓未対応可能）

編
集
者

担当編集者は、査読者に提出稿と査読チェック
シートを送付する。査読期限は、原則10営業日
とする。

編
集
者

編集委員は、編集者としては、査読結果への対
応状況を点検し、査読者３として「読みやすさ」の
査読を⾏う（様式自由）。

編
集
者

４．受理審査へ

・明らかに対応ができていなければ、
投稿者に連絡するなど編集⻑が
対応する。

・修正箇所
がきわめて少
なければ５
営業日程度
でもよい。

H28.8.1
大学評価コンソーシアム 情報誌「大学評価とIR」

期限までの提出が困難な場合

２．査読結果の回収と協議へ進む

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.2b 3.1.2a

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2
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４．受理審査

再提出原稿および対応表を編集委員会MLに送
付し、受理審査を申請する。

編
集
者

状況に応じて
対応する。

２営業日以内に、査読結果への対応状況を確認
し、加筆・改稿部分の「読みやすさ」に関する点検と
誤字・脱字のチェックを⾏いつつ、掲載の可否につい
て判断する。

編
集
委

・査読結果は編集委員間では
共有済み

受理できる場合 受理できない場合

担当編集者は、投稿者に「受理」を通知。
受理時コメントなどがあれば合わせて通知。

編
集
者

初稿原稿を作成し、投稿者に送付。編
集
⻑

・参考意⾒の再指摘はしない。
・査読時に気がつかなかった指摘はし
ない（重大な場合は編集⻑と相談）。
・可否判定時のコメントは編集委員間
で共有
（cc.編集委員会ML ）

編
集
⻑

編
集
者

受理時コメントなどを参考に、原稿を修正。
修正原稿を、編集⻑に提出する。

投
稿
者

初稿原稿を確認し、確認状況（修正無し、修正
希望）を編集⻑に送付。

投
稿
者

修正稿をPDF化。メタ情報もつけてwebにアップす
る。

編
集
⻑

・webページにアップ後は大学評価コン
ソーシアムのメーリングリストを通じて会
員に周知する。
・提出原稿、申し込み書（編集記
録）、査読結果、再提出原稿等一式
を［副編集⻑］に送付し、［副編集
⻑］が保管する。

H28.8.1
大学評価コンソーシアム 情報誌「大学評価とIR」

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
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H28.8.1

情報誌「大学評価とIR」
投稿区分と査読プロセスが
改正されます。

［旧区分］
事例報告
論説

現場紹介（企
画記事*）

事例報告
→ フォーマットの
固定化

エッセイ（企画
記事*）

論説

査読 読みやすさのみ あり あり あり
内容のポイン
ト

自大学の取り組
みの概要を簡潔
に知らせる

⼿法、ツールの事
例を共有する

意 ⾒ 表 明 や 事
例報告のフォー
マットにそぐわない
報告事項など

応用可能性ある
知⾒の共有

査読のポイン
ト

わかりやすさ（⽂
章、図表）、事
実

フォーマット、具体
性、わかりやすさ
（⽂章、図表）、
適用可能性

主張と内容の整
合性、わかりやす
さ （ ⽂ 章 、 図
表）

論理の一貫性、
著者の主張の論
理性、わかりやす
さ （ ⽂ 章 、 図
表）

主張の主体・
客体

主観的でよい。 なるべく客観的に。 主観的でよい。 反 証 可 能 性 を
含んだ客観性が
必要。

ページ数 2〜4P程度 4P〜10P程度 4P〜10P程度 8P〜14P程度
概要 あり（短め） あり あり あり

○ 投稿区分の改正について

○ 査読プロセスの改正のポイント

［新区分］
現場紹介（時限新設）
事例報告（一部修正）
エッセイ（時限新設）
論説（そのまま）

（別紙２）

• 投稿区分の明確化を図りつつ、評価やIRの特性を加味し、現場の情報を共有しやすいような
区分に改めました。

• 査読はルーブリックを用いた要素ごとの５段階評価となり、その得点で査読結果が決まります。
• 査読者２名に加え、読みやすさの点検を編集委員会で「読者モニター」として実施します。
• 原則的には、これら以外は従来通りとなります。
• 新区分は第7号（９月発刊予定）から適用しますが、現在執筆中のものについては旧区分

でも受け付けます。

詳細は本紙、別紙１をご覧ください。
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○大学評価コンソーシアム情報誌「大学評価と IR」規則（解説付） 

（平成 26 年 12 月 18 日幹事会決定） 

（改正  平成 28 年 5 月 16 日幹事会承認） 

 

 

（趣旨） 

第 1 条 我が国の大学評価業務および IR 業務の高度化を目的とした情報誌「大学評価と

IR」（以下「情報誌」という。）の刊行に関して、必要なことを定める。 

・平成 26 年 12 月 18 日に開催された幹事会で決定させていただきました。 

・平成 28 年 5 月 16 日幹事会で修正を行いました。 

 

（委員会） 

第 2 条 編集は、大学評価コンソーシアム（以下「本会」という。）に編集委員会を置き

実施する。詳細については別に定める。 

・「大学評価コンソーシアム情報誌編集委員会規則」に定めました。 

 

（投稿） 

第 3 条 投稿は、次の各号による。 

(1) 情報誌に投稿できるのは本会の会員のみとする。本会からの依頼にもとづく原稿の場

合は、この限りではない。 

・会員登録（無料）をお願いします。ただし、依頼原稿の場合は、関係ありません。 

 

(2) 原稿の種類は事例報告、論説、企画記事（エッセイ、現場紹介、その他）とする。各

区分の特色は以下の通りとする。 

 現場紹介（企画記

事*）  

事例報告  エッセイ（企画記

事*）  

論説  

査読  読みやすさのみ  あり  あり  あり  

内容のポイン

ト  

自大学の取り組み

の概要を簡潔に知

らせる  

手法、ツールの事例

を共有する  

意見表明や事例報

告のフォーマット

にそぐわない報告

事項など  

応用可能性ある知

見の共有  

査読のポイン

ト  

わかりやすさ（文

章、図表）、事実  

フォーマット、具体

性、わかりやすさ

（文章、図表）、適

用可能性  

主張と内容の整合

性、わかりやすさ

（文章、図表）  

論理の一貫性、著

者の主張の論理

性、わかりやすさ

（文章、図表）  

主張の主体・客

体  

主観的でよい。  なるべく客観的に。 主観的でよい。  反証可能性を含ん

だ客観性が必要。  

ページ数  2～4P 程度  4P～10P 程度  4P～10P 程度  8P～12P 程度  

概要  あり（短め）  あり  あり  あり  

（*１年時限：第 10 号［H29.6 発行予定］まで）  
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・エッセイ、現場紹介については、第 10 号（平成 29 年６月発刊予定）までの時限区分

となりますが、その後、恒常化する場合もあります。 

・編集委員会で、投稿時の区分とは別の区分を提案させていただく場合もあります。 

・原稿はコンパクトに書いていただき、速やかに査読を行うなど、速報性や現場でさっ

と読めることを重視しています。 

 

 (3) 原稿は常時受付け、事例報告、論説、エッセイ（企画記事）については、2 名の査読

者による査読を受ける。 

・基本的なスタンスとしては「ふるい落とすための査読」はしません。ミスの無い文章

など専門職が執筆し、専門職が読むクオリティを確保するための査読を行います。査読

者も投稿者も大学評価や IR について相互研鑽が積める場としての整備をさらに進めた

いと考えています。 

・査読者は原則的に教員系１名、事務系１名が担当します。教員系の査読者は、論理構

成や引用等の形式のチェックを行い、コメントします。事務系の査読者は、初級者が概

ね理解し、中級者が十分に理解できる内容かどうかについてコメントさせていただきま

す。 

・査読者は年度末に公表しますが、どの文献をどの査読者が担当したかについては公表

しません。 

・査読者には投稿者の氏名・所属等は開示します（シングルブラインド方式）。事例報

告が多いと想定しているので、匿名にすることにあまり意味が無いと考えています。 

・その内容に的確なコメントを出せる方を優先しますが、なるべく関係の薄い方になる

ように配慮します（読まずに内容が類推できるような方では、チェックにならないの

で）。 

・査読者は、会員のみなさんにお願いしますが、当面はスタッフが中心となり担当する

予定です。 

・編集委員も投稿しますが、お手盛りにならないよう留意します。 

 

(4) 「読みやすさ」の向上を図るため、査読期間中に編集委員による「読みやすさ」の点

検を実施する。 

・編集委員が第三の査読者となりますが、主として、読みやすさや誤字・脱字について

のみ言及する予定です。 

 

(5) 評価業務および IR 業務の高度化や効率化に資する未発表の内容とし、本会の会員構成

を考慮した内容とする。 

・他の雑誌等と二重投稿とならないようにご注意ください。 

・勉強会などで講演された内容のエッセンスを投稿することは、歓迎します。（報告書

にはテープ起こしが掲載されるので、内容を端的に理解するには分かりにくいので。） 
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(6) 原稿は原則として日本語で執筆する。 

・日本語以外で執筆される場合、日本語訳もご提出ください。 

 

(7) 原稿には、題目、著者氏名、所属を附す。可能な範囲で連絡先を掲載する。 

・事務系職員の方は異動されてしまうことも想定されるので、連絡先（電話番号、メー

ルアドレス）については、掲載の可否を選べます。 

 

(8) 現場紹介（企画記事）以外の原稿には 200 文字程度の概要と 5 語以内のキーワードを

附す。 

・概要やキーワードは web サイトや PDF ファイルのメタ情報として収録しています。 

 

 

(9) 原稿は MS-Word で読み書きができる形式で投稿する。 

・ひな形兼書き方例は web サイトに掲載しますので、お使いください。 

・現時点では、Word2013 を推奨します。 

 

(10) 上下・左右に 2.5cm の余白をとり、文字数は横 40 文字、縦 38 行を標準とする。文

字は 10.5 ポイントとして、明朝体系のフォントを基本とする。 

・微妙にページがズレそうになったりする場合、編集委員会において若干の修正をしま

す。 

 

(11) 地名・人名などで難読漢字にはふりがなをつけ、外国の地名はカタカナ、数字はアラ

ビア数字を用いる。 

・括弧書きでオリジナルの地名等を附けていただくことは差し支えありません。 

 

(12) 図（写真を含む）と表は、図１、表１のように番号をつけ、原則的に原稿の中に挿入

する。図のタイトルは下側、表のタイトルは上側とする。 

・パワーポイントのスライドをどのようにしたら、美しくワードファイルの中に取り込

めるのか、現在、調整中です。 

・上記の方法が確立するまでは、図となるスライドも併せて送付いただくことがありま

す。 

 

(13) 図表中の文字が極端に小さくならないよう留意する。 

・A4 で印刷した際に、普通に読める文字サイズでお願いします。 

 

(14) 引用文献は、本文中では小湊（2014）、（佐藤, 2014）や関・大野（2014）、共著者が

3 名以上の場合には浅野ほか（2014）、Sato et al.（2014）、（Sato et al., 2014）のよう

に、原則、筆頭の１名のみ記載するが、必要に応じて３名程度までは全員掲載すること
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ができる（３人目が投稿文献の著者である場合等）。長い論文や書籍から引用するとき

は引用頁を示す。 

・一部不明瞭な表現があったため、加筆・修正を行い例示を増やしました。 

・例：嶌田、小湊、浅野３名で書いた文献は、原則的には「嶌田ほか（2016）」と記述

するが、浅野が著者に含まれる投稿原稿である場合などには、嶌田・小湊・浅野（2016）

と明示することが可能。 

 

(15) 引用文献は、本文の 後に「引用文献」として和文（50 音順）・欧文（アルファベッ

ト順）に分けて記す。また同一著者の文献においては、古い文献から記し、同一年の場

合には、a、b 等の判別をつけるための記号を附す。その際、共著者名、論文題目、書

籍名などは省略しないで書く。 

・いろいろスタイルがあるのですが、このような形で統一させてください。 

・サンプルとしては、以下のような書き方になります。 

筆頭著者，第二著者（2014）「文献タイトル」，『雑誌名』，第○号，1-15．  

筆頭著者（2014）『書籍名』，pp.150-151．  

 

(16) 翻訳本の場合には、本文中は日本語による著者名表記にオリジナルの出版年を示す。

引用文献の項には原著および訳本の書誌情報を併記する。 

・例：Harrod, R. (1969), Money, Macmillan Press（塩野谷九十九訳『貨幣』東洋経済

新報社，1974）  

・本文中では「ハロッズ（1969）」などのようにカタカナ等の日本語での著者名と原著

の発行年を表記する。 

  

(17) 脚注はなるべく使用せず、やむを得ない場合のみ用いることができる。 

・画面で読む場合、脚注があると読みにくいので、本文中でうまく書いてください。 

 

(18) 原稿は、別紙１の申し込み書を添えて編集委員会宛に電子媒体で送付する。 

jirue-editors [at] ml.ibaraki.ac.jp  （送信時には[at]を@に代えてください） 

・こちらに送付いただくと、編集委員に送付されます。 

・編集委員は、本会 web サイトの［コンソーシアムについて］－［運営体制とスタッフ］

からご覧いただけます。 

・担当の委員が決定次第、受付確認のメールを送付させていただきます。 

・内容等があまりにも想定を逸脱しているような場合、受け付けずにご相談させていた

だく場合があります。 

 

(19) 句読点には、原則的に「、」および「。」を使用すること。 

・ご協力よろしくお願いします。 
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（編集） 

第 4 条 編集は、次のとおり行う。 

(1) 編集委員会は、査読が必要な原稿を受け付けた場合、速やかに査読者を決定し、査読

依頼と原稿の送付を行う。その場合、投稿者の氏名は匿名としない。 

・依頼記事等以外は、査読を行います。教員、職員から１名ずつを選出します。前述の

とおり編集委員が当面、査読者 2 名以外の「読みやすさチェック」を行います。 

・なるべく早く査読者を決定し、作業に入ります。 

(2) 査読者は、原稿を受け付けてから原則２週間以内に投稿区分ごとの要素別段階判定表

（ルーブリック；別紙２）を用い、観点ごとに以下の４段階での判定を行う。コメント

（対応結果の提出を求めるもの）および参考意見（対応結果の提出を求めないもの）を

附す。 

判定  判定を示す記述  

４  十分である  

３  概ね十分である  

２  不十分な点がある  

１  不十分な点が多い  

 

・速報性を重視したいので、なるべく早い査読を行います。査読者をお引き受けいただ

いた場合には、よろしくお願いします。 

 

(3) 終的な掲載の可否は、編集委員会で決定し、原則として受理の順に掲載する。 

査読結果（査読区分） 基準  

１．誤字・脱字等を修正の上、掲載してよい  すべてが「４」であること。  

２．査読者の意見を踏まえ、修正の上掲載してよ

い  

（再査読なし） 

すべてが「３」以上の場合。  

３．査読者の意見を踏まえ、再提出願いたい  

（再査読あり）  

１つでも「２」以下があった場合。 

４．大幅な修正が必要であり、一度、取り下げの

上、検討願いたい 

２カ所以上で「１」があった場合。 

 

・２名の査読者の査読結果をもとに上記の表で編集委員会で査読区分を決定します。 

 

(4) 著者は、編集委員会の指示に従い、校正作業を行う。 

・すぐにレイアウトを調整して、初校を送付します。 

・原則的にできあがり次第ご返送ください。web サイトにアップして発行となります。 

 

(5) レイアウトやフォントサイズ等の紙面のデザインは必要に応じて編集委員会で編集す

ることができる。 
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・内容に影響しない範囲でのレイアウト修正等についてはご一任ください。 

 

 

（発行） 

第 5 条 情報誌の発行は PDF 形式とし、本会 web サイトに掲載する。 

2 情報誌は、会員以外からも閲覧できるものとする。 

・財源が特にないので、印刷冊子は発行しません。各自印刷いただくか、PC 等でご覧

ください。 

・閲覧はどなたでもできるようにします。 

・DOI 等の取得は今後行う予定です。 

 

（謝金） 

第 6 条 執筆や査読に際し、謝金は支払わない。 

・（本会の他の活動も同様ですが）よろしくお願いします。 

 

（著作権） 

第 7 条 情報誌に掲載された論文等の著作権は本会に属するものとする。ただし著者がこ

れらの全部ないし一部を著者自身で他に利用する（講演や教材で用いる等）場合、その出

所を明示すれば足りるものとする。 

・著作権は、コンソーシアム側で確保させていただきます。 

・著者の方は、「情報誌「大学評価と IR」（大学評価コンソーシアム）の第○号から転

載」等を附していただけば、特に大学評価コンソーシアムに知らせることなくそのまま

転載されて結構です。 

・著者以外の方は、一般的な引用ルールに従ってご利用ください。 

 

（雑則） 

第 8 条 本規則に規定されていない編集上の課題については、編集委員会において判断す

る。 

・１，２年は実際に運用しながら微調整していくことになるかと思います。 

・みなさまからもいろいろご意見をいただければ、と思います。 

 

附 則 

この規則は、平成 26 年 12 月 24 日から施行する。 

 

附 則（平成 28 年 5 月 16 日幹事会承認） 

この規則は、平成 28 年 8 月 1 日から施行する。 
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別紙１ 

 

大学評価コンソーシアム情報誌「大学評価と IR」投稿申込書（ver.2.0） 

 

区分 

（選んでくださ

い） 

1. 現場紹介 2. 事例報告 3. エッセイ 4. 論説 5. その他 

題目  

 

概要  

 

 

 

投稿者 氏名、所属、役職名 

 

 

 

 

 

代表者連絡

先 

（掲載の可否を

選んでくださ

い）  

メールアドレス（掲載可・掲載不可）： 

 

電話番号（掲載可・掲載不可）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H26.12.27 修正：概要欄を追加 

H27.1.9 修正：結果通知日、原稿到着日を追加 

H28.7.27 修正：投稿区分を追加。編集委員会使用欄については原簿管理に切り替えたため

削除。 
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様式２ 

 

大学評価コンソーシアム情報誌「大学評価と IR」査読作業シート［現場紹介］ 

 

受付番号： 

投稿者氏名： 

題目：  

 

査読者氏名： 

 

○ 査読用ルーブリック[ 現場紹介 ] 

編集委員会での判断の観点： 判定 備考 

図表により、現場の状況がわかりやすく簡潔に紹介されてい

るか。 
 

 

当該大学の教職員しか理解し得ない内容が含まれていない

か。 
 

 

あまり砕けていない文体であるか。   

 

判定  判定を示す記述  

４  十分である  

３  概ね十分である  

２  不十分な点がある  

１  不十分な点が多い  

 

 

○ コメントと参考意見 

コメント：【投稿者は、対応一覧表をご提出ください】 

（査読者各位：コメントは、編集せずに投稿者に送付します。なお、コメントのページ制

限は基本的にありません。） 

 

 

参考意見：【投稿者は、可能であれば対応状況をご提出ください（任意）。修正の参考にす

るだけでも問題ありません。】 

（査読者各位：コメントというほどではないものの、個人的に気になった点などがあれば

記入してください。） 
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大学評価コンソーシアム情報誌「大学評価と IR」査読作業シート ［事例報告］ 

 

受付番号： 

投稿者氏名： 

題目：  

 

査読者氏名： 

 

○ 査読用ルーブリック[ 事例報告 ] 

査読の基準  査読の観点  判定  備考  

⓪フォーマット

に沿っているか  

指定した章立てになっているか。  
  

①課題を明確に

捉えているか  

本報告で解決する対象とする課題の全学的な位

置づけや解決した場合に得られる効果などが記

述されているか。  

  

②利用可能性・

応用可能性の高

い情報提供とな

っているか  

組織の記述、手法の記述、ツールの記述に際し

て、読者が参考にし得る具体的な情報が分かり

やすく記述されているか。  

  

図表などを用いて、具体的な説明に心がけてい

るか。  
  

少なくとも当該業務について２，３年の経験を

持つ者には十分理解可能な内容であるか。（なる

べくその業務の実務経験が少ない者でも理解し

うるレベルが望ましい）  

  

③気づきや示唆

が一定程度示さ

れているか  

本報告の意味について投稿者から読者へのメッ

セージがある程度示されているか。    

④記述に論理的

な矛盾がなく、

事務系職員や教

員が読みやすい

ものになってい

るか  

文章の上手い、下手ではなく、話の流れがあり、

平易で簡潔な言葉で十分に説明がなされている

か。  

  

（文中に文献、資料、web サイトを掲出した場

合）出所を明らかにしているか。    
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判定  判定を示す記述  

４  十分である  

３  概ね十分である  

２  不十分な点がある  

１  不十分な点が多い  

 

 

 

○ コメントと参考意見 

コメント：【投稿者は、対応一覧表をご提出ください】 

（査読者各位：コメントは、編集せずに投稿者に送付します。なお、コメントのページ制

限は基本的にありません。） 

 

 

参考意見：【投稿者は、可能であれば対応状況をご提出ください（任意）。修正の参考にす

るだけでも問題ありません。】 

（査読者各位：コメントというほどではないものの、個人的に気になった点などがあれば

記入してください。） 

 

 

  



情報誌「大学評価と IR」第 7号（2016） 

44 

 

大学評価コンソーシアム情報誌「大学評価と IR」査読作業シート［ エッセイ ］ 

 

受付番号： 

投稿者氏名： 

題目：  

 

査読者氏名： 

 

○ 査読用ルーブリック[ エッセイ ] 

査読の基準  査読の観点  判定  備考  

主張の内容につい

て著しい問題が無

いか  

主張が公序良俗に反するものや政治的に偏ったものに

なっていないか。  
  

主張が議論との整合性に乏しいものなっていないか。    

大学評価や IR 業

務の向上に資する

情報が含まれてい

るか  

テーマの適切性：本誌が扱うのに適したテーマとなって

いるか。  
  

論の展開に矛盾が無く、データや情報がある程度（投稿

者にとって 大限）用いられているかどうか。  
  

結論や示唆がテーマや論の展開に照らして整合的にな

っているか。  
  

（文中に文献、資料、web サイトを掲出した場合）出所

を明らかにしているか。  
  

 

判定  判定を示す記述  
４  十分である  
３  概ね十分である  
２  不十分な点がある  
１  不十分な点が多い  

 

○ コメントと参考意見 

コメント：【投稿者は、対応一覧表をご提出ください】 

（査読者各位：コメントは、編集せずに投稿者に送付します。なお、コメントのページ制

限は基本的にありません。） 

 

参考意見：【投稿者は、可能であれば対応状況をご提出ください（任意）。修正の参考にす

るだけでも問題ありません。】 

（査読者各位：コメントというほどではないものの、個人的に気になった点などがあれば

記入してください。  
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大学評価コンソーシアム情報誌「大学評価と IR」査読作業シート［論説］ 

 

受付番号： 

投稿者氏名： 

題目：  

 

査読者氏名： 

 

○ 査読用ルーブリック[ 論説 ] 

査読の基準  査読の観点  判定  備考  

①目的やテーマの

設定は適切か  

社会や学内情勢の分析や適切であり、文献などの引用が

適切で当該論文の意味が明確に、かつ、客観的に記述し

てあるか。  

  

当該論文で明らかにしたいことが明確になっているか。   

②手法や素材が執

筆目的の達成に対

して十分か  

選択した手法や用いているデータや情報が適切である

か。  
  

手法の誤用や、一般に比して劣った方法などが採用され

ていないかどうか。  
  

③考察や議論に論

理的一貫性があり、

執筆目的に沿って

必要かつ十分に論

が進められている

か  

考察や議論に論理的一貫性があり、執筆目的に沿って必

要かつ十分に論が進められているか。  
  

平易な表現を用いてわかりやすく執筆されているかど

うか。  
  

可能な範囲で、幅広い読者層にたいする配慮がなされて

いるかどうか（読者層としては、初級者までが十分に分

かるような丁寧な説明は必要ない。）  

  

必要に応じて、文献の引用などが適切に行われているか    

④読者に対して十

分な示唆を示して

いるか  

読者に対して十分な示唆を示しているか    

目的と整合的な示唆や結論であるか。    

結論に至る論旨が明確であるか。    

 

判定  判定を示す記述  

４  十分である  

３  概ね十分である  

２  不十分な点がある  

１  不十分な点が多い  

 

 

 



情報誌「大学評価と IR」第 7号（2016） 

46 

○ コメントと参考意見 

コメント：【投稿者は、対応一覧表をご提出ください】 

（査読者各位：コメントは、編集せずに投稿者に送付します。なお、コメントのページ制

限は基本的にありません。） 

 

 

参考意見：【投稿者は、可能であれば対応状況をご提出ください（任意）。修正の参考にす

るだけでも問題ありません。】 

（査読者各位：コメントというほどではないものの、個人的に気になった点などがあれば

記入してください。） 
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○ 大学評価コンソーシアム情報誌編集委員会規則 

（平成 26 年 12 月 18 日幹事会決定）  

（改正  平成 28 年 1 月 8 日幹事会承認） 

 

（趣旨） 

第 1 条 情報誌「大学評価と IR」の刊行のために、大学評価コンソーシアム会則第 32 条

にもとづき、大学評価コンソーシアム（以下「本会」という。）に編集委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 

 

（業務） 

第 2 条 委員会は、次の各号の業務を行う。 

(1) 情報誌の編集に関すること。 

(2) 情報誌の発行に関すること。 

(3) その他、情報誌の刊行に関すること。 

 

（組織） 

第 3 条 委員会は、１０名程度の本会の会員から選出される委員をもって組織する。 

2 前項に掲げる委員は、幹事会で決定し、代表幹事が委嘱する。 

3 第 1 項に掲げる委員の選出においては、教員、職員などのバランスに考慮しなければ

ならない。 

 

（任期） 

第 4 条 前条に掲げる委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。 

2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長および副委員長） 

第 5 条 委員会に委員長および副委員長を置く。 

2 委員長は、幹事会で決定する。 

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

4 委員長は、副委員長を指名し、副委員長は、委員長の職務を補佐する。 

 

（会議） 

第 6 条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 

（委員以外の者の出席） 
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第 7 条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くこ

とができる。 

（庶務） 

第 8 条 委員会の庶務は、委員長および委員長の指名する者において処理する。 

 

（雑則） 

第 9 条 この規則の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に

定める。 

 

附 則 

1.  この規則は、平成 26 年 12 月 24 日から施行する。 

2.  この規則の施行後、 初に委嘱される委員の任期は、第 4 条第 1 項の規定にかかわら

ず、平成 28 年度の総会の日までとする。 

 

附 則（平成 28 年 1 月 8 日幹事会承認） 

1.  この規則は、平成 28 年 1 月 21 日から施行する。 
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（別紙資料） 

 

大学評価コンソーシアム 情報誌編集委員会名簿 （平成 28 年 8 月 1 日現在） 

 

役職名 氏名 所属 

委員長 嶌田 敏行 茨城大学 全学教育機構総合教育企画部門 

副委員長 大野 賢一 鳥取大学 大学評価室 

委員 末次 剛健志 佐賀大学 総務部企画評価課 

〃 関 隆宏 新潟大学 経営戦略本部評価センター 

〃 藤井 都百 名古屋大学 評価企画室 

〃 藤原 宏司 山形大学 学術研究院（EM 部）  

〃 藤原 将人 立命館大学 教学部学事課 

〃 山本 幸一 明治大学 教学企画部評価情報事務室 

 

任期は、平成 28 年 8 月 26 日より、平成 30 年度の大学評価コンソーシアム総会の日まで

とする。 

 

＜更新履歴＞ 

・平成 26 年 12 月 18 日 幹事会決定 

・平成 27 年 4 月 1 日  委員の所属変更による修正 

・平成 28 年 1 月 8 日  副委員長職の追加、委員の増員（幹事会了承済） 

・平成 28 年 8 月 1 日  委員の所属変更による修正（今後、この理由による別表の修正は、

更新履歴への追記は省略する。履歴は編集委員会で確保し、 新版の名簿のみを公表す

る。） 

・平成 28 年 8 月 25 日 総会決定 
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大学評価コンソーシアム情報誌「大学評価と IR」原稿作成例 

 
評価 太郎1・評価 次郎2・評価 花子3 

 

概要：情報誌「大学評価と IR」の趣旨は、我が国の大学評価業務および IR 業務の高度化を目

的としたものである。本情報誌に投稿できるのは本会の会員のみとし、原稿の長さは投稿区分

により 2 頁から 12 頁程度とする。  

キーワード：大学評価、IR（インスティテューショナル・リサーチ）、人材育成、ルーブリッ

ク、コンソーシアム  

 

１.タイトル部分（１ページ目のみ） 

題目、著者氏名、概要、キーワードを以下の順に記載してください。 

①題目は、ゴシック系のフォントを基本とし、フォントサイズは 12 ポイントで、レイ

アウトはセンタリングとします。その後、（フォントサイズは 12 ポイントとし、）１行空

けます。②著書氏名は、明朝系のフォントを基本とし、フォントサイズは 10.5 ポイントで、

レイアウトはセンタリングとします。著者が複数の場合は、著書氏名については１行に並

べてください。その後、（フォントサイズは 10.5 ポイントとし、）１行空けます。③概要は、

明朝系のフォントを基本とし、フォントサイズは 9 ポイントとします。記入後、１行空け

ます。④キーワードは、明朝系のフォントを基本とし、フォントサイズは 9 ポイントとし

ます。キーワード数は、5 語以内とします。その後、（フォントサイズは 10.5 ポイントと

し、）１行空けます。 

 所属や連絡先（電話番号、メールアドレス）は、可能な範囲で掲載することができます。

掲載する場合は、脚注として追記してください。 

 

２.本文部分（１ページ目以降） 

本文は、１段組とし、文字数は 40 字、行数は 38 行を標準とします。本文は、明朝系の

フォントを基本とし、フォントサイズは 10.5 ポイントとします。 

余白は、上下・左右とも 25mm とします。ページ番号は、フッターとして全ページの下

部中央に入れてください（１から附番していただいて結構です）。下からフッター位置は

12mm としてください。 

題目等はヘッダーとして挿入してください。これは可能な範囲で結構です。 

地名、人名等の難読漢字には、ふりがなをつけてください。外国の地名にはカタカナ、

数字にはアラビア数字を使用してください。また、オリジナルの地名については、括弧書

きで追記しても差し支えありません。 

                                                  
1 評価大学  インスティテューショナル・リサーチ室  准教授  メール： taro.hyouka@jcache.dummy 
2 評価大学  インスティテューショナル・リサーチ室  助教  電話：029-228-8572 メール：
jiro.hyouka@jcache.dummy 
3 評価大学  総務部総務課企画戦略係  係長  
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２.１.見出しのレベルについて 

見出しのレベルは、章、節の２段階までとします。章の見出しは、ゴシック系のフォン

トを基本とし、フォントサイズは 10.5 ポイントとします。また、1.のように先頭に番号を

つけて記載します。節の見出しは、ゴシック系のフォントを基本とし、フォントサイズは

10.5 ポイントとします。また、1.1.のように先頭に番号をつけて記載します。 

章、節の見出しの上は、１行あけます（フォントサイズは 10.5 ポイント）。 

 

２.２．図及び表について 

図（写真を含む）及び表は、図 1、表 1 のように番号をつけて記載します。図のタイト

ルは下側、表のタイトルは上側に配置してください。図及び表のタイトルは、フォントサ

イズ 10 ポイントのゴシック系のフォントとしてください。なお、図及び表中の文字は、

極端に小さくならないように留意してください。 

図や表はこのように本文中に挿入してください。手順は以下に示します。 

１）「挿入」→「表」で１×１

の表を作成します。 

２）枠の左上を右クリックし

て現れるメニューの一番下の

「表のプロパティ」を選択し、

「文字の折り返し」を「する」

にしてください。また、罫線

（枠線）が不要ならば、同じ

ように右クリックして現れる

メニューの中ほどにある「線

種とページ罫線と網かけの設

定」を選択し、「罫線なし」を

選んでください。 

３）貼りたい図や表をこの枠

内に挿入しますが、表は

Excel などで編集したものを

貼りつければ、上記のようになります。図の場合ですが、一般には「挿入」タブの「図」

で挿入する図を選びます。PowerPoint の場合は、次項のようにしてください。 

 

２．２．１．スライドの貼り付けについて（１枚単位） 

スライド 1 ページ分を、そのまま図として用いたい場合には、PowerPoint でスライド

のファイルを開き、左側のサムネイルから挿入したいスライドをクリックして選択します。

そして、「コピー」を行います。 

【作成した図を Word 上で編集する場合】 

表１．表の例 

評価の種類  
国

立  

公

立  

私

立  
実施周期  

自己点検

評価  

  

実施・公表  ○ ○ ○ 
期間に関する定

めは特にない  

外部評価  △ △ △   

法人  

評価  

中期目標期間

評価  
○ ※ － 

６年に１度（も

しくは４年＋２

年で評価）  

年度評価（業

務実績報告

書）  

○ ※ － 毎年  

機関別認

証評価  
  ○ ○ ○ 

７年以内に１度

等  
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・Word に戻り、２）で作成した枠内に貼りつける時に「形式を選択して貼り付け」→

「Microsoft PowerPoint スライドオブジェクト」（Word2013 の場合）を選んでください。 

この形式で貼りつければ、大きさの変更はもちろん、内容の変更も可能ですし、スライド

内の文字情報が PDF 後も保持されます。 

【作成した図を Word 上では編集しない場合】 

・Word に戻り、２）で作成

した枠内に貼りつける時に

「形式を選択して貼り付け」

→「図（拡張メタファイル）」

（Word2013 の場合）を選ん

でください。この形式で貼り

つければ、大きさや内容の変

更はできませんが、作成時の

状態が保持されます。 

なお、操作が分からない場

合には、挿入箇所を Word フ

ァイルに明記の上、図ファイ

ルを編集委員会にお送りくだ

さい。 

 

表２．自己点検評価、外部評価、第三者評価の違い（10 ポイント：MS ゴシック）  

評価の類型

自己点検
評価の実
施

評価基準の
策定

評価者の
選定

評価の観点

自己点検評
価

○ 大学 大学 教育研究水準の向上

外部評価 ○ 大学 大学
自己点検評価の確からしさ＋
評価者の経験等にもとづくア
ドバイス

第三者評価 ○ 第三者 第三者
基準への適合、達成度判定、
水準判定

自己点検評価（現状把握）をもとに、外部評価や、やらざるを得ない
第三者評価をテコに大学の改善を図る、のが合理的か？

Office of Institutional Research and Planning, Ibaraki Univ.(IIRP)  &  Japanese Consortium of Accreditation Coordinators for Higher Education (JCACHE)   

 

図表が大きい場合、それらの脇に文字を配置しなくても結構です。表に関しては、新た

に作り直していただかずに、スライドを貼りつけても結構です。 

評価・IR業務

現状把握作業A
（自己点検評価［叙述資料中
心］、各部局との意見交換、

聞き込み）

第三者評
価対応

意思決定（改善）支援
（情報提供やレポートへの

リクエストへの対応）

現状把握作業B
（数量データの整理、

分析、［データの入手］）

関係データのDB化

根拠

プロセス
の理解

23

 
図１．図の例示 
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２．２．２．スライドの貼り付けについて（部分） 

スライド 1 ページのうち任意の部分のみを、図として用いたい場合には、PowerPoint

でスライドのファイルを開き、図として用いたい部分が含まれたページを表示させ、右側

の作業エリアで、図として用いたい部分のみを選択して「コピー」を行います。この際、

グループ化してからコピーするとよいです。 

【作成した図の一部を編集する場合】 

・Word に戻り、２）で作成した枠内に貼りつける時に「形

式を選択して貼り付け」→「Microsoft Office グラフィッ

ク オブジェクト」（Word2013 の場合）を選んでください。

この形式で貼りつければ、大きさの変更はもちろん、内容

の変更も可能ですし、スライド内の文字情報が PDF 後も

保持されます。 

【作成した図の一部を編集しない場合】 

・Word に戻り、２）で作成した枠内に貼りつける時に「形

式を選択して貼り付け」→「図（拡張メタファイル）」

（Word2013 の場合）を選んでください。この形式で貼り

つければ、大きさや内容の変更はできませんが、作成時の

状態が保持されます。 

なお、操作が分からない場合には、挿入箇所を Word ファイルに明記の上、図ファイル

を編集委員会にお送りください。 

 

２.３.脚注について 

脚注は、なるべく使用せず、やむを得ない場合のみ使用してください。 

 

３.【引用文献、謝辞等部分】（最終ページ） 

引用文献は、本文中では小湊（2014）、（佐藤, 2014）や関・大野（2014）、共著者３名

以上のときは浅野ほか（2014）、Sato et al.（2014）、（Sato et al., 2014）のように記載し

てください。また、長い論文や書籍から引用するときは、引用頁を示してください。 

引用文献は、本文の 後に「引用文献」として和文（50 音順）・欧文（アルファベット

順）に分けて記載してください。また、引用文献が複数行になる場合、2 行目以降につい

ては、ぶら下げを「2 文字」に設定してください。 

また、同一著者の文献においては、古い文献から記載し、同一年の場合には、a、b 等の

判別をつけるための記号を附してください。その際、共著者名、論文題目、書籍名等は省

略せずに記載してください。 

引用文献の見出しの文字は、ゴシック系のフォントの太字にします。引用文献の上は、

１行あけます（フォントサイズは 10.5 ポイント）。 

 

 
図２．パーツの貼りつけ 

部局の改善支援
（情報提供やレポートへの

リクエストへの対応）

現状把握作業B
（数量データの整理、

分析）

10％

教員評価などのwebシステムの
構築・運用、関係データのDB化

10％
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謝辞は、結論の後に記載してください。謝辞の見出しの文字は、ゴシック系のフォント

の太字にします。謝辞の上は、１行あけます（フォントサイズは 10.5 ポイント）。 

 

謝辞 

本原稿を作成するにあたり、評価大学インスティテューショナル・リサーチ室の経営教

授から、多くのご助言を賜りました。ここに感謝の意を表します。 
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＊オンライン文献および脚注にある URL の 終閲覧日は全て 2016 年６月１日である。 

（このように一括で 終閲覧日について記述してもよい） 

 

［受付：平成 28 年 1 月 17 日 受理：平成 28 年 7 月 25 日］  
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［査読結果票］ 

 

○ 査読結果 （リジェクト以外の例） 

 

○○ ○○ 様 

 

投稿いただいた原稿は、２名の査読者の判定結果を総合的に勘案し以下のように判定され

ました。 

 

査読結果 基準  

１．誤字・脱字等を修正の上、掲載してよい すべてが「４」であること。  

２．査読者の意見を踏まえ、修正の上掲載してよ

い 

（再査読なし） 

すべてが「３」以上の場合。  

３．査読者の意見を踏まえ、再提出願いたい 

（再査読あり） 

１つでも「２」以下があった場合。 

４．大幅な修正が必要であり、一度、取り下げの

上、検討願いたい 

２カ所以上で「１」があった場合。 

 

各要素の判定やコメント、参考意見を参考に、原稿の推敲をよろしくお願いします。ま

た、コメントについては、対応状況を併せてご提出ください。 

なお、情報誌「大学評価と IR」は、３ヶ月に１回刊行しておりますが、受理され校正が

完了した原稿は、刊行を待たずに web サイトに掲載されます（ページ数など書誌情報の確

定は発刊時となります）。 

 

平成○年○月○日              

大学評価コンソーシアム 情報誌編集委員会 

（編集委員の所属） 

氏  名  

 

 

 

 


