事例

☆本事例の中心

相互評価に基づく学士課程教育質保証システムの創出
-国公私立 4 大学ＩＲネットワーク～同志社大学、北海道大学、大阪府立大学、甲南大学～

事例内容
【概要】
教育の質保証を促進するために、連携する国
公私立４大学がすでに導入してきたＧＰＡ制度
等からさらに進んで、学生調査を軸とした客観
的なデータに基づいて教育の現状を評価する
ＩＲ（Institutional Research：個別大学内の
様々な情報を収集して、数値化・可視化し、評
価指標として管理し、その分析結果を教育・研
究、学生支援、経営等に活用すること）機能の
充実、ＩＲを活用した連携大学間での相互評価、
その評価結果を学生の学習時間の確保、単位制
度の実質化に結びつける教育環境の整備を目指
している。
さらにその成果を学生に対する教育に還元す
るために、外国語（英語）科目に関する学士課
程教育のラーニング・アウトカム目標の設定、
課程編成・実施方針の明確化等、取組を通じた
教育の質保証システムを構築することを目指し
ている。
また、最終目標であるＩＲを基盤とした全国
規模の大学コミュニティづくりに向けて、連携
大学が協力してIR人材育成を進めている。

【背景】
平成20年の中央教育審議会答申「学士課程教
育の構築に向けて」において指摘されているよ
うに、現在、各大学が自らの教育理念と目標に
基づき、学生の成長を実現する学習の場として
学士課程を充実させることが強く求められてい
る。
その第４章では、課題の解決方策として、「大
学間の連携、開かれた協同のネットワークの構
築」を視野に入れた「公的及び自主的な質保証
の仕組みの強化」の必要性が力説されているが、
「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方
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針」「入学者受入れの方針」という「3つの方針」
すべてを統合的かつ客観的に自己点検・評価す
る質保証システムのモデルは、依然として模索
状態にある。
また、学生に対する教育効果と学生の学習成
果を測定し、改善の過程を多くの大学が共有し、
より良い教育環境を提供し、教育方法等を開発
していくことは、高等教育全般の質の向上のた
めにも重要であり、そうした方策を十分に機能
させ、質保証を推進するためには、ＩＲと呼ば
れる機能の開発が有効である。

【取組内容】
本連携事業では、教育の質保証を推進するた
めに、各大学がシラバス、ＧＰＡ制度、ＣＡＰ
制などを導入してきた過去を「教育の質保証の
第一ステージ」と位置づけ、ＩＲ機能の充実、
ＩＲを活用した連携大学間での相互評価、その
評価結果を単位の実質化、学生の学習時間の確
保に結びつける教育環境の整備の段階を「教育
の質保証の第二ステージ」、さらに、英語によ
る学士課程教育のアウトカム目標の設定、英語
科目の番号化等を目指す将来を「教育の質保証
の第三ステージ」と位置付ける。
この第二ステージ以降の教育の質保証の実質
化のため、戦略的な大学連携による①学生調査
の実施、②ＩＲシステムの開発、③ＩＲ人材の
育成といった本事業の諸活動が実施されている。
なお、本事業は、21 年度文部科学省大学教育
充実のための戦略的大学連携支援プログラム
に採択されており、補助期間 3 年内に実施する
短期的取組と、補助期間終了後にも引き続き長
いスパンで教育の質保証を進展させていく長
期的取組の 2 段階を設定している。

≪図 1：連携の取組概念図≫

優れた教育的取り組みや教育改善の試
みとともに、その成果を明確に示すことが
大学に求められている。

1.学生調査の実施
(1)日本版大学生調査（ＪＣＳＳ）開発によ
る理論的な背景と実証研究の蓄積

-2-

しかし、大学における教育効果を測定す
る評価手法は開発途上にあり、とりわけ、
学生の学習意欲や知的関心といった情緒
的側面をも重視した汎用性の高い評価手
法の開発は重要であるが、学生の主観的な
判断を伴うものであり、客観的数値として
表しにくい。そのため、複数の大学におい
て継続的に大規模な学生調査を実施する
ことによって、機関間の比較や長期的な推
移のなかで分析する必要がある。
こうした課題に対応するため、本連携の
中心でもある同志社大学の山田礼子教授を
研究代表者として、カリフォルニア大学ロ
サンゼルス校のアスティン教授が開発した
大学生調査「ＣＳＳ（Ｃｏｌｌｅｇｅ Ｓ
ｔｕｄｅｎｔ Ｓｕｒｖｅｙ）」を基に、
日本版大学生調査「ＪＣＳＳ」が開発され
た。16年の試行調査以来継続して調査が行
われており、ＪＦＳ新入生調査、ＪＪＣＳ
Ｓ短期大学生調査と併せて、23年現在で9万
人以上の大学・短期大学生のデータが蓄積
され国際比較も可能となっている。
これらの学生調査は、大学の教育や設備、
学生支援制度等さまざまな項目に対する満
足度、獲得した能力・スキル、大学での経
験、学習行動、学習時間等、情緒的側面や

≪図 2：平成 23 年度一年生調査の概要≫
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認知的側面を重視した質問項目が充実して
いる。例えば、大学での学習行動、学習態
度、授業への出席や授業外学習などの活動
に費やす週あたりの時間の質問項目からは、
大学における正課内外の学びの実態を把握
することができる。
(2)学生調査「一年生調査」と「上級生調査」
の実施
こうした蓄積を元に、この連携事業にお
いて、客観的データとして主軸に置いたの
が「一年生調査」と「上級生調査」からな
る学生調査である。学生調査を学習行動や
学習成果、教育の効果等に関する学生の自
己評価による間接アセスメントとして位置
づけ、大学間で共通の質問項目で調査を実
施している。大学教育によってどのような
能力やスキルが伸びたのか、あるいは伸び
ていないのかを確認するため、各種の能力
や知識に関する入学後の獲得状況を尋ねる
質問項目も含めている。
このように、本事業取組の学生調査は、
専門教育の成果や効果に特化せず、学士課
程教育における一般的な教育の成果や効
果を幅広く測定できるように設計されて
いる。

経験の有無およびその点数に関する質問項
目を用意した。このように、自己評価によ
る英語運用能力だけでなく、客観的な英語
学習の状況についても情報を得ることがで
きる設計になっている。
≪図 4：一年生調査報告書より≫

≪図 3：一年生調査報告書より≫

また、長期的な取組の課題である外国語
教育のベンチマーキング設定のために、英
語の能力に関する調査項目を設けた。
英語に焦点を合わせた理由は、英語教育
が多くの大学で最も共通性の高い教育プロ
グラムになっており、英語運用能力の修得
が大学や専門分野を問わない教育成果の共
通指標となりうると想定されるからである。
さらに、外国語（英語）の教育成果に注目
することは、大学の国際化を進めるうえで
も意義がある。
英語運用能力の測定をする際に参考にし
たのは、ヨーロッパ諸国において導入され、
語学教育ベンチマークの国際標準としての
地位を確立しつつある「ヨーロッパ言語共
通参照枠組み Ｃｏｍｍｏｎ Ｅｕｒｏｐ
ｅａｎ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ｏｆ Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ ｆｏｒ Ｌａｎｇｕａｇｅ
ｓ（ＣＥＦＲ）」による外国語運用能力の
測定尺度である。聞く力、読む力、会話力、
表現力、書く力の5つの英語運用能力につい
て、入学時と調査時の2時点の熟達度レベル
を自己評価する質問項目を設定した。
さらに（１）海外渡航経験の有無、（２）
英語の好き嫌い、
（３）英語の得手不得手、
（４）実用英語技能検定やTOEIC、TOEFLな
どの英語能力に関する各種標準試験の受験
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このほかに、回答した学生の基本属性や
バックグラウンド（大学入学以前の経験）
に関する質問項目も準備した。具体的には、
専門分野（所属学科）、性別、入学時の年
齢、片道の通学時間、居住形態、入試形態、
第1志望校への入学の有無、浪人経験の有無、
高校時代の成績、高校3年生のころの学習経
験である。
≪図 5：一年生調査報告書より≫

なお、学生調査は 21 年度（23 年度からは
関西学院大学も参加）から行われ、一年生調
査の結果については毎年度の報告書を作成
し公開している。

①クラウド型データベース
ＩＲｉＳはクラウド型のデータベー
スシステムである。インターネットを
経由して、どこからでも利用できるが、
セキュリティ対策を厳重に施している。
②共用データベース
各大学が個別に保有する学内情報の
うち、教育改善、教育の質保証に関連
性をもつ学生環境に関するデータ（学
生数や教員数をはじめとした大学の施
設・設備に関するデータや就職情報等
が含まれる大学基本情報と学生調査に
回答した学生に関する出身高校や入試
区分といった入学関連データ、履修状
況やＧＰＡ、単位取得状況等からなる
教務情報）と、先ほどの学生調査のデ
ータをＩＲｉＳの中で統合することが
できる。
なお、学生の教務情報と学生調査デ
ータは、各大学で匿名化処理を施した
うえで、別個に登録するので、分析段
階で学生個人が特定されることはない。
③簡単操作で、わかりやすい結果表示
個別大学内のさまざまな情報を収集
して、数値化・可視化し、評価指標と
して管理して、その分析結果を教育・
研究、学生支援、経営等に活用すると
いうＩＲにおいてより有効に利用する
ために、単純集計、クロス集計といっ
た基本的な集計方法に加え、項目同士
を比較する機能、同一個人の変化をみ
る機能を備えて、データを蓄積するこ
とで経年変化を調べることができる。
また、集計分析の結果は、集計項目
に適した様々なグラフで表示できる。
④相互比較を活用した自校の現状評価
本連携取組の学生調査に参加してい
る大学は自校の集計結果をダウンロー
ドすることができ、さらに、学生調査
に参加した大学全体やベンチマーキン
グ・グループの集計結果と自校を相互
比較する機能を利用できる。

2.ＩＲシステム
各連携大学固有のシステムの中から共有
できるデータをまとめたシステムを開発し、
その分析結果を活用して、連携各大学におけ
る教育成果の相互評価を行っている。
4 大学共用のＩＲネットワーク構築に必要
なデータとして、入学関連データ（出身高校、
入試方法等）、教務情報（履修状況、ＧＰＡ、
単位取得状況、留年・学位取得状況等）、就
職情報（就職状況等）等の学生環境データを
各大学において収集し、それらの情報と学生
調査結果とを統合し、4 大学が共用できるシ
ステムを開発している。
(1)ＩＲシステムの特徴
このＩＲシステムには、「ＩＲｉＳ」と
いう通称がついている。ＩＲ（Ｉｎｓｔｉ
ｔｕｔｉｏｎａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）に
用いる情報やデータ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）を登録し、インターネット（Ｉｎｔ
ｅｒｎｅｔ）を経由して集計分析結果を閲
覧するシステム（Ｓｙｓｔｅｍ）という意
味である。
≪図 6：ＩＲシステムの概念図≫
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相互比較機能を使うことで、自校が
提供する教育やその成果の強み、弱み
を視覚的に把握することが可能になり、
この結果を個別大学での教育改善や教
育の保証に結びつけていく取組を４大
学で進めている。
≪図 7：ＩＲシステムの画面≫

3.ＩＲ人材の育成
本連携では評価文化を国内に広げ、ＩＲを
基盤とした全国規模の大学コミュニティづ
くりに向けて、連携大学が協力してＩＲ人材
育成を進めることを最終目標として、活動に
も力を入れている。
本連携の活動報告を兼ねたワークショッ
プ等を開催しており、主なプログラムと参加
者数等は以下のとおりである。
(1)ワークショップ
①平成 22 年 8 月 23 日（参加者：95 人）
講師 ランディ・スウィング（ＩＲ学会
（ＡＩＲ）エグゼクティブ・デ
ィレクター）
「ＩＲの実践：単純なデータを意
味のある情報へ」
講師 杉谷 祐美子
（青山学院大学准教授）
「学生調査活用入門～データの読
み方・示し方～」
コーディネーター 江原 昭博
（同志社大学特別研究員）
②平成 23 年 8 月 23 日（参加者：93 人）
講師 羽田 貴史（東北大学教授）
「学士課程教育の質保証の課題
～授業・機関・システム～」
講師・コーディネーター 江原 昭博
（同志社大学特別研究員）
「日本型ＩＲをどのように導入す
るか～ＩＲコンソーシアムのご
紹介～」
講師 宮田 尚子
（同志社大学特別研究員）
「ＩＲシステムにさわってみよう」
≪図 8：ワークショップの様子≫

(2)今後の展望
今後は、集計機能や集計結果の表示機
能を充実させたり操作性を高めたりする
ことで、より実効性のあるシステムづく
りに取組むとともに、学生調査の導入・
実施がより簡便になるよう、Ｗｅｂアン
ケートシステムの提供も現在検討中であ
る。
このＩＲシステムの機能を活用しなが
ら、ＩＲを通じた客観的なデータに基づ
く現状評価文化を高等教育機関全体に広
げていくことを、長期的な視点で目指し
ている。
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≪図 9：シンポジウムの案内≫

(2)シンポジウム
①平成 22 年 3 月 2 日（参加者：122 人）
講師 天野 郁夫（東京大学名誉教授）
「変貌する日本の質保証システ
ム」
講師 フレッド・ヴォルクワイン（ペン
シルベニア州立大学名誉教授）
「Navigating the Winds of
Change:Coping with the
Challenges of Institutional
Research」
講師 パトリック・テレンジーニ（ペン
シルベニア州立大学名誉教授）
「MISSING THE FOREST FOR THE
TREES: Rethinking What
Influences Student Learning」
講師 榎本 剛（文部科学省高等教育局
高等教育政策室長）
「大学教育の課題について」
報告 山田 礼子（同志社大学教授）
パネルディスカッション
司会 高橋 哲也（大阪府立大学教授）
コーディネーター 江原 昭博
（同志社大学特別研究員）

≪図 10：シンポジウムの様子≫

4.実施体制
代表校と連携校で立ち上げる「4 大学ＩＲ
学生調査ネットワーク」のもとに、「ＩＲシ
ステム開発委員会」を立ち上げ、各大学のＩ
Ｒ開発担当者による詳細計画の策定を行っ
ている。
ＩＲシステム開発委員会のメンバーは、
各
大学において本連携取組を推進していく部
門からの責任者で構成されている。
委員会の下に当該年度の事業目標に従っ
た作業部会を設置し、年 2～3 回の「ＩＲシ
ステム開発委員会」及び、必要に応じて随時
作業部会を開催し、
具体的な検討を行ってい
る。

②平成 23 年 12 月 4 日（参加者：154 人）
講師 アレキサンダー・マコーミック
（ＮＳＳＥ統括ディレクター、イ
ンディアナ州立大学准教授）
「学士課程教育の評価と改善
～ＮＳＳＥからわかること」
講師 義本 博司（文部科学省高等教育
局高等教育企画課長）
報告 山田 礼子（同志社大学教授）
高橋 哲也
（大阪府立大学副学長）
細川 敏幸（北海道大学教授）
伊庭 緑（甲南大学教授）
江原 昭博
（同志社大学特別研究員）
宮田 尚子
（同志社大学特別研究員）
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ステムとノウハウを基盤としたコンソーシ
アムを 24 年 7 月に設立する準備を行ってい
る。
コンソーシアムは教学ガバナンス確立を
目指す連携型ＩＲを目指し、4 大学連携で開
発し進化させてきたＩＲシステムを利用す
ることで、教学ガバナンス支援、認証評価へ
の活用、初年次教育や就業力育成の測定指標
としての活用等を実施していく予定である。

≪図 11：連携の実施体制≫

◎今後の方向性、他への応用等
大学ＩＲコンソーシアムの設立
現在、4 大学の連携により開発してきたシ
≪図 12：大学コンソーシアムの概要≫
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