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　　開会のことば

ＦＤ委員会委員長（副学長）

　中島　　徹　
（法学部教授）

　皆さまこんにちは。ＦＤ推進室長の中島でございます。本日は、定

期試験初日や卒研発表会とも重なりご多用中のところ、皆さま方にお

集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

本日は、基調講演の講師として、同志社大学教育支援機構副機構長…学習支援・教育開発センター所

長でいらっしゃる山田礼子（やまだ・れいこ）先生をお招きしております。先生には大変お忙しい中、

ご講演をご快諾いただきましたことに改めて御礼を申し上げます。

先生の詳しいプロフィールにつきましては、後ほど司会のほうからご紹介があるかと思いますが、

私からは、先生のご経歴をごく簡単にご紹介させていただきます。

　山田先生のご専門は「教育学」と伺っております。現在は、中央教育審議会（以下「中教審」という。）

大学教育部会の委員をはじめとして、多くの要職に就いておられます。先生は、「教学ＩＲ」をテーマ

としたご研究を進めて来られ、多くのご講演をなされておいでです。学生の大学への対応と満足度等の

分析をとおした豊富な知見をお持ちと伺っております。本日は「教育改善に生かす教学ＩＲの意義」と

いう演題でお話いただきます。

先生の豊富なご経験から、示唆に富んだお話をいただけるものと楽しみにしておりますが、本学では、

中退問題は以前から全学挙げて取り組まなければならない重要な課題となっております。本日ご出席さ

れている三浦学長を先頭に、現在さまざまな取組みを進めておるところです。山田先生にお話をいただ

いた後に、３学部からご報告をいただくことになっております。

　さて、本学のＦＤに関しましては、第 1次の６年間が終了し、今年は第２次中長期計画（平成 27 ～

32年度）の初年度がまもなく参ります。計画の主なものとしては、ＦＤ活動を牽引する「ＦＤｅｒの役割」

を明確にするとともに、本日司会をされている加藤（直隆）先生が本学唯一のＦＤｅｒでおられる訳で

すが、もっと増やしていかねばならないと思っています。また、ＩＲの活用した「全学的な教学マネジ

メント体制の構築」も緊急の課題となっております。学生の「学習を支援する体制」、ＰＢＬを含むア

クティブラーニングを取り入れた教授法の変革など取り組まなければ課題は目白押しの状態です。

　今回は山田先生のテーマは、「全学的なマネジメント体制づくり」と密接に関連しているということで、

今後のＦＤ活動にも大きな刺激をいただけるものと考えております。

そのような訳で、限られた時間ではありますけれども、山田先生から基調講演をいただいた後に、

会場の先生方から活発なご意見をいただき、本学の現状の中でどのように活かせるかを探っていきたい

と思います。

　本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
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　　　学長挨拶

学長

三浦　信行

　こんにちは、本日は、皆さんにはご多忙中のところお集まりいただき

まして、ありがとうございます。さて、先ほど司会者と中島委員長から

お話がありましたように、「教育改善に生かす教学ＩＲの意義…」と題し

て、ご講演をいただく同志社大学の山田礼子（やまだ・れいこ）先生にお越し頂きましたことを、誠に

有り難く厚く御礼を申し上げます。

　いよいよＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」が始まりました。皆さんもご覧になっておられることと思いま

す。吉田松陰先生の妹「杉文（すぎ・ふみ）」の波乱に満ちた生涯を描いた物語ですが、本学の創立者

柴田徳次郎先生がなぜ松陰先生を私淑し、先生をお祀りする松陰神社の隣地に学舎（まなびや）とされ

たかなど、改めて松陰先生の遺徳を偲び、２年後に創立 100 周年を迎えるのを前に国士舘教育の源流に

ふれ、再認識する機会を得たことは、われわれ国士舘人として大変意義があることと思います。　

　ところで、大学には「学問の自由」のために、自主・自律の原則の下、機動的・戦略的な意思決定を

行い、教育研究活動を行う権利が認められています。

　しかし、この権利は、国民から負託されているものであることを、つい忘れがちになります。われわ

れ大学人は、このことを、もっと自覚しなければならないと思います。

　負託された権限である以上、社会の信頼に応えることは、大学が果たさねばならない義務であります。

大学は自ら教育の「質を保証」し、学習成果の適切な評価を基盤とした「学位の質を保証する責任」が

あります。教育情報の公開の義務化とともに、平成 26（2014）年度から「大学ポートレート」が稼働し、

その業務を担当するＩＲ（Institutional…Research）部門の整備が急務となってきました。

　平成 16（2004）年度からはじまった認証評価の最初の７年の第 1 サイクルを終え、平成 23（2011）

年度から第 2サイクルが開始されております。本学は、平成 28（2016）年度に認証評価機関による大

学機関別「認証評価」の受審を予定しています。私たちはエビデンスに基づく自己点検・評価を行うこ

とにより大学が保有する「経営資源」を適切に把握し、人的、物的、資金的資源の投入計画を策定し、

ＰＤＣＡサイクルを効率よく機能させ、教育の「質保証」と「質向上」を図っていくことを肝に銘じな

ければなりません。

　山田先生のご講演をターニングポイントとして、本学の教育研究活動情報の収集と因果関係を分析し

経営の意思決定のツールとしてＩＲを機能させ、教育改善につなげていければと考えております。

……今回は、本学にとっても大変頭の痛い中途退学問題についても触れていただけるとのこと、解決の糸

口をご教示いただければ幸いに思います。

　どうか、本日のご講演ならびに研修が皆さんにとりまして、実りあるものであることを祈念いたしま

して、挨拶に代えさせていただきます。
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◆趣旨説明

ＦＤ委員会副委員長・ＦＤｅｒ

加藤　直隆
（法学部教授）

　いよいよＮＨＫの大河ドラマ「花燃ゆ」が始まりました。一昨年の

同志社創立者の妻新島八重の波乱の人生を描いた「八重の桜」に対し、

わたくしは、この「花燃ゆ」の主人公杉文の兄松陰先生の人財育成、

人格陶冶に国士舘創立者の思いを重ね合わせております。

　これより先に放送されたＮＨＫ・ＢＳ歴史館「スーパーティーチャー吉田松陰～松下村塾は幕末の白

熱教室だった」は松陰先生の熱血先生ぶりを魅力的に描いておりました。松下村塾の教育スタイルは、

まさに中教審答申にあるアクティブラーニングそのものであり、塾生らは迫り来る国難や人の生き方に

ついて熱く議論しあったということです。創立者柴田徳次郎先生は、松陰先生と塾生の熱気「パトス」

にインスピレーションを得て私塾「国士舘」を興されたのでしょう。

　今や教育は、教育の理念を発露したデータに基づいたエビデンスにより評価され、「質の保証」の成

果を国民に情報公開するものとされています。本大学では、三浦学長のもとで、ＩＲを所掌する中枢機

能を学長のガバナンスのもとに着々と設立準備が進んでいます。

　高等教育における教育の質保証のために、「主体的学び」の果たす役割がクローズアップされており

ます。そこで第一部では、「大学教育の質保証システムの整備（教学ＩＲの取り組み）～中退問題を視

野に～」をメーンテーマに、基調講演を同志社大学教育支援機構副機構長…学習支援・教育開発センタ

ー所長の山田礼子先生に「教育改善に生かす教学ＩＲの意義」と題して、ご講演をいただきます。

　第二部は、本研修会の本学における教学ＩＲと中退問題を視野に、各学部より現状報告していただき、

皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

　それでは、山田礼子先生の経歴をご紹介させていただきます。先生は同志社大学をご卒業され、米国

カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校、教育学研究科修士課程および博士課程を修了されました。Ｕ

ＣＬＡのＰｈ . Ｄ（教育学）の学位を取得され、同志社大学文学部助教授、教授を経て、現在、現職に

就いていらっしゃいます。学会及び社会活動につきましては、初年次教育学会（会長）、大学教育学会

（常任理事）、日本高等教育学会（理事）、日本教育社会学会（理事）、中教審大学教育部会専門委員、日

本学術会議連携会員等の要職を歴任されております。

　研究課題としては、高等教育「学生の成長に関する実証研究と国際比較」があります。

　著書は、非常に多くのものがございます。代表的なもの（単著）をご紹介させていただきます。「学

士課程教育の質保証へむけて－学生調査と初年次教育から見えてきたもの」（東信堂：2012 年）、「学び

の質保証戦略」（玉川大学出版部：2012 年）、「アメリカの学生獲得戦略」（東信堂：2008 年）等、大学

教育を科学するという分野に非常に多くの論文を発表されております。
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第 1 部

基調講演

教育改善に生かす教学 IR の意義

講　師：山田　礼子　氏
（同志社大学　教育支援機構副機構長　学習支援・教育開発センター所長）
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講演講師

山田　礼子　氏　略歴

〈学歴〉
1978 年　同志社大学文学部社会学科社会学専攻卒業
1989 年　カリフォルニア大学ロサンゼルス校　教育学研究科　
　　　　　社会科学・比較教育学専攻　修士課程修了（M.A）
1991 年　カリフォルニア大学ロサンゼルス校　

社会科学・比較教育学専攻　博士課程修了（Ph.D.…in…Education）

〈職歴〉
2003 年度～ 2005 年度　同志社大学文学部教授
2005 年度～…現在　　　同志社大学大学院社会学研究科教授
2005 年度～…現在　　　同志社大学社会学部教授

同志社大学学習支援・教育開発センター所長
〈主な著書〉
2011 年　「教育改善のための学生調査－新入生と上級生調査」

「プロフェッショナル・ディベロップメント大学教育・TA研修の国際比較」
　北海道大学出版部　169 － 186 頁

2012 年　「学士課程教育の質保証へむけて：学生調査と初年次教育からみえてきたもの」
　　　　（単著）東信堂
2012 年　「学びの質保証戦略」（単著）玉川大学出版部
2013 年　「初年次教育の現状と未来」（共著）世界思想社

〈科研費による主な研究〉
「大学のユニバーサル化に対応したアメリカの高等教育機関における導入教育の基礎的研究」…………………………………………………………………………………………………………………………
基盤研究（Ｃ）（一般）2001 年
「転換期の高等教育における学生の教育評価の開発に関する国際比較研究」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基盤研究（Ｂ）（一般）2004 年
「学生の認知的・情緒的成長を支える高等教育の国際比較研究」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基盤研究（Ｂ）（一般）2007 年
「大規模継続データの構築を通した大学生の認知的・情緒的成長過程の国際比較研究」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基盤研究（Ａ）（一般）2010 年

〈主な社会活動〉
日本学術会議連携会員　　　　2006 年～現在
中教審大学教育部会専門委員　2008 年～現在

〈受賞歴〉
2009 年　大学教育学会特別賞
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教育改善に生かすＩＲの意義

山田　今日のテーマは、「教育改善に生かす教学ＩＲの意義」というこ

とで、先ほど学長先生、司会の加藤先生からも、国士舘大学がこれから

どのようなことにこのＩＲを使っていかなければならないかというよう

なことで、さわりの部分を明解にお話ししてくださいましたので、私か

らはもう少し具体的な中身についてだけをお話をさせていただくという

ことでよさそうです。

今日の発表内容は、①教育の質保証のために何をすべきか、②ＩＲの

基本原理とは？③ JCIRP について、④分野別の特性に関する研究課題、

⑤教育要因、⑥中退率を改善するための教学ＩＲと、このような筋立て

になります。私が初めてこのＩＲということを知ったのは、アメリカにいた時でした。それまでは、こ

のＩＲというのは知らなかったのです。当時、私が習った先生が、1960 年代から全国での学生調査を

長年されていて、それが今日ご紹介するデータの日本版にもなるのですけれども、1,000 万人からのデー

タ、今でいうビッグデータになると思います。初年次生や大学生を対象にアメリカ全土で集めてこられ

ていて、それをもとに高等教育研究という視点で、学生の変化であるとか、学生の成長といったような

ことを、アメリカの大学に調査レポートをお返しするというような、研究と実践みたいな形を行ってお

られたんです。

当時、私が留学していた頃というのは、日本では全くＩＲという考え方もございませんでしたから、

すごくびっくりして、「なんでこんなことをするのかなぁ」なんて思っておりました。確かにその先生

方の研究は非常に大きくなっていたのですが、いろんな論文や報告書を読みますと、例えばいわゆるヒッ

ピー全盛のアメリカの学生と、80 年代の学生たちではまったく価値観も違っておりましたし、当時の

アメリカでも 60 年代までの大学は、いわゆるエリートのための大学のようなところがあって、白人男

性の中産階級以上の人が多いですから、当然授業なども昔ながらのリベラル・アーツ的なことを教えや

すい環境にありました。

次第に、復員学生が入学してきたり、さまざまな人種、民族のマイノリティの学生も入ってくる、

そして女性も増えてくることで、価値だけでなく学力の問題も変わってくるということがございました。

ですから、当時のアメリカの学生というのは、リベラル・アーツで学んだり大きな大学で学んだりして

も、ほとんどが寮の中で生活するから価値を共有しながら成長していくというようなことだったのです。

そういうものが 80 年代には崩れてきているというのがデータの中にもちゃんと表れていました。

当然、いわゆる日本でいう入試とは違うんですけれども、大学進学適性試験と呼ばれる SAT、ある

いはACTと呼ばれる米国大学入学テストの点数が下がってきているというようなこともあって、学力

が下がってくる中で、いかに全国の大学として教育力を高めていくかというようなことのデータであっ

たというように理解したわけです。これが一番最初の経験でございました。

そうやって見ますと、私が日本の高等教育の研究者でもあり、アメリカは、もとより、最近はアジア、

特に韓国との共同研究も多いので、アジアとも比較をするのですが、必ずしも良い制度を日本に導入す

るということではなくて、直面している様々な問題を「合わせ鏡」として見るためにやはり国際比較と

いうものはあるんだろうと思っています。

そうして見ますと 80 年代のアメリカの動向というのは、実は、2000 年以降の日本の動向とまさにピ

タッとくるようなところがあって。90 年代に少子化であるとか、全入というような問題もすでに指摘
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する人たちもおりましたが、多くの教員はそれを、自分たちが直面することとしてあまり意識してなかっ

たのではないかと思うわけです。そうしてみると、やはりそういうところを先に経験したところの知見

というものを生かしていくということは、意味があるというのが、ＩＲに携わってきた背景です。

教育の質保証のために何をすべきか

昨今は、この「教育の質保証の他に何をすべきか」というのは、いろんなところで言われるようになっ

ております。文部科学省の中教審などの答申などもまさにこういうところから来ておりますし、私の国

際比較の視点から申しますと、これは日本だけに限ったことではございません。本当に世界中、特に先

進国であるアメリカであったり、それから、OECD諸国、そして、最近では伸び盛りの開発国にも同

じような方向に向かっております。

その背景に「アカウンタビリティ」というような問題があったり、財源縮小という問題もございます。

最もそういうことを別にしても、共通して世界の高等教育が「質保証」ということを意識しているのは、

やはり 21 世紀の知識基盤社会（ナレッジ・ベースド・ソサイアティ）の中でいかに対処できるような

人材を育成していかなければならないかということを各国が意識しているということです。

もう一つは、「グローバル化」であります。グローバル化によって、本当に世界の高等教育の流れと

いうのは同じようになってきておりますので、いわゆるジェネリックスキル（社会人として活躍できる

能力）というようなところで保証していくということが、オーストラリア、そして、ヨーロッパのいく

つかの国々、アジア、韓国、そしてマレーシア、シンガポール、インドネシア、タイ、台湾等で常に話

題になるのが、「教育の質保証」ということであります。

教育の質保証：第一ステージから第二・第三ステージへ

それでは、ここから本題に入っていくわけですが、「教育の質保証」について、日本で見てみますと、

これは私なりに考えたところでありますが、第一ステージから第二、第三ステージというような分け方

ができるのではないかと考えております。

第一ステージは、いわゆるシステムとして、あるいはそういう基盤として日本のいろんな大学が取

り組んできた「基盤の整備」であります。シラバスであったり、GPA制度であったり、単位の修得に

関しての CAP制であったり。あるいは学生調査などを導入して、学生の状態を把握するような、今ま

での各大学の取り組みであります。

この次のステージでは、Institutional…Research、ＩＲ機能を充実していくということになります。Ｉ

Ｒを活用した評価。そしてその評価結果を「単位の実質化」であるとか、学生の学習時間の確保といっ

たものに結び付けていくような、教育環境の整備へと行く段階になると思います。

第三ステージは、これはもう少し高次の話になるのですが、データの結果と評価を、この学生教育

へ還元していくというようなことになります。実は、私どもは様々な研究と同時に実践も行ってきてお

りますので、2009 年から、今日はご紹介いたしませんけれども、文部科学省の当時の戦略的連携とい

うような補助金をいただいて、大学ＩＲに関するネットワークを大学間で行うというような事業を行っ

てまいりました。これはいわゆる学生調査や、その調査結果をＩＲに生かすというような発想ですが、

2009 年から始まって 2012 年から自立した形で、「大学ＩＲコンソーシアム」というものを設置して、今、

全国の大学に参加いただいております。

当初は、代表校が同志社大学で、北海道大学、大阪府立大学、甲南大学という４校から始まったの
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ですが、現在は 40 校余りが加盟くださっております。その時に、多くの加盟に関心のある大学からご

質問いただくのは、「この第三ステージの例を出してほしい」と、いつもおっしゃるんですね。実はそ

うは簡単に行かなくて、私どものＩＲコンソーシアムの中でも、ようやくその総合評価が済み、そして、

お互いにグッド・プラクティス（優れた取組：Good…Practice）を紹介しながら、自分の大学の教育改

善に生かしていこうという取り組みが貯まってきてはいるのですが、すぐにデータから教育改善に生か

すというようなことは、そう簡単にはいかないこともございます。

どうしてかと申しますと、まず、「データは生き物」です。例えば、今年の学生の特徴があって、そ

の学生たちが次の年も同じかというとそうでもない。ですから、たまたまその年にしたプログラムが効

果を表しているかどうかということを検証するに、今年の学生には値したかもしれませんけれども、次

の学生はどうかというと難しい場合もございます。高校の時の環境であるとか、初等教育、中等教育を

通じて、文部科学省は何度も学習指導要領を改訂しますから、そういう節目の時にあたっている学生と、

そうでない学生とではデータが違ってくるんですね。ですから、ある意味では「安定したデータ」とい

うのが２年あるいは３年でないと、一概には言えないといったような問題もございます。この辺りは、

なかなか簡単にはいきません。いわゆる医療と似ているところがあります。医療でも、例えば抗がん剤

などでも新しい薬が承認されるまで随分時間がかかっていると思うんですね。それと同じようなところ

も教育にはあるというのが厄介なところでもあります。

質保証の一環としてのデータの活用

さて、質保証の一環としてデータを活用するエビデンスデータということになりますけれども、こ

の背景には一体何があるかということであります。やはり冒頭でご説明したように、学習というものが、

ティーチングサイドだけではなくて、ティーチングとラーニングの結果として何ができるかというよう

にシフトしてきているところが大きいわけです。それはいわゆる「学習成果志向」に世界中が変わって

きているということがありますので、それは日本でも同じことですから、「何を教えるかから何ができ

るかに発想を転換」していく必要があるということになります。それから、「学生の現状を客観的デー

タから把握」するということです。

それから、学生の高校時代の情報と現状とを関連付けて分析する。これは、非常に大切でございます。

本当に大学だけの教育プログラムで効果を上げるということも必要かもしれませんし、まず付加価値を

付けて学生を卒業させていくということは大学のある意味でミッションでもございます。しかしながら、

よくよくデータを見てみますと、それまでの学生たち、初等教育、中等教育を通じて彼ら、彼女たちが

築いてきた自分の行動といったものや価値観といったものが実はかなり影響を及ぼしております。それ

はどういうことかと言いますと、やはり高校時代に学習行動があまりない学生がいきなり伸びるかと

いったらそんなことはないわけで、高校時代の経験であったり、価値であったり、そういうものも大事

ですし、もう一つは、中退問題にも関係のある第一志望であるかとか、第二志望であるか、第三志望以

下であるかといった、大学の「志望度」ですね。これが大学での「適応度」にかなり関係してまいります。

ですから、そういうところもしっかり分析する際に見ていかなければならないということになります。

それからもう一つは、昨今はアクティブラーニングというのが非常に重要になってきているかと思

います。これは、当然大学での教授法としてのアクティブラーニングもそうなのですが、高校時代のア

クティブラーニングの経験というのもやはりあるんですね。その時に、学生たちが、どういう認識でもっ

て自分から主体的に学ぶということを受け止めていたかというようなことが、大学での学びにも関係し
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てまいります。これは、何を言いたいかと申しますと、私自身社会学部の教員として、ゼミを持ったり、

院生を持ったり、３、４年生のゼミで卒論指導をしたりして、毎日学生に接していると、国士舘の先生

たちもそう思ってらっしゃると思いますが、学生が真面目になってきていると思うんです。なんとなく

高校生の延長みたいな感じという学生も増えています。それはそれで良いところもいっぱいございます。

まず、授業は休まない学生は結構いますし、出席を大事にしてという学生もいますし、いろいろ真面目

な良い子たちが増えている部分もあります。一方で非常に子供っぽくなっていて、本当に手とり足とり

指示しないと、というようなところがあったりします。子供時代の経験かもしれないですが、１回こう

いうことを言われてすごいショックだったのですが、英語の原書を読む授業があって、テストで中身を

読んで記述するテストにしたわけですね。そうするとある意味非常に論述的なところですから、点数が

はっきりマークシートで書くようには出てきません。そうしたらある学生が言うには、自分は高校まで

ずっとマークシートだとか、点数でずっと何番とか出してもらってそれで頑張ってきたから、そういう

ようにしてくれないかと言い出したのに対して、「それは違うよ」と言って説明したんですが、そうい

うことを好む学生って結構いるんです。

こうしてみますと、まさに「知識習得型」で学んできて、自分たちで何かするというよりは、与え

られたものを本当に効率的に覚えるということから発想の転換がしにくい学生がいるわけです。それは

高校時代の経験にも関係してきます。ですから、高校で、例えばレポートを書かせるとか、大学の附属

高校などでは時間があるからそれをさせていますし、あるいは進学校など、６年間一貫教育で進学でき

るような高校などではそういうことをするんですけれども、その意味を分かって学んでいる学生と、単

なる通過儀礼でそれを経験している学生と、それからまったく意味が分からずにただやっていたという

ような学生とでは、大学で学びの適応度が違ったりするんです。だからそういうところも実は見ていか

ないといけないというようなことがございます。

それから、先ほど申し上げたように、この「アウトカム」と「カリキュラム」、あるいは授業と関連

付けて分析するということですね。これは、シラバスがそういう一つの基本的なところでありますけれ

ども、シラバスの中で「到達目標」などを書いていて、それがカリキュラム全体とどういうように関係

してくるかという科目ですね。このあたりは体系的な「ナンバリング」も含めて包括的に見ていかなけ

ればなりません。

それからもう一つは「授業評価」です。それで、授業評価と学生データとを関連付けて分析したり、

教員のＦＤに学生データを活用することは結構便利なものがございます。自分の持っている学生からの

授業評価のアンケートだけではなくて、そういう学生たちのデータを教員に見ていただくことで、自分

の所属している学部の学生や学科の学生がどういう傾向があってどういうような成果を上げているかと

いうことも理解して、それが改善に繋がっていきます。つまり、カリキュラムの見直しであるとかに関

係していくということもあるかと思います。

学士課程の充実という大きな課題

次は、学士課程の充実という大きな課題。これは当然、文部科学省の中教審などの答申にも関

わってまいります。これは、2012 年の中教審大学教育部会の「審議のまとめ」の中で、学修行動

調査の実施ということが提案されています。しかし、残念ながら当時まだまだ日本では学修行動

調査と学士課程教育の関連性についての研究蓄積がまだ少ないというようなことがございました。…

　これは、結構大きな意味を持っていて、学生の成長というのは実はいろんな意味で理論というのがご
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ざいます。日本では例えば発達心理学などは、非常にたくさんの研究蓄積がありますけれども、どちら

かというと低学年ですね。初等教育であったり初等教育以前の年齢に合わせたものが多くて、青年、つ

まり大学生といったところの成長理論というのが日本では少ないという問題がございます。これは、心

理学を研究されている先生方は、その辺には気づいていらっしゃるかと思いますけれども、全般的にあ

んまりメジャーではないということなんですね。

しかし、やはりそこでいろんなプロセスというものが明らかになってきて、自己のアイデンティティ

の問題であるとか、「青年心理学」上でのこの価値の部分などもやはり必要でございます。そういうも

のから浮かび上がってくるのが、やはり理論と間接（プロセス）評価であるとか、評価の測定法などを

リンクするというようなことになります。そこでもう一つ大事なのが、先ほど申しあげました、データ

の「継続性と安定性」です。データ１回だけで改善に繋げるというのはちょっと無理があります。継続

しながら、そして安定したデータを見極めた段階でやはり改善へと繋げていくことは、よりしやすくな

るということになります。

アウトカム・アセスメントに関する直接評価と間接評価の使用モデル

こちらは、アセスメントですね。学習成果の評価という日本語になりますけれども、これに関して

二つ大きな方法がございます。直接評価と呼ばれる、いわゆるダイレクトアセスメント。間接評価はイ

ンダイレクトアセスメントです。これをモデル化してみました。

直接評価にしても間接評価にしても、「マクロ」で見ることと「マイクロ」、つまりもう少し小さな

単位で見ることができます。マクロというと大学全体であったり学科、あるいはプログラム全体であっ

たりする場合であります。その場合の直接評価は、まあ典型的な直接評価の例としては、TOEIC や

TOEFL などの標準テストであったり、あるいは医療系でしたら資格に関連する試験などもまさにそう

だと思います。それから「ルーブリック」と呼ばれる評価基準もそうであるでしょうし、そういうもの

が直接評価の代表例になります。一方で間接評価は、いわゆる学習行動調査イコール学生調査、こうい

うものがマクロベースでの評価の代表例であります。

一方でこれをもう少し小さくしたものでいきますと、マイクロ、つまり教室単位ですね。教室単位

でこれも直接評価と間接評価があります。例えば教室単位で見た場合の直接評価は、先生方が使ってお

られる「ルーブリック」であったり、あるいは、「ポートフォリオ」であったりレポートであったり個

別のテストであったり標準テストなどが典型例でございます。間接評価としては授業評価がマイクロ

ベースでの代表例になるのではないかということであります。

私たち教員でしたら教室内で直接評価をいつもしているわけです。プロジェクトなど、今日も理工

学部の先生方は卒業研究の評価をされているんですね。ですからまさに直接評価の評価をされているわ

けです。そのように毎日というか日常的に我々は行っています。

…

アウトカム・アセスメントの効果

大学としても何らかの形で行っているんですけれども、実は意外に連携していないわけです。統合

して考えていないというようなことがございます。これが統合するとどんなことになるかというのがこ

のモデルですが、やはりこの重なっている部分があれば、評価が連携していると見て効果が表われやす

いといったようなことになるということであります。

連携しないというところの難しさというのは、やはり部門にデータが集ってこないとか、例えば私
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たちでも GPAを見て、「ああ、この学生はこうか」ということが分かるのですが、それでは、この学

生の学習のプロセスって一体どうかというので、データをもらうことはほとんどないですから分からな

いですね。そういうようなイメージだとお考えください。

ＩＲの基本原理とは？

それでは、ちょっとここでこれまで当り前のようにＩＲという言葉を使ってまいりました。では「Ｉ

Ｒの基本原理は一体、何なのか？」ということをご紹介させていただきたいと思います。

ＩＲの定義

　実はＩＲは、私は日本の中でも「教学ＩＲ」という言葉を言い出した研究者の一人でございますけれ

ども、必ずしもＩＲは教学だけではございません。本来ＩＲは、例えば、アメリカの研究者の定義を引

用させていただければ、もっと幅の広いものでございます。例えば、サウプの定義では、組織の企画や

政策策定、意思決定を支援する情報を提供するのがＩＲだとしておりますし、ピーターソンとコラソン

はサウプの定義に加えて、それに基づいた全分野における資源配分であったり、管理であったり、評価

といったものを加えております。マッセンなどは、機関の成果（業績）についてのデータを集めるとこ

ろから始まって、業績からのデータ収集から機関の環境についてのデータ収集。収集したデータの分析

と解釈。データの分析と解釈を機関計画策定に結び付けていく。そして、政策策定と意思決定支援情報

へ変換していくといったような定義をしております。

こういうところから見れば、「ＩＲは、基本的には経営のための意思決定に資するようなデータを集

めて分析して」ということにもなりますし、そしてそれらを今日、中長期計画というお言葉を説明され

ておりました。中期計画あるいは長期計画にこういうデータを結び付けていく、それをベースに立てて

いくというようなことも入ります。だから幅の広いものであります。これが基本的なＩＲだというのが

一般的であります。ですから、もちろん財務が入ります。それから、施設も入ってきます。つまり施設

の管理、あるいは施設の状況ですね。教室の使われ方というようなものも入ってきますし、教員や研究

者の評価のようなものも実はこの中に入ってまいります。

アメリカにおけるＩＲの具体的な活動

アメリカにおいてどういうようにＩＲの具体的な活動がされているかというのをまとめたのがこち

らになります。アクレデテーションの関連業務と、プログラムの検討というのがＩＲの業務であったり

活動であったり、運営管理上の情報の提供と計画。それから学生、大学教員、職員のデータ収集と分析。

予算および財政計画の策定。学生の学習成果の評価のためのデータ収集および評価、アセスメント実施

と分析。学生による授業評価授業の実施。学生の履修登録の管理と募集管理。これは、Ｙ大学などが一

生懸命されている「エンロールメント・マネジメント」になります。それから、年次報告書の作成。州

の財政補助金獲得のために必要とされる書類の作成などの州の高等教育部局との連絡調整。米国教育省

の調査事業に提出するデータの作成。例えば今日、「大学ポートレート」のお話しを学長がされました。

ポートレートが稼働するようになると、そこにデータを提供するということが必要になってまいります。

もちろん私学の場合は日本私立学校振興・共済事業団（略称：私学事業団）のデータベースですから、

数値だけではなくて書き込むというようなところが若干違いますけれども、そういうものを作成するの

も実はＩＲの部門の仕事になります。それに、戦略策定とかいろいろあります。アメリカでは主たるＩ
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Ｒの活動になります。非常に幅広いものとお考えください。

これを、こういう定義をもとに、2010 年に私どもの研究員が行った調査をご紹介してみます。

日本におけるＩＲ部門の現状

平成 22 年度、今から３年ちょっと前ですね。753 校に対して行った調査ですが、これの結果とする

とＩＲ部門が設置されているところは 21％、五分の一程度です。ＩＲ部門の名称も、ＩＲが 10 校、企

画が 48 校、評価が 13 校、混合名称が６校、その他 23 校で非常に漠然としています。もう一つここで

申し上げなければいけないのは、ＩＲ的な要素を、例えばアクレデテーション対応などを行っているの

は意外に企画部門が多いと思います。私どもの大学では企画が従来行ってまいりました。もう一つ、評

価というところは国立大学に多いケースです。法人評価が毎年のように行われますので、評価対応の部

門としてＩＲセクションが、国立大学などでは置かれたりしています。というようにバラバラです。

ここから何が分かるかというと、ＩＲという用語も、元来の意味も、実は日本では 2010 年の時には

あまり浸透していなかったということです。これが 2010 年ですが、2013 年に東京大学の小林雅之先生

を座長に、私もこのメンバーだったんですけれども、ＩＲの委託調査（＊）をいたしました。そうする

と、ＩＲを設置している大学は、これは 25％、４％ポイントほど上がっています。ただし、予定を含

めると 30％が設置すると答えておりますので、2010 年のちょっと小さな調査になっちゃいますけれど

も、それと比べるとやはり昨今の状況を反映して、日本でもＩＲ部門を設置しようとするところが漸増

しているということが分かります。

＊平成 24 － 25 年度文部科学省大学改革推進委託事業「大学におけるＩＲ（インスティチューショナル・リサー

チ）の現状と在り方に関する調査研究」報告書　2014 年 3 月東京大学）

ＪＣＩＲＰについて

それでは、次に、データから見えるということで、JCIRP という研究データからご紹介させていた

だきたいと思います。冒頭で私はアメリカ時代の経験で、大変著名なこの分野の第一人者でありますア

レクサンダー・アスティン先生が 1966 年から始めてきた学生調査のことをお話しさせていただきまし

た。当時は、アメリカのCIRP（Cooperative…Institutional…Research…Program）の日本版でJCIRP（Japanese…

Cooperative…Institutional…Research…Program）というような名称でございました。これは私どもが 2004

年から研究を始めまして、2014 年の初めをもって研究としての開発段階は終えて事業化を図り、2015

年から本格的に稼働し業務代行を R社

が行うことになっております。これを

機にジェイ・サープの名称は JCIRP か

ら JSAAP（Joint…Student…Achievement…

Assessing…Project）に移行して、データ

を測定しながら学生の成長に役立たせて

いきます。

ＪＣＩＲＰ研究のこれまでの目的と特徴

ここで、これまでの目的をお話しさせ

ていただきますと、学生の成長を測定す



14

る学生調査の意味とか、学生の成長を支える高等教育機関の効果の測定を開発したということになりま

す。研究の特徴はアメリカと比べられることですね。これはいわゆる理論的な背景に I-E-O（既得 - 環

境 - 成果）モデル（＊＊）に依拠しながら、大学生への教育効果、成果について検討するということで、

日本でいかに大学の影響、カレッジインパクトというものが学生にとって意味を持たせるか、というよ

うなことになります。

＊＊ I-E-Oとは、Input-Environment-Outcomeの略。

ＪＣＩＲＰデータの説明

今日、これは 2012 年までを入れるのですが、三つの種類から成り立っています。一つは上級生調査

で JCSS です。JFS は新入生です。入学してすぐの学生に６月ぐらいに実施するもので、JCSS は、年

間でもできるのですが、基本的に 10 月頃に行っていました。JJCSS は短期大学生調査でありまして、

2013 年度末で大体 820 短期大学、参加者数は約 14 万人でありますので、十分に「ベンチマーキング（競

合する相手校（ピア校）との比較分析）」ができるサイズになってきていますので、経年で見ることが

できるようなデータになっています。

継続調査からの知見

最初に継続調査から言えることを申し上げておきますと、学生の成果測定として直接評価がありま

す。これはテストというものがありますが、そういうものに加えて、学習行動や認知的、情緒的成長過

程測定としての間接評価の効果と、評価間の関係性というものは見ることができました。日米における

共通項と日本の学生の特徴も把握できたと思います。

これは、多分これから国士舘大学が中退問題に対処していく時に、大事になると思うんです。自己

評価が日本の学生は全般的に非常に低いです。この低さというのが、いわゆるセルフエスティーム（自

己肯定観・自尊感情）が高くないためになかなか自分を肯定的に見られないという原因も実は中退に関

係してまいります。

だから、アメリカでもこのＩＲは教学という側面から、中退率を減少させるためのＩＲということ

ももちろん熱心にしています。その結果どういうことをしているかと言いますと、後で中退率のところ

で出ますけれども、個々の学生のアドバイジングを行うことも一つですが、もう一つはセルフエスティー

ムを上げるための教育プログラム作りを挙げています。これは、やはりリーダーシップ訓練とか、自己

を決して否定的に見ないような、そういう意味で言うと割に心理学の先生たちがこういうプログラムに

係わるのですが、そういうマイノリティ学生などにいかにセルフエスティームを高くするかというよう

なことはああいう国では盛んですから、そういうことにも関連するんですね。

全般的に日本の学生の自己評価が低かったりしますが、自己評価が低いのは日本の学生の特徴でも

あります。これだけではなくて、もう一つの特徴というのはやはり嘆かわしいところであります、学習

行動がやはり不十分です。本当に学習時間が短いです。授業外での学習時間が短いということですね。

それで、そういうものを見ながら教育プログラムの点検の道具としてできるということも分かってまい

りました。

それから最後は、項目間の整理から、標準調査作成の基盤を作ったということになります。これは

結構大事であります。つまり、国士舘大学でもどこの大学でも、いろんな調査をされていると思います。

調査が多くなりすぎてということがしばしば学生からは言われることなのですが、その調査というのは
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結構その時その時の関心のある問題で作られたりするんですけれども、基本的にはやはり標準的な、ど

こに行っても通用するデータを、いわゆる理論ですね。理論から構築されていて、それがデータとして

使えるような標準調査があれば、それと比べることが可能になるんです。そういうものになりたいと思っ

てきたので、それを作るためにいろいろ研究してきたということもございました。

継続調査での安定的な傾向

例えばこれをご覧ください。継続調査でも安定的な傾向。これは、学生の価値の部分がここにあり

ます。そうしてみますと、どちらも自分の評価に関係した側面が現われているのですが、2009 年度の

新入生と 2008 年度の新入生で、これは全国調査ですから母集団は基本的には違う人達です。それでも

あまり変わりはないですね。これから分かることは、学生の自己評価や価値観など、情緒性に関連した

項目というのは母集団が異なってもそれほど変化がない。ですから、短期的には安定した項目であるた

めに、継続的に注視しながら、例えば５年単位で学生の変化を見るとか、○○ジェネレーションとかい

ろんな言葉がございます。そういうジェネレーションの節目に合わせて見ていくと、学生の変化という

のが長期的な目から見えるというような使い方であります。

浮かび上がってくる現代学生の共通像

もう一つは、この浮かび上がってくる現代学生の共通像ですね。１週間の勉強や宿題の時間は授業外

です。これも月火水木金と５日間です。５日間で見たときに、2008 年、2009 年を見ても、０時間とい

う学生がいて、2008 年よりも 2009 年のほうがまったく勉強しない学生の比率が増えています。右側は

読書時間です。読書時間も全般的に０時間がものすごく多いのにお気づきだと思いますけれども、2009

年の学生のほうが読書をしない学生の比率が若干増えています。ただ、これも読書については、私ども

のデータでも読書をする学生はやはり学習行動とか学習の成績との相関関係は結構あるのですが、必ず

しもこれだけではないことも申し添えておきます。

つまり、世代間の違いですね。やはり ITというものが今の学生にとっては大きな意味を持ちますの

で、IT技術であるとか ITを使ったものがどんどんどんどん比率が上がってきたりしております。一方

で、少ない学習時間、読書をしない学生が現代的学生の共通像というのをこういうところから把握する

ことができます。

ITに関しては後で申し上げますけれども、今度の JCIRP の中では、中退問題にも関係してきますが、

いわゆるネット依存型学生が増えてきています。ネット依存で、例えば、ゲームを対戦ゲームで行って

いたりして朝起きれないという学生もだんだん増えてきています。そういう学生を早くから把握するた

めにも、新たな調査項目を入れたりして予備軍を見るとか、あるいは、いろいろ話題になりますけれど

も、学食での一人席があげられます。つまり、友人関係ができてないために一人席を作ってくれという

要望などがあると聞いております。人間関係をうまく結べないというようなことで、やはり「中退予備

軍」になっていく場合がございます。そのためにも項目の見直しなども私どもは行っております。

ラーニングアウトカムの自己評価（日米比較）

これは、アメリカと日本の学生を比べた学習成果の自己評価です。こちらを見ていただければ分か

りますが、一番上のほうのブルーのラインは、アメリカの 2005 年の３年生のデータです。赤が日本の

2005 年の上級生。2007 年の上級生がグリーン。2010 年が、これは紫色の学生です。一般的な教養から
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始まって、分析や問題解決能力、専門分野や学科の知識、批判的に考える力とか、異文化の人々に関す

る知識、リーダーシップの力とか、そういうものを入れていきながら見ております。

これでいきますと継続的データは、非常によく似たラインを日本の学生は示しています。もちろん

アメリカとも似ていますよね。例えば専門分野や学科の知識というのは日本もアメリカも最も高いとこ

ろを占めます。ただし、この後でもう１枚のデータをお見せいたしますのですけれども、大きく増えた、

グレートリーインクリーズというところに項目に丸を付けている学生だけをここは見せております。そ

ういうところでいくと、サンプル大学は異なりますが、一般化ができる全体の日本の大学の学生の学習

評価に関する自己評価かなというところであります。先ほど申し上げたように、価値とかそういうとこ

ろだけではなくて、学習成果に関しても客観的に見て自己評価は日本の学生が低い傾向があります。高

い傾向があるのはアメリカの学生で、一体どれくらいが適正水準かというのがなぞでもあり、これはき

ちっと測定できるようにしていかなければならないと思っています。

「大きく増えた」と「増えた」の合計比率

次に、少し見方を変えます。これは、日本だけを取り出してみて、「大きく増えた」と「増えた」の

合計比率にすると、データはまったく違ってきます。先ほどのはもっと低かったです。20％行くか、行

かないか。「大きく増えた」値だけでなくて、「増えた」値を加えると日本でも結構学習成果があること

が分かります。特に、この黄緑（↓で示す最高値の折れ線グラフ）の 2010 年に注目してください。例

えば「分析や問題解決能力」が 2005 年の学生が 60.7%であったのに対して、2010 年は 68.4%が増加し

ているほうにマークしています。それから「リーダーシップの能力」。これも 26.3%から 38.2%に上昇し

ていますし、「人間関係を構築する力」というものが、55％程度から 64％まで上がっている。「異文化

の人々と協力する力」も 22.2％から 29.9％へ上昇、「地域社会が直面する問題に対しての理解」という

ものも 30.4％から 41.1%、「プレゼンテーションのスキル」のところも 44％程度から 55％程度まで上昇

しています。

これは何を意味しているかということを考えていかねばならないんですが、単純なこのグラフから

言えることは、データサンプルは違いますけれども、2005 年は、実は「威信度」の高い大学だけの学

生が参加しておりました。そこで、2010 年はもっと一般的な大学も参加しているのですけれども、や

はりこの間に日本の大学は、中教審などでジェネリックスキルだの何だの言われている分野や部門を伸

ばすように努力はしてきているということが読み取れます。ですから、やはりアメリカの学生は「増え

た」にも、グレートリーインクリーズという「大きく増えた」にマークをしますが、日本の学生は消極

的でそこまではマークしません。むしろ「増えた」という程度に若干マークをするというような傾向が

あります。これを中国の学生に行いますとまた面白い結果が出ます。中国の学生もグレートリーインク

リーズにマークをする学生が多いですね。非常に自信をお持ちのような感じもします。自信を持ってい

るのか、あるいは大学教育に肯定的なのかちょっとわかりませんし、また、社会的にそういうマークを

することで批判的に書けないということがあったりするのかもしれませんけれども、非常にお国柄がい

ろいろ出てくるところであります。

継続データからの示唆

まとめとして、繰り返しになりますが、「全般的に少ない学修時間」。１学期に履修する授業数がも

のすごく多いです。これは、「単位の実質化」とか、「授業外の学習時間」、中教審などのいろんな単位
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の根拠にするとまったく合わないことに

なってしまうということがありますね。

ゆっくりだけれど上がっているというこ

となんですけれど、何が上昇させている

要因なのかという時に、教育方法など各

大学で多くの先生たちが努力をして、Ｆ

Ｄの効果なのか、ＦＤを通じて取り組ん

でいるアクティブラーニングなどが影響

を及ぼしているのかという仮説が浮かん

でくるわけです。

分野別の特性に関する研究課題

そこで、もう少しその辺りを詳細に見ていきます。

今度は、データから見えてくることの一つに、分野別の特性というのがございます。これは、学習

時間を見たときに、やはり理工系の学生の授業外での学習時間は結構あるんですけれども、やはり、文

系、社会科学系は学習時間が短い傾向がございます。これは分野別の特性なのか、それともやはり何か

社会科学系、私などの大学なんかで言いますと、私学ですからどうしても社会科学系は大規模定員であ

ります。ですからどうしても経営には非常に貢献していただくために大規模な教室で運営していたりす

るんですけれど、大規模教室で学習するということは、やはり効果とか、学習時間に繋がっていない可

能性があります。そういう構造的な問題というのが実は社会科学系には見られるのかもしれないという

ことも考えねばなりません。

そこで、分野別の特性で見ていきたいと思うんです。これは先行研究の紹介ですのであまり詳しく

申しあげられませんけれども、やはり能力向上にはどんなことが有効かという先行研究は結構ございま

す。

先行研究の検討と問題の設定①

そうして見ますと、能動的学習および授業外学習時間の影響というのがあるのですが、その時に授

業の特性が関係＝課題型の学習や参加型の授業はやはり効果があるということが先行研究でしばしば提

示されています。それから、授業や授業外を問わずバランスの良い学習や活動を行う学生は、知識や技

能をより獲得しているということも先行研究で言われています。しかし、やはりまだまだ専門分野によっ

て授業形態とか授業法の影響があったり、大学生活の過ごし方がどう違うかといったサインなどがあま

り検証されていない。そこをちょっと見てみたいというのが次からのデータになります。

先行研究の検討と問題の設定②

例えば、大学入学後の学生がどのような領域の能力を向上させたか、能力向上にどのような要

因が影響を与えているかを明らかにする、人文系、社会科学系、理工農生物系（STEM：Science、

Technology、Engineering、Mathematics）それから医療分野という四つに分けて、教育要因、取組要

因や活動要因がどのように学生の成果に関係しているかという問いを立てて見ていきたいと思います。
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本研究でのエンゲージメントの定義

この場合、学生の活動をエンゲージメントと言っておりますけれども、教育機関内だけに関係して、

そこでの正課内、つまり授業内での学習とか、授業外での関わりというものをエンゲージメントと定義

して見ていきたいと思います。

使用するデータ（大学生調査）

これは 2010 年の JCSS であります。人文系、社会系、理工農生物系、医療系で 7,700 名程度のデータ

を使ってみようと思います。学年は上級生ですので２年生と３年生から成り立っているデータです。国

公立、私立はこのような配分になっていて、大体、学校基本調査のデータの比率と同じようなものです

から、データとしても使えるものだろうということであります。

分析枠組み

　これが分析の枠組みです。もし、教学ＩＲを進めていかれる場合に、やはり枠組みを立てて検証して

いくというのが一番大事だと思いますので、参考にしていただければと思います。

本来は、この左側に、これは私の本の中にも提示しておりますけれども、高校時代までのインプッ

ト部分が入っています。しかし今回は、大学だけに絞って、大学での環境と成果というところに焦点

を絞ろうと思います。例えば個別大学という環境があって、その中に専門分野という環境がございま

す。そこで、学習の量や学習の質に何が関係を、影響を与えているかというと、教員との関わりであっ

たり、教員の励ましであったり、それからカリキュラムの内容であったり、教育方法（ペダゴジー：

pedagogy）であったり、それらが影響を与えます。あるいは、学友や友人や先輩、後輩、メンターな

どが影響を与えます。それらが包括的に情緒や認知面における成果に繋がるということであります。認

知面というと学習とはっきりしてわかりやすいんですが、情緒というと自己のセルフエスティームで

あったり、自己の価値であったり自己のしっかりとしたアイデンティティといったようなところにも関

係してまいります。

１週間の授業外学習時間

これは、その４分野における授業外での１週間の学習時間であります。やはり、１時間未満という

非常に少ない学習時間は、社会科学系と人文系に多く見られます。一方で、16 時間以上授業外で学習

する学生たちは、医療系、理工農生物系のほうが全般的に学習時間が長いことがこのデータからも見え

てくるかと思います。

１週間の授業出席時間

今度はこの授業の出席時間です。やはりこれも授業が多いというのは医療系であって、その次に理

工農生物系であります。ここでいう医療系とは、医学部というよりはどちらかと言うと看護や理学療法

を指します。カリキュラムが硬直的に縛られていて、逆に医療系の先生方のお悩みというのは、いわゆ

る共通教育のジェネリックな部分をなんとか授業に入れてみたいというようなことをおっしゃいます。

これは逆の意味で言うと授業時間が多いというのがそういうところに現れてまいります。人文系、社会

科学系の学生たちはやはりそういう意味では余裕がある。これがいいのか、悪いのかというのはなんと

も言えないところです。
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従属変数：能力や知識の向上

ここで、先ほどお見せしたアメリカとも比べた日本の５年、７年、10 年という能力の部分ですね。

最も高いのは、やはり大学教育と直結している分野です。専門分野や学科の知識、一般的な教養、分析

や問題解決能力といった教育プログラムそのものに関係したところが高いです。比較的高いところは、

人間関係、他者との関わりの部分で人間関係を構築する力であったり、コミュニケーションであったり、

他の人と協力して物事を遂行する力というところです。最も低いのは、外国語と数理的能力です。これ

はまさに受験である部分もあって。日本の場合の数理的能力は、人文系と理系とに分かれています。こ

れは、日本に限った大きな問題です。中国の留学生の話しでは、人文、社会、理工系を問わず、必ず大

学の１年生で数学というものをしなければならないようです。数学の内容までは聞いておりませんが、

アメリカでも数学は、大学１年生は基本的に必修科目になっています。

現代的な教養を考えた時に、我々の生活に数学というよりは数字を読み取ることなしには生きてい

けないはずです。例えば、教学ＩＲも政府が発表する数字もその裏にあるものを読み取ることにもなり

ますし、基本的には統計の数字を読む力は必要なんですね。そういうところを育成しないままになって

います。高校の時に人文系の学生の場合は、理系、文系に分けてしまって、最悪の場合、私のところの、

ある学生は国際系の高校１年生の時に数Ⅰでやめてしまって、それ以降まったくさわってないと言って

いました。そういうものがここにも表れてきています。また、外国語の能力の向上の自己評価の測定は

本当に難しいところですね。

一方で、比較的低い項目は、逆に理系の問題なんです。現代社会の課題、グローバルな問題の理解、

地域社会が直面する問題の理解、国民が直面する問題の理解といったところです。これを分野別に見る

とやはり、理系の学生は、グローバルな問題の理解や現代的課題というのは余り学ぶ機会がないし、関

心がないのかもしれませんが、余り伸びてないです。

これも理系に関する課題なんですが、意外に理系の卒業生が海外で仕事をすることが多いんですよ

ね。ですから、例えば高専と非常に密接な関係を持っている技術科学大学では、高専から編入してきた

人達も含めて、英語の語学教育の重視と現代的課題なんかも入れてらっしゃるんです。それはどうして

かというと開発国、アジアを中心としたところに早くから仕事に行ったりする場合が多いので、宗教の

問題も知っていなければいけないこともあったりするんです。ですから異文化の知識や語学も必要なん

です。

そういう意味で言うと、従来の理系、文系で分かれてきたことだけではなくて、今はインターディ

シプリンにしていかなければならないというのが、大学が直面している課題であると思います。そこは

この単純な項目から見えてくることを申し上げたのです。

分野別能力や知識の向上

そこで、これを四つの因子に分けてみました。因子分析した結果、人間関係力と認知的能力と現代

的課題対応力と基礎学力です。分野別能力や知識の向上といったものをこの四つの因子で見ると、人文

系、社会科学系、理工農生系、医療系で比較すると、人間関係力や認知的能力、現代的課題対応力が高

いのは人文系であるということがわかります。先に申し上げたように、現代的課題対応力は、医療の

STEMフィールドと、理工農生系と医療系に若干これが育っていないということが分かります。これ

はやはりカリキュラム上の問題というのが考えられます。
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教育要因

今度は、これを教育要因で見ていきたいと思います。専門分野別でアクティブラーニングがどれく

らい活用されているかといったところであります。アクティブラーニングの定義は、さまざまございま

すが、ここでは学生自身が文献や資料を調べる、学生が自分の考えや研究を発表する機会は人文系が多

くあります。実験などを通じて学生が体験的に学ぶとか、仕事に役立つ知識やスキルを学ぶといったと

ころはアクティブラーニングとしては医療系が比較的導入されていることが見えてまいります。

新入生と上級生の分野別満足度は？

今度は、新入生と上級生で分野別に満足度はどうあるのかというところがこちらのスライドです。

これは、上級学年のほうが下級学年より満足度は全般的に上がる傾向があって、医療系では一般や共通

教育に関する上級学年の満足度が低くなったりするということが見えてまいりました。こういうような

アクティブラーニングとか、新入生と上級生での満足度の違いがあるということが分かります。

大学生の諸能力を向上させる要因

これは、大学生の諸能力を向上させる要因で、認知的能力に何が影響を持つかというと、先ほど申

し上げたように、読書とか結構大事ですし、授業外で学習することも大事です。それから授業への出席

や授業への積極的なコミットメントというのが、認知的能力を涵養するのには大事で、アルバイトとか

部活動といったものはマイナス要因になることが、重回帰分析からは見えてきます。人文系の学生は、

STEM系の学生よりも、この認知的な力というものはあまり涵養していない。これは授業の特性とか

学習時間が外で短いとか、そういうことも関係するんだろうと思います。

同志社での活用事例

同志社でもこういうものを何に使っているかということを申し上げたいと思います。同志社でもこ

ういうＩＲに関係したキャンパスライフアンケート調査を 2004 年から行ってきています。学籍番号を

入れることで、１年次生から３年次生のパネル調査もできますし、それをもとに分析して、IRer（アイ

アラー）としての専門調査員が分析して、各学部に行って説明をしております。各学部内でこのデータ

もお渡しして、学部の中の教育改善にも使っていただくようにしているんですけれども、この場合は教

員がかなり負担になるということで、逆に頼まれてこちらで分析をして説明に行くということのほうが

多いです。

もう一つは、日本でも最大級のラーニング・コモンズを作りました。ラーニング・コモンズは、ま

さに授業外の学習時間と授業外でアクティブラーニングをするための施設です。こういうデータを生か

して作ったものでありまして、現在はラーニング・コモンズの効果というものが学生にどういう影響を

与えたかというのを分析して、さらにアクティブラーニングの充実と、授業外での学習時間の増加に繋

げていくように今、対策を練っている最中でございます。

Ａ大学の学生：大学間と大学ベンチマーキング　（注：【　】は巻末の基調講演資料の62頁～64頁参照）

これは、先ほどの使い方の例です。Ａ大学は 4学部からなる東日本にある国立大学です。Ａ大学が

JCIRP に 2004 年から毎年参加してくださっていて【分析の対象（JCSS2012）】、JFS と呼ばれる新入生
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調査【分析の対象（JFS2013）】にも毎年参加いただています。この大学ではこれをもとに何に使って

いるかということご紹介をしたいと思います。

学習成果

　学習成果を見ますと、この大学でも先ほどの全体と比べた時に、これは、【学習成果①（JCSS のみ全体）】

JCSS 全体ですね。2010 年のデータですけれども、全体で見るとこういうデータです。これをＡ大学と

国立大学というようにピックアップして比べたのがこちらの【学習成果②（JCSS のみベンチ）】データ

になります。そうすると、Ａ大学のほうは卒業後に就職するための準備であるとか、専門分野や学科の

知識といったものが比較的全体国立に比べても高くなっていることが分かりますし、これは、【学習成

果③（JCSS のみ A大学内比較）】自分の大学の中で、学部間で比較したものです。随分違いがあるこ

とが分かるかと思います。工学系の身についた力と社会科学系と教育学系の学生との身についたものが

違うことが見えてくるかと思います。

こちらは、【満足度②（JCSS2012 教育全体）】満足度、全体でありまして、こちらは、【満足度②（JCSS

教育ベンチ）】Ａ大学と国立大学。Ａ大学のほうの左を見ていただくと国立大学全般平均よりも高かっ

たり全国と比べても高いものがあるのですが、例えば、個人別の学習指導や援助とか、履修や成績に関

するアドバイスとか、一つの授業を履修する学生数、教員と話をする機会などの満足度は、低くなって

おります。この結果、これをもとにこの大学は何を改善したかというと、コモンズを作られて、そこに

教員の先生が学習指導も含めて順番でそこにおられて学生たちが来て指導をする体制に変えられたりし

ています。

満足度、これは、【満足度②（JFS 教育ベンチ）】新入生ですね。かなりＡ大学は国立である全国と比

べても、例えば、専門分野の授業とか語学の授業なんかは高くなっています。もう一つ、この大学が力

を入れて最近改革したのは、国立大学の中ではキメの細かい英語の学習、英語の授業だったんです。先

ほどのコモンズの中に英語のチューターなども置かれています。これは、【満足度②（JCSS 教育学部間

比較）】満足度をＡ大学の中で比べたベンチマーキングの例であります。こちらは、【満足度②（JFS 教

育学部比較）】新入生の満足度をＡ大学の中でベンチマーキングした例になります。こちらは、【アクティ

ブラーニング①（JCSS 全体）】アクティブラーニングの活用度ですね。これは、【アクティブラーニン

グ②（JCSS ベンチ）】JCSS 全体を出しておりますけれども、これはＡ大学と国立大学全体、あるいは

全国との平均です。かなりこれを見ても左のほうは先ほどのデータと同じで、自然科学の授業の中でア

クティブラーニングが使われている比率が高かったりする、全国と比べると高かったりすることが見え

てまいります。

このデータは【高３時アクティブラーニング①（JFS 全体）】、高校生の時も入れておりますので、高

校時代に経験した、つまり学習行動ですね。学習行動を新入生全体で見たのがこちらで、【高３時アクティ

ブラーニング②（JFS ベンチ）】Ａ大学の高校時代の経験であります。やはり東日本の国立大学という

ことでもあり、全般的におとなしい学生が多いために、高校時代も授業中に活発に質問したとか、主張

したというところは若干全国平均や国立全体としても低い傾向が見えます。だから、こういう学生をア

クティブにさせるにはどうするかというのが、この大学の大学後の課題であるということになるわけで

ございます。
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中退率改善のための教学ＩＲ

それでは、中退率改善のために教学ＩＲってどうするかということを見ていきたいと思います。

大学中退の日本の現状

これまで考えられてきたのにはいくつかの理由がございます。まず経済的理由です。私学の場合で

したら、学費が高くて払えない。不況の中でそれが厳しくなっているとはいえ、だんだん奨学金貸与も

含めて難しくなってきていることがあります。それから心理的要因、不適応です。これは、教学ＩＲの

範囲で、そういう学生の予備軍というものを把握することが可能な部分です。それから学力要因。基礎

学力の問題であったり、動機づけの欠如であったり、学習習慣の未修得。まさに学習習慣の未修得とい

うのは、高校時代の経験を間接評価で把握することで、これは大体分かるわけです。

中退問題の論点

中退者の多い大学は悪いのか。それとも厳格な成績評価の結果からなのかというのは、これはどう

なんでしょうかということです。非常に難しいところですね。

例えば、国士舘大学でも中退率問題というのを意識されているんですが、それが厳格に成績を評価

していることで中退者がいるとすれば、必ずしも悪い話ではありません。ですから、それはしっかりと

教育をしているということで、学生たちに、逆に言うと補習教育などをしっかりすることでできるかも

しれません。一方で、第一志望でなかったから、第四、第五だったから、最初から来るのが嫌だという

学生もいたりする場合もありますね。そういう場合はどうやってそういう学生を前向きにするかという

と、必ずしも学習だけではできないですね。人間関係を一緒に作り上げていくような、ファーストイヤー

セミナーみたいなものが、必要であったりということも見えたりします。

大学中退率の国際比較を見ると、OECDのデータの 2005 年を見ると、平均 31％という非常に高いも

のになっています。アメリカは 55％です。日本が 10％。ただし、アメリカの場合は、これは中退と言っ

ても他大学に編入、転入する場合が結構あります。例えば、コミュニティカレッジに成績が悪くてその

大学に残れなくてほかに移っていったりすることもあるし、逆に学生のほうからいろんなところに移っ

ていく。つまり、これは州によっても違うんですが、南部の州は、本当に自由競争になっていますので、

１学期ここの大学に入学して嫌だから別の大学に行くという学生は結構いたりするんですね。そういう

中退率もあります。

　アメリカには4,000以上の大学がありますが、中退問題の次に多いのが経済問題です。コミュニティ

カレッジの例では、成人学生が多いために中退していきます。こんな高いデータです。ただし、「威信度」

が高い大学の中退率は低いです。アメリカの場合は 55％あります。OECDの平均 31％も高いんですが、

これはやはり成人学生が多いということも、この中退率の高さに関係しています。成人学生、つまり社

会人であったり、年齢層の高い人たちは、働かなければいけないとかそういう人たちも多いですから。

日本における中退問題の構造

OECD 平均から見ると低い。それは日本の大学教育が機能しているから中退率が低いのか。あるい

は進級や卒業における質保証が機能していないために中退率が低いのか。中退の危機を防止するための

メカニズムが整備されているから中退率が低いのか。中退の持つイメージが悪いため、中退しないのか。

いろんなことが考えられます。もう一つは、中退者を転入学していくような社会的な仕組みがないから
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ですね。アメリカの場合は先に申したように、２年制コミュニティカレッジから４年制へ編入するシス

テムもあるし、逆に４年生大学でついていけないので２年制に戻るという転入学者の受け入れシステム

があります。日本にはそういう制度がないために、どうしても自大学の中で中退しないように大学側も

学生側も、お互いに努力していく必要があります。いずれにしてもブラックボックスになっております。

大学内外で分析をするシステムが機能していないというのが日本の現状だろうと思います。

中退問題を防ぐためのシステム

それでは、中退問題を防ぐためのシステムって一体何かというと、やはり基本は教育の質保証シス

テムを充実していくことだろうと考えられます。教学ＩＲシステムを構築することで、改善に生かすた

めのデータ分析ができます。まさに高校時代の学習行動であったり生活行動というものと、現在とクロ

スして見ることで、大体学習習慣が身についていない学生がどうだったかということは分かると思いま

すし、あるいは志望動機、動機づけが欠如しているといった時に、「志望度」が低かったりということ

も見えてまいります。そういうところをもとにして、学修支援、チューターであったり、学習支援のア

ドバイジングシステム等の学習支援制度を充実したり、あるいは、鍵になるのは初年次教育ですね。そ

ういう少人数性の初年次教育を充実したり、それから、アカデミック・アドバイジング。教員が担当す

るグループ学生というのですかね、担当を決めて、アドバイジング機能をしっかりとしていくというこ

ともあるでしょうし、学生支援、奨学金などの充実なども経済的な負担の多い学生には考えていくとい

うこともシステムの一つになります。

中退率改善のための教学ＩＲとは

中退率改善のための教学ＩＲとは一体どういうことかというと、大学にとっての課題解決能力の強

化としてＩＲを使うということであります。今日ＩＲは非常に幅の広いものであると申し上げました。

しかし、いま私がお話ししているのはどちらかと言うと、教学に関してのＩＲです。特化した形で教学

に関してＩＲ用として使う。そのためにデータを活用するということでありますから、言い換えれば、

そういう人が大学の中にいると関連付けて分析する、まあ専門職になるのかもしれませんし、専門的な

教員かもしれません。もう一つは、仮説検証としてＩＲを使う。国士舘大学のほうで中退率が昨今特別

増えているとすれば、増えているのか増えていないのか私は分かりませんが、問題になっているとして、

一体そこの何がという仮説を立ててみる。仮説を検証するためにデータを使うというようなことです。

次に、問題発見、問題解決のためのス

ピードです。精度の向上としてのＩＲ。

精度の向上としてのＩＲは、やはり理論

とかそういうものをしっかりと知った上

で学生の成長であるとか、学生の動機づ

けの欠如の背景にあるものは、といった

ようなところですね。そういったところ

を知った上で、教学ＩＲを進めると問題

発見や問題解決のためのスピードが上が

る。それで具体的な支援へと繋げていく

ことが可能だということになります。
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例えば、学内のコミュニケーションシステムの再構築であったり、クラス制の導入であったり、学

生カウンセリングの充実であったり、あるいはアカデミック・サポートシステムの導入が考えられます。

上級生がブラザー＆シスターになって下級生にアドバイスをするといったようなシステム。あるいは、

学生メンターですね。上級生が下級生にメンタリングするといったようなこともあるんですが、そうい

うサポートシステムを導入するということも一つの具体的な支援になるかと思います。

修学支援に向けての教学ＩＲ

過去の退学状況の分析から、退学リスクの高い学生群の抽出ということもできるかと思います。そ

ういうデータは多分あると思いますので、退学していった学生たちの共通性みたいなものを見つけ出す

ことです。多分退学リスクの高い学生群というのは、次の年、あるいは何年間の中で同じような学生た

ちはやはりいるので、そういうハイリスク学生を見つけ出すわけですね。

先ほど申し上げた高校時代の学習行動や生活行動を把握する。具体的な退学の時期の分析。これも

結構あると思います。うちの大学では、やはり理工系に退学者が多いそうなんですね。その多い人たち

の退学する時期は３月です。喜び勇んで退学届を出しに来ます。どうしてかと申しますと、いやいや第

○志望で同志社大学には来たけれど、お隣の大学に再受験して受かったという理由で喜んで退学届を出

しにくる人たちが多い３月や、大学を離れていて人間関係が疎遠になっている夏休み過ぎの時期に分析

すれば、学部別の退学傾向、理由、割合が具体的に分かると思います。

教学ＩＲの活用可能性

教学マネジメントの支援の仕組みになります。それから相互評価による教育の内部質保証として　

も使える。この場合は、ベンチマーキング、Ａ大学の例のように全体と、あるいは国立大学と自大学と

いうようなベンチマーキングの例もお見せしましたし、一方でＡ大学内でのベンチマーキング、学部間

のベンチマーキングも行ったりいたしました。例えば、国士舘大学の場合でしたら、今日お聞きすると

三つのキャンパスがあると聞いております。そうするとキャンパス間でのベンチマーキングも一つ要素

としてはあり得る話ですね。そういうことにもできるということであります。

それから何に使うかというと、もう一つは、「機関評価」とか、「認証評価」への活用ができます。

今までの認証評価は学習成果志向ではなかったので、単に満足度調査をしてそれを出すといいと言われ

ておりましたけれども、「第２サイクルではもっとエビデンスデータを出せとか、他と比べてどうか」

というところがありますので、こういう自大学だけではなくて標準調査で全体の参加大学と自分のとこ

ろといったような形で出すと、認証評価としては受け入れられやすいし、活用できるというようなこと

があるかと思います。

どうも、長い時間ご静聴ありがとうございました。（拍手）

司会　山田先生、どうもありがとうございました。ここから、15 分間、フロアから質問を受けていき

たいと思います。

　ご質問ある方、挙手でお願いいたします。

岸本　大学がいろんな調査をしてあと、そのデータに基づいていろんな策をとる。まず、仮説を立てて

方針を決めるというお話しでした。「ＩＲの基本」になると思うのですが、データを採っていく調査の

方法として、例えばどういう方法があるのか、具体的なものがあったら教えていただきたい。採り方に



25

よっては反発を招くことも懸念されますので。うまくデータを集めさえすれば、次のＩＲに行けると思

うものですから。

山田　私どもの大学の場合は、「キャンパスライフアンケート調査」というのを３月に、１年生の修了

時と３年生の修了時に大学として行なっております。これは、私のいる学習支援教育開発センターの中

のＦＤ支援部会というところが、全学のＦＤを担う部門なのですが、ここで承認していただいています。

ＦＤ委員は全学から選出されておりますので、質問項目もお見せして、当然そこでご意見もいただきな

がら毎年見直ししながら行っています。全学のポリシーのもとで行っているので、あまり問題はなくで

きてきました。

ただし、際限なくご希望ありますよね。もうこんな項目は要らないだろう、こんな項目入れてほし

いとかおっしゃるわけです。その時には、こういうお答えをさせていただいています。やはり仮説とか

立てながらするためにはある程度、理論構築があったり、信頼できる項目でなければいけません。私ど

もはそれをずっと開発してまいりましたので、質問項目などは毎年データを見て分析しますので、要ら

ない項目も出てまいります。そういうのは削減したりして、学生に負担のないようにはしています。授

業外でしますので、インセンティブを付けるため、学生手帳と交換するようにしています。

今日ご紹介した JCIRP などは、全国の大学に募集をかけるんですが、そこで採り方はバラバラだと

思います。だから全学ベースで行っているポリシーのもとで行ってくださっているところもあれば、各

学部で関心のある方々が参加したりするのに、ちょっとそこは分からないです。だけど、基本的に分析

した全体集計をお返しして、それから個別大学のデータをお返しして、自分のところでも分析できるよ

うにしておりました。

やはりポイントは、「教育改善に生かす」ということで、ちょっと同志社の例に戻りますが、全ての

学部別、学部間の、今日Ａ大学のをお見せしましたけれど、あのようなのは出してないですが、全体の

ものは全部学生が見えるようにホームページにアップしています。ところで、学生が見て、最初のころ

は文句はたくさん言っておりました。こんな時間をかけて実施しても一体なんの改善になるんだ、とい

うような自由記述が多かったのですが、やはりその中で例えば、ある学部は初年次教育を充実するとか、

ある学部は留学制度をしっかりとアドバイスをしながらとかも入れていったりすると、学生が自分たち

もアクターの一人だという認識を持つようになってまいります。一つ大事なのは、日本の学生が他者依

存でさせられているということなんですね。そこをいかに自分たちもステークホルダーの一人だという

ように認識をさせることが必要なので、やはり積極的に学生にデータを公開してあげることも大事だろ

うと思います。

岸本　その時に、やはりうちの大学と、他大学とある程度比べていきたいということになります。なか

には真似していきたいというふうに考えるわけですけど、今の、例えばアンケートの採り方として、長

年採ってらっしゃった大学ではこういうことが必須になっていて、核になるのはこういうことだから、

こういうのは大学間で共通にしませんかのような提案みたいなのがあれば、そういうのを入れていけば、

効率的に我々ができるというふうなことをお考えならば、何か教えていただきたいと思っています。

山田　今日は、私の話が広範囲になって、分かりにくいところがあるのですが、JCIRP データは、研究

から出発しているために、各大学がそのデータを使ってどのような改善に生かしたかまでは把握してい

ないのが現状です。

　Ａ大学は、長年参加してくださっていて、データを作って外の大学に説明に行った時に、うちはこう

いうように改善しましたというので、学内を案内してくれて、コモンズでの中退システムを教えてくだ
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さったんです。だからたまたま把握で

きたところになります。一般的にコン

ソーシアム活動が日本はまだできてい

ないのですが、今日は入れていなかっ

たんですが、私どもがずっとやってき

た「ＩＲコンソーシアム」はそういう

ところをやっていこうというところが

あります。つまり、お互いが共有して、

どういうように改善したかということ

をグッド・プラクティスとして共有し

ようというコミュニティを作るという

のが一つの目的です。

2012 年からコンソーシアムにしたのですが、40 数校の中で共通の仕様は先ほど言った学習成果に近

いものと英語なんですね。「英語の改善」をＫ大学とＲ大学がリーダーシップをとって、グッド・プラ

クティスをコミュニティで今やりつつあるところです。

もう一つは、ちょっと難しい話になってしまいますけれども、これで見たところ、最初は共通した

入門ベースの英語ってどんなものか。入試で通ってくる学生たちの背景はバラバラで、日本では難しい

なというのが現状です。つまり高校時代までの英語の受け方とか、英語の身の付け方が意外にバラバラ

です。大学によって初級、中級、上級という基準が違うんです。この辺りがやはりちょっと今ネックに

なっているところです。例えば、Ｋ大学とＲ大学で一緒とは言えないですよね。その辺りをどうするか

という調整の段階に入っているところかもしれませんが、理系だったらひょっとすると共通指標はでき

るかもしれないというのを書いてます。

学長　一つ教えていただきたいんですけれども、アカデミックサポートのところのブラザー＆シスター

は制度として置いているのか、あるいは自発的にこれをやっているのか。その点をちょっと教えていた

だきたいと思います。

山田　それはいろいろあると思いますが、例えば、Ｏ女学院大学という女子大がございますが、ここは

制度として、ビッグシスターという制度を大学が作っています。ですから、上級生がシスターとして下

級生をサポートするというような制度を作っているところもありますし、Ｄ女子大もそういう制度を

作ったというようなことがありますね。あと、Ｒ大学なんかは、上級生とは限りませんけれども、学生

メンターという制度を持っていて、これも制度として機能させています。だから結構探せばそういう制

度を持っているところはあるのではないかと思います。

川島　興味深いお話をありがとうございました。「日本の学生は、セルフエスティームが低くてそれが

退学につながる要因なのではないか」というお話がありました。また、そこで「それを改善するための

教育プログラムがある」というようなお話をいただいたのですが、その点に関して実際にそれを行った

大学、あるいはその効果に関してお話しいただければ幸いです。

山田　セルフエスティームが低い学生をどうするかというのは、いろんな大学が、必ずしもセルフエス

ティームを測ってしているわけではございませんけれども、例えば、大阪にありますミッション系の大

学で、Ｐ学院大学というところがあるんですね。ここなんかは、いわゆる「サービスラーニング」をプ

ログラムとして取り入れていて、地域のコミュニティで、特に初等教育、そこは子供教育学科みたいな
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ところがあるんですけれども、地域の初等教育の小学校ですか、発達障害とかの子供たちがいるところ

に学生が行ってサポートするというようなプログラムを作っています。そこの大学も実は発達障害の学

生が結構多いところもあったりして、そういう活動を通して「自分が他者に必要とされている」とか、「他

者に貢献している」とか、そういう意識を持たせるということで、基本的にはやはりフィールドワーク

みたいな、フィールドワークと言いますか「サービスラーニングというのが効果的である」ということ

はよく言われています。

司会　これで第１部の基調講演を終わらせていただきます。それでは、山田先生にもう一度盛大な拍手

をお願いいたします。（拍手）

　第２部では、法学部から福永学部長に「法学部のＩＲの現状」、経営学部から白銀学部長に「経営学

部の現状」、政経学部については学部長が不在のため、石山教務主任に「政経学部の現状」、それから、

ＦＤ委員の川島先生に「教学ＩＲによる中退予防の可能性」についての状況をお話しいただいたあと、

ディスカッションを考えております。





29

第 2 部

ワーク

「大学教育の質保証システムの整備（教学 IR の取り組み）
～中退問題を視野に～」

―国士舘の取り組み―

国士舘とＩＲ　　　　　　ＦＤ委員会副委員長・ＦＤｅｒ　加藤　直隆

法学部の取り組み　　　　　　　　　　　　　　　学部長　福永　清貴

経営学部の取り組み　　　　　　　　　　　　　　学部長　白銀　良三

政経学部の取り組み　　　　　　　　　　　　　教務主任　石山　健一

教学ＩＲによる中退予防の可能性　　　　　　　ＦＤ委員　川島　耕司

講評　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　山田　礼子　氏
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◆国士舘とＩＲ
加藤　「国士舘とＩＲ」ということで、話題提供というようなスタイル

で進めていきたいと思います。今日は、「ＩＲ（Institutional…Research）

とは？」、「ＩＲと現状（各部署が抱えるデータ）」「担当部署の担い手」、「処

理するデータ」、「何をどうするのか」、「データの評価←ベンチマーク」、

そして「国士舘への愛」についてお話しします。

今日のご講演の中で、ＩＲという部分について定義があったと思い

ますが、「情報・データを確認して、大学の意思決定、政策選択、様々

な教育評価にどのように役立てていくのか」というところに核心があり、

こうした取組は、政策・制度研究等の分野で、今日非常に盛んに追究さ

れていますが、「エビデンス・ベースド・リサーチ」という研究手法と同様な取組です。

ところで、「教育の成果」というものを、これまで我々教員はどのようにして捉えていたのかというと、

学生の「目の輝きが違う」、「このごろ意気込みが違う」、「挨拶の声が違う」、「いろいろ問題に対してテ

キパキと答えるようになってきた」、「自信にみなぎっている」とか「成績が抜群だ」というようなとこ

ろを経験的に確信していたのだと思います。そういった経験 =暗黙知を数値化して、様々な指標とい

うものと絡めて、「ベンチマーキングして考えて行こう」という作業、即ちデータによる追跡と検証で

政策立案・教育評価の向上を図ることだと思うのです。

国士舘大学におけるＩＲ

具体的に現状から考えると、国士舘大学の様々な部署がデータを保有しております。「多様なデータ

群（大学運営 IR ＋教育 IR ＋研究 IR）というものが存在」しているが、そのデータは「学内に散在」

しているというところに問題点があるのだと思います。というのは、「データの継続性、安定性という

ものを誰が保証するのか」ということだと思います。後ほど法学部から発表があると思いますが、具体

的には、例えば、法学部では、学部長はここ最近は２期４年周期で交代しております。そうしますと、

その４年周期で、担当者が変わっていくという部分で、ロー（Raw：生の）データをしっかりコントロー

ルできる、いわばコントロールタワーあるいはデータウェアハウスというのでしょうか、そのような「専

門部署」というものの確立が必要という強い要請が出てきます。それを受けて、本学も事務組織改革と

いう事務部署の改革の中で、学長室の下にＩＲ係というようなものを設置して、そこでデータを処理し

ていく構想を持っているようです。そこでは、「『経年変化』、『全体的な統合評価』、『政策立案の部署』

について、だれが実行していくのか？」というまさしく「教学マネジメント」ということが問題になる

わけです。そして、その大量のデータ群は「教育ＩＲ」、「研究ＩＲ」、大学「運営ＩＲ」という大きく

分けて三つの構造を持っているのではないでしょうか。

何をどうする？

次に問題となってくるのはデータの評価ということだと思います。次に、「何をどうするか」という

ことですが、「学部単位で持っているものを全学規模へ」、「各学部のベースラインデータ、生のデータ

を蓄積し、継承し、分析する」作業を担うのは誰か、どこがどう処理するのか。「専門の担当者、担当

部署みたいなものも必要になってくるのか」ということであります。法学部の発表であるかと思います

が、具体的にデータを集めてきたものをどのように分析するのかと言いますと、先ほどのお話にもあっ

たように、データが出てきて、学生がこういう成績をとったのをどのように理解するのかという問題な
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のでしょう。例えば、我々がやっている学部間比較で、法学部の学生は経営学部の学生と比べて「どん

なところが強いのかな、弱いのかな」、というような、組織を「強み（Strength）」「弱み（Weakness）」

［機会（Opportunity）」「脅威（Threat）」の４つの軸から評価する「SWOT分析」、「学部間でベンチマー

クを採り学部間の問題点を捉える」というのもありました。

山田先生のお話で「なるほど」と思ったのですが、「国士舘は３キャンパスあるのだからキャン

パス間でも（ベンチマーク）採れますよね」というお話をいただきました。しかしながら、我々

が議論していく上で、国士舘大学との競合校は、どうなのかなって、という部分も重要です。…

　例えば、「日東駒専（日本大、東洋大、駒澤大、専修大）」と「大東亜帝国（大東文化大、亜細亜大、

帝京大、国士舘大）」といった大学間について具体的な種々のデータのベンチマークもリサーチする必

要があります。

しかし、いつもベンチマークというのを提供して分析をしてくれるのは、S社とか…B 社とか、すべ

て業者です。国士舘大学でいえば、理工学部、法学部、政経学部、経営学部などは、すべてＢ社の初年

次の学生調査（アセスメント）を受けており、彼らが提示する学生の様々な学修成果の評価を見てみま

すと、先ほど山田先生が中退問題に対処する重要なファクターと言及されたセルフエスティーム（自己

評価肯定感）についても見えてきます。

こうしたIRにとって重要なベンチマーキングの作業一つとってみても、「大学間の連携というような、

複数大学間の機関比較を通じてデータによる追跡と検証で教育課程の充実と結び付けていく質保証の枠

組みの整備が急務」となっていることを痛感しています。

データとＩＲを紡ぐもの

それにもう一つ付け加えたいのが、このスライドです。「データとＩＲを紡ぐもの、国士舘への愛」

の「愛」は、山田礼子先生の別の研修会で、フロアから「データをどのように分析するのか」との問いに、

「この作業が大学への愛が問われるところだ」、という発言があったのです。「これ、いただき！」と思っ

て、今日早速「大学への愛」という表現で「愛！」いう言葉を使わせていただきました。

2014 年６月 16 日付けの日本経済新聞に、国士舘大学の活字が躍った「人事が選ぶ大学ランキング」

という教育特集記事がありました。このスライド写真は、法学部のある教員の研究室ドアに貼ってあ

る、その時の記事です。この研究室の先生はきっとこの記事が嬉しかったんだと、思います。ご自分の

今までやってこられた教育は間違っていなかったんだという強い誇りのようなものが伝わってきます。…

　記事を引用しますと「行動派の項目では、体育会系のイメージが強い私立大学が上位に並んだ。トッ

プは国士舘大学で学生の熱意やリーダーシップの強さが高く評価された。その行動力はビジネスの即戦

力としての評価にも繋がっていく。ストレス耐性にも長けており、粘り強く努力できる人物を求める小

売業界などの企業の高評価につながった」という内容です。私は、これって「ナラティブ（物語）」と

いうのでしょうか。今日のオープニングで「国士舘大学と吉田松陰先生」、「その学舎の中での教育」と

結びつけたわけですけれども、そういう文化に秘めているものがどう教育に反映されていくのか。私立

大学は「建学の精神」に依って立つところ大ですけれども、データから、こういう文章を紡ぎだしてい

くようなところに、ＩＲの正統派的な分析ではないとしても、これも非常に大切なことであるという気

がしています。

１．大学の情報公開を取り巻く情勢

それから、「大学の情報公開を取り巻く情勢」ということについて、「ＩＲの情報公開はどうやって
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いくのか」という点をお話しします。私は「情報メディアセンター」というところの責任者をしており

ますので、「ＩＲのデータ処理」に係わる「認証評価」、「情報公開」については、「説明責任（アカウン

タビリティ）」を果たしていくという部分と、様々なデータの中から現実に「国士舘大学の学士力」を

可視化するためには、こういうデータ処理を「きちっ」とやっていかなければならない使命を帯びてい

ます。

学生の思いの可視化？

これはデータ処理の「画面イメージ」としてこんなものがあるだろうという一例です。「学生の思い

の可視化」という部分でどうやっていったらよいのか。先ほどの質問の冒頭にもあったと思いますけれ

ど、やはり「アンケートの文面作成」、それと「評価の部分でどのように議論していくのか」というよ

うなところが非常に、それぞれの IRer（アイアラー）というんでしょうか、ＩＲ担当者の問題意識が

問われる領域ではないのかなという具合に考えるところです。

ＩＲの現在

ＩＲの現在、「エビデンスに裏付けられた改革のポリシーを立てるという意味」で、大学が置かれて

いる状況、「少子化、定員割れ、学生の学力低下、就活問題」などの中で、「ＩＲについて要請が強く出

ている」というところだと思います。この第一ステージ、第二ステージというお話は、先ほどと同じです。

指標の模索　ベンチマークが鍵

基本的に、「ベンチマークがやはり鍵」なのではないのかと考えております。「教学ＩＲに特化した

活動にフォーカス」をすると「個別大学内での改善のための調査、分析」。「ベンチマーキングの複数機

関間の比較ということで、世の中の多くの大学の中でどのような位置づけに（国士舘は）あるのかとい

う部分の、全国調査との比較の中での自らの機関の相対的な位置づけというものが、やはり知りたい」

ということになってくるわけです。ですから、「大学間連携が必須だというところで、大学連携（ＩＲ

コンソーシアム）」に我々も加わっていって、データを参考にさせていただいて、分析ができるのか」

というところが、現実では具体的にはどうなのかということについては、後ほど山田先生にも伺いたい

と思います。

「ベンチマーキングのための複数機関の間の比較、教育課程の充実へ結び付けていくデータ分析。こ

れこそが質保証の枠組みなんだ」というところで、私の「国士舘大学におけるＩＲの問題状況」という

お話をさせていただきました。

司会　続いて、法学部から福永学部長、よろしくお願いします。

◆法学部におけるＩＲの取り組み　―学生調査を中心に―
福永　法学部から報告をさせていただきます。もう既に山田先生、そし

て加藤先生がマクロのお話をされましたので、法学部独自の、特にミク

ロの取り組みについてお話をさせていただきます。法学部では、これか

らお話しするような内容の調査を５年、６年前から始めております。学

部長に就任したのを機会に今までのデータを一度まとめて、分析を致し

ました。法学部では、それを今後の改革に生かしていこうという段階に

あります。
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そこで、まず法学部におけるＩＲとして、何を目的に今までやってきたかと申しますと、「国士舘大

学法学部の教育の成果をチェックしよう」ということです。当然もう先生方にはご承知のことかと思い

ますけれども、PDCAサイクルで PLAN、DOまで行っていまして、あと CHECK、ACTという段階

に来ております。すでにこれまでもチェックをしてきたのですけれども、それを過去の統計的なデータ

に基づいてきちんと経年で見ていこうというわけです。これからご紹介するものは４年、あるいは５年、

そして６年というタイムスパンでデータを一回全部洗い出しまして、きちんとグラフ化、あるいは評価

表にして、「可視化」したものです。それについて執行部あるいは諸先生方にご協力をいただいて、法

学部内で検討を始めている部分もありますし、これから始めていこうとするものもございます。

そこで、それを今後どうするのかといいますと、当然のことながら、「法学部の学生に対する教育に

どうやって生かしていくか」ということが大事な問題になってきます。もう既に各先生方個人のレベル

では行ってくださっているのですが、それを法学部全体で取り組もうということです。ここを今回はメ

インに考えていきたいと思います。つまり、全学的なことはまた大学全体で取り組まなければいけない

問題ですが、法学部でできることは何かを考え、法学部でやるべきことをまず自分たちで実践してその

成果を検証し、その情報を利用して実践的に学生教育に生かしていきたいと思っております。

入試区分別学生調査

私からは、三つの学生調査をご紹介いたします。

第１には、「入試区分別の学生調査」でございます。２番目には、大学生基礎力調査です。これは先

ほど加藤先生のほうからご紹介いただきましたように、B社のアセスメントを使っておりますので、ア

ウトソーシングを利用したものでございます。３番目は「法学検定試験」の団体受験という制度を利用

して法学部内で行った調査結果です。これについては教務主任にデータをまとめていただきましたので、

本日ご紹介したいと思います。

それではまず、入試区分別の学生調査について説明致します。これは、私どもだけでなく他学部の

先生方も同じ悩みをお持ちかと思いますが、本学ではAO入試もあれば、指定校入試もある。センター

方式もある。そして内部推薦や一般推薦も、そして社会人入試も行っており、多様な学生を受け入れて

おります。そうしますと、やはり入学時にそれぞれの基礎学力や意欲も異なり、そして山田先生のお話

にもありましたように、高校での学習習慣等も種々様々異なります。その辺りをまずしっかりと把握し

た上でないと適切な教育ができないのではないかということを、前々から感じておりました。それをき

ちんとデータ化し、可視化して、先生方にその情報を提供して、問題意識をまず共有化しよう。そして、

そこからどうすればいいかということをみんなで検討した上で実践に移していこうと考えております。

今回、一例をお見せしますが、各入試区分別に過去４年間にさかのぼり、退学、休学、留年、除籍

者数を追跡調査してみました。さらに、入試区分別で成績順位の平均値を出して、一覧を「グラフ化」

してみました。法学部では、１年から４年までゼミを必修化して少人数教育を実践しておりますので、

そのデータをクラス分けの時に使ってみたり、それに見合った教授方法も試してみたいというふうに考

えております。

大学生基礎力調査 - 調査結果の特徴 -

さらに、学生の基礎力調査につきましては、これは他学部でやっているものとおそらく同じかと思

いますが、基礎学力の調査とさらにアンケート調査を 29 項目やっております。今日は限られた時間の

範囲内でいくつか取り上げてみたいと思います。例えば、「法学部になぜ進むんですか？」「なぜ法学部
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を選んだのですか？」と新入生に尋ねると、まず第一番目に「社会で役立つ知識や技能を身につけたい」

という回答が多いですね。これを額面通りに受け取れば、入学時にかなり真面目に考えている学生が多

いということになります。

国士舘大学の法学部への入学理由

さらに、なぜ国士舘大学の法学部を選んだのかと尋ねますと、多くの学生が「学びたい学問分野が

ある」と答えています。法学部は法律学科と現代ビジネス法学科の２学科体制をとっておりますが、学

生は事前にある程度調べており、自分が関心のある分野を見つけているということがここから見てとれ

ます。そうすると、我々の方がそれに見合った教育内容をきちんと提供できているかどうかについて、

検証する必要があります。

法学部で力を入れていきたい活動

さらに法学部で力を入れていきたい活動は何かと聞くと、「専門的な勉強」だというんですね。これ

もまぁ１年生ですので非常に希望にも満ちておりますし、これから頑張るぞという意欲もあるでしょう

から、こういった回答が多いのかもしれません。それと同時に、「資格取得」の希望についても非常に

強い傾向が出てまいりました。これも我々が感じてはいたものの、過去５年のデータを見ますと、「専

門的な勉強をしたい、そして資格取得を目指したい」という回答がすべての年度の１位、２位を占めて

いるということが分かりました。そこで、それに見合った法学教育、法学部でのカリキュラムもそこに

適応させていかなければならないと考えているところです。

法学部の授業への期待

さらに法学部の授業への期待としては、「分かりやすさ」を一番に挙げています。１年生ですし、高

校を出たばかりの学生は、やはり法律に対して「非常に難しい」というイメージを持っておりますので、

授業に何を要求するかと尋ねれば「分かりやすさ」をということになるようです。このデータから、「専

門的な知識の豊富さ」もさることながら、圧倒的に「説明の分かりやすさ」を求めていることが分かり

ました。

法学部での大学生活、卒業後の進路への不安

「大学生活や卒業後の進路に対する不安」という項目を見ますと、大学生活では授業についていける

かどうかの不安が一番大きいようです。

各先生方がそれぞれ工夫はされているのですが、法律をいかに分かり易く説明し関心を持たせると

いうのは、非常に難しいところです。ただ、カリキュラムの設計、科目配当の仕方、そして、クラスの

少人数化等、できる限り学生に主体的に学びに取り組ませるような工夫をしていくことで、その辺りの

不安の解消を少しはカバーできるのではないかと思っています。

過去５年のデータ分析から見た特徴

特徴的なところを申し上げますと、法学部に進学した学生、なかでも国士舘大学法学部を選んで来

てくれた学生というのは、比較的真面目な学生が多いという印象です。法学という学問領域への期待度

にも高いものがあります。難しいとは思っているけれども、なんとなく法律というのは社会で役に立つ

だろうというイメージを持ってくれているということが分かります。ただ、ちょっと注意すべき点があ
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りまして、これは実際に法学部に入ってみて１年生から４年間法律を勉強する上で、本当に自分がつい

ていけるだろうかという不安ですね。また、自分が本当に最初にイメージしたことをきちんと学べるだ

ろうかといったことに対する不安、さらに卒業後に対する不安というのは、非常に大きいと思います。

このデータだけから見ますと、１年生の時は意外に進路に対する不安は低いんですね。しかし、２年生

の調査もやっておりまして、２年生になるとこれがぐっと上がってまいります。１年生の時はまだ先の

ことだと思っているのですが、やはり２年、３年、４年と進んでいくこと、だんだん卒業後の進路に対

する不安が現実化してくるようです。

「法学検定試験」実施結果調査

さらに、法学部独自で行っております調査の一つに、「法学検定試験の過去の実態調査」というのが

あります。法学部は、６年前から法学検定試験の「団体受験」というのを大学の施設を借りまして、先

生方の手弁当でやっております。団体受験のメリットは、そのデータがきちんとフィードバックされて

くる点です。受験者数はもちろんのことながら、各受験者の合否およびその成績順位、そして点数もす

べてフィードバックされます。そうすると、我々は、それらのデータを比較しながら検証することがで

きます。しかも全国統一試験ですので、他の受験生、つまり全国平均とも比較することができます。

画面のデータが見にくくて申し訳ありませんが、年によって結果は違います。これらのデータからは、

必ずしも確実な傾向というのを読み取るのは難しいのですけれども、全国平均と比較してかなり高い合

格率を出している年もあります。法学検定試験は、２級、３級、４級という、今では名称が変わってお

りますけどもレベル分けがあります。最初の段階である４級というところから３級ぐらいが一番受験生

が多いのですが、この辺りのデータを見ますとかなり本学の学生の合格率がいいということが分かりま

した。

このような検定試験を法学部では推奨しています。それはなぜかと言いますと、本日の山田先生の

お話にもありましたように、我々も学生の自己肯定感が低いと感じているからです。どうしても国士舘

に来ている自分はだめなんだと自己否定する傾向が強いですね。でも、法律は、入学した時の１年生か

ら４年間で勉強する分野ですので、それは全国どこの法学部でも同じなんだということを言って、やる

気を起こさせています。そして、ただ頑張れ、頑張れと言っても自己肯定感は高まりませんので、全国

的に自分の法学の力を試せるような試験を受けさせるようにしているわけです。合格すると一気に自己

肯定感が高まります。つまり、自信を持つことができます。そういった学生が将来法科大学院に進学し

弁護士や裁判官などを目指したり、あるいは公務員試験を目指すことに繋がっていくという傾向がある

ことが分かっています。

他にも、現代ビジネス法学科では、いわゆる「知財検定」とか、「ビジネス実務法務検定」といった

試験も推奨しているのですが、残念ながら団体受験という制度がありません。そのため、こういったデー

タがフィードバックされないのですが、指導されている先生方が独自に合格者数などをある程度は把握

されています。おそらく法学検定試験と同じ傾向がほかの試験にも言えるだろうと考えまして、学生に

各種検定・資格試験の受験を推奨し、自己肯定感を高めさせる努力をしております。

法学部ＩＲの今後の取り組み

最後に、「法学部ＩＲの今後の取り組み」ですが、これらの学生調査を今後とも続けていこうと思っ

ております。ただ、すでにここ５年、６年ぐらいのデータは蓄積しておりますので、単に調査を継続・

拡充するだけではなく、その中身の分析をピンポイントで、どのデータからどういう学生指導ができる
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のか、あるいはどういう教育の内容にどのような教授方法が適しているか等に結び付けていきたいと

思っております。そして、まだやっていないのが４年生の調査です。２月に年度末ガイダンスというの

がありますので、初めての取り組みとして４年生の実態調査もやってみる予定です。現在の４年生は、

１年生の時に先ほど報告しました基礎力調査を受けた学生たちですので、それが４年後どうなっている

のかに関するデータを採って比較検討し、今後のカリキュラム改革等にも生かしていきたいと思ってお

ります。

法学部は、平成 28 年度に向けて「カリキュラム改革」に着手をしております。そのためにも、教学

ＩＲという問題は避けては通れませんし、とても重要であると思っております。ご静聴ありがとうござ

いました。（拍手）

◆経営学部の取り組み　
白銀　経営学部は４年前に政経学部の経営学科から独立して開設された

学部でございます。最近は、どの先生方も PDCAという言葉はご存じ

だと思うのですが、これは本来経営学の専門用語であります。この言葉

で一番大事なのは、ACTIONまで行っているかということです。PLAN

だけで終わった。PLANを立ててやったけどやりっぱなし。CHECKま

でしたけどそれでおしまい。これでは、なんにもならないですね。「次に、

どういうACTION を起こすのかを具体的に示す」ということが必要だ

ろうと思っております。

経営学部を開設した時に一番の目標は、「きちんと学生を就職させる

こと」ということを私はモットーとしてきました。単に教育をしました、自分の専門科目を教えたよ、

あとは学生の責任として就職できなければ、まあ企業の論理で言えば、不良在庫をいっぱい抱えて売れ

ない品物を世の中にボンボン出せば倒産するのと同じ理屈です。つまり、「大学としても学生を受け入

れた以上は、学力をつけさせて、きちんと就職できるような教育をする」ということが必要だろうとい

うふうに考えております。

ただ、経営学部で難しいのは、先ほどの法学部では「学生がある程度意識を持って入ってきている」

ということでしたが、大体経営学部に入ってくる学生に「なんで入ったの？」と聞くと「なんとなく」

なのです。はっきりとした目標を持って入ってくる学生は割と少ないです。「はっきりとした動機のな

い学生を受け入れて、世の中へ出していくにはどうしたらいいのか」ということが、非常に大きな問題

でありました。

「新学部開設にあたって留意した点は、まず、現状分析、まさにＩＲでございます」。入試の制度が

経営学部は 15 種類か 16 種類ぐらいあるのですが、「入試制度ごとに入った学生がその後どうなったの

かということを５年ぐらいのスパンで全部調査」をしたわけです。その結果分かったのは、いわゆる「推

薦入試で入ってくる学生は一般入試で入ってくる学生と比べて学力が劣る」ことや「特に指定校で入っ

てくる学生の学力の低下」であります。以前は、指定校で入ってくる学生は結構優秀な学生がいたもの

です。ところが、年々指定校で入ってくる学生の学力が低下してきました。

そこで「比較的いい学生さんを送ってくれた高校さんだけに指定校を出す」ということをやってい

きまして。経営学部開設前は、100 校以上に指定校を出していたと思うのですが、だんだん削っていき

ました。

その結果どうなったかというと、去年は、20 校ぐらいに指定校を出しましたが、来たのは３名です。
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それはなぜかと言うと、「高校側の進路指導の担当は、勉強ができる子には一般入試をなるべく受けろ」

と、こういうふうに勧めています。したがって、比較的学力の低い学生を指定校で送り込むという事に

なりがちです。結果的に、「いい学生しか送ってこない高校を指定校にしても結果的には来ない」わけ

ですね。したがってどうするかというと、「推薦型は諦めて一般入試で拡げていくしかない」というこ

とになります。

現在、推薦型で入ってくる学生というのは２割ぐらいしかおりませんで、あと８割は一般入試で入っ

てきております。この結果は、受験者の数に反映され、政経学部経営学科時代は、最後の年は、受験生

は 900 人程度しかいませんでしたが、昨年は、なんと 3,200 名が受験してくれています。おかげさまで「偏

差値」も上がりまして、現在はおよそ「日東駒専」と同じ程度のレベルになってきています。ただ副作

用もありまして、昨年の入試では土壇場の３月末に「日東駒専」によって数十名引き抜かれていったの

です。「日東駒専」と競合するようになってきたことは、痛し痒しというふうに思っています。

入学後の方法も大幅に変えていったということなのですが、入学後の取り組みにつきましては、経

営学部では、４月１日の入学式直後の２日からオリエンテーションが始まりますが、その初回に「基礎

学力テスト」をやると同時にアンケートをやる。そのデータというのは、やはり「入試区分別の学生の

学力はどのくらいあるか」ということをチェックするためにやっているわけです。一方のアンケートの

ほうから見えてくるのは、「学生が不安に思っているのは」１番目は、「大学に行って人間関係をうまく

作れるか」どうか不安だ。それから第２番目が「大学の授業についていけるか」どうか不安だというこ

とがほぼ一貫して出てくる不安材料だということでしたので、我々としては経営学部を作った時点で、

クラス指定、１、２年生のクラス指定、１クラス 35 名をやっております。なおかつ必修科目について

はほぼ全部クラス指定、時間割も含めてこちらが決めて、学生にそこで受けさせる。しかも１、２限と

いうことでわざとはめ込んであります。

その最大の理由は、特に推薦型がやはり問題なのです。「11 月に推薦で決まってしまうと、４月入る

までの半年近く何やっているの？」というと、「ほとんどアルバイト」ですね。アルバイトがだんだん

だんだん面白くなってきて、朝までバイトやっている。そうすると学校に入ってから朝起きられない、

結局授業に出てこられない、単位取れない、だから辞めてしまうという学生が結構いるわけです。そこ

で、１週間のうち４日は必ず１限に出てこなければならないようにカリキュラムを組んでやっています。

しかもその担当教員はほぼ全員が専任教員でありますから、連続して休んだ学生についてはすぐに学生

のところにコンタクトを取って、大学に出てくるようにということの指導をしております。

ところで、人間関係ですが、１年生の必須科目で「フレッシュマンゼミナール」と「ゼミナール入門」

というのがあります。これは全部で９クラスあり、専任教員が担当して、徹底したグループワークをや

ります。いわゆるアクティブラーニングですね。最初のころに大体５、６人ずつのグループを作らせて

ワークをやらせるわけですが、ほぼ毎回そのグループを変えていきますし、最初に自己紹介をやらせた

りしていきますので、１年間通じると 35 名の中ではほとんど知らない学生はいないというまでになり

ます。今はもう LINE なんかは学生は持っていますから、すぐメールアドレスの交換なんてやり始める

と、人間関係をうまく作れないというような学生はほとんどいないということで、そういう不安は解消

されているだろうということでございます。

「検定試験」については、経営学部には、必須科目として「簿記」があるので「簿記検定」と日本商

工会議所の「簿記検定試験」を学内で年に２回開催をしております。大体毎回 150 名ぐらいが受験をし

ております。それから、経営学検定試験協会の「経営学検定試験」というのがありますが、それも学内

で年に２回開催をしています。それから、やはりビジネスには英語が必要なのです「TOEIC」につい
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ては今年から開設をして、受験をするように指導をしております。

シラバスについては、毎年きちんと全員に書いてもらっています。「到達目標を最低５項目以上」を

書いていただきまして、教授会が終わったあと全員のものを１枚１枚チェックしております。これは毎

年やっていくことでございます。

今後の課題としては、やはり「ルーブリック」ですね。これをどういうふうにうまくシラバスに取

り入れていくのかというのは、これから相当研究しなきゃいけないのかなぁというふうに考えておりま

す。経営学部としては、試行錯誤をしながら進めていくことが大事だろうというふうに考えております。

司会　どうもありがとうございました。続いて、政経学部石山准教授、お願いします。

◆政経学部の取り組み
石山　政経学部の石山と申します。学部長に代わりまして私のほうから

政経学部の取り組み状況についてご説明させていただきます。

これは実は一昨年の５月の教務課のデータです。この年、本学では、

「中退者対策検討委員会」というのがスタートしておりました。この資

料はその第１回の検討委員会で提示されたものです。ここに退学者数、

退学率というものが出ております。

ところで、私は専門が経済学なので、経済の話を少ししてみます。マ

クロ経済には失業者数、失業率の問題があります。失業がどれほど深刻

な問題であるかについては GDP の損失で測ることが可能でして、例え

ば、「オークンの法則（Okun’s…law）」によると、失業率が１％悪化することによって産出量ギャップが２％

減るといわれています。この経済的損失を何とかして避けようと、米国では「ハンフリー・ホーキンス

法」などが制定されて、失業率を減らそうという動きがありました。失業率と同じように、この「退学

率」に関しても、これは「経済的損失を生んでいる」わけで、それは、学生本人の問題だけでなく、そ

の家族にとっても不幸なことですし、そして、地域社会にとっても、ひいては日本の将来にとっても大

きな影響があるものですから、是非これは解決しなくてはいけないと考えています。

はじめに　平成24年度　学生身分異動状況

ここに平成 24 年度のクロスセクションデータ。退学者数では政経学部が一番多いです。学生数が多

いということで説明がつくのですが、約４％は良くない数字です。

なぜ、退学率が高いのか？

「なぜ退学率が高いのか」ということが問題になるわけですが、そのことにつきまして政経学部では、

「中退者低減プロジェクト」によって調査を行いました。この調査を行う時に、教員あるいは職員が調

査をするということになると、「学生はなかなか本音を言ってくれない可能性」がある。我々としては、

その「本当の理由が知りたい」。「なぜ中退しようと思ったのか。そして、なぜ中退するということになっ

てしまったのか。あるいは中退しようと思っていたけれども思いとどまった。そういう人たちの本音を

知りたい」。

そのためにどうやって調査をするかと言いますと、「調査方法としては、外部のＢ社のスタッフに委

託」をして、「個別にインタビュー」をしてもらう。政経学部に在籍する学生および中退生、合わせて65名。

それから「教員に対してもインタビュー」を行っています。専任教員 21 名。これが 24 年９月から 12
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月に行われた調査です。

調査の内容

その内容ですが、まず「授業関連内容」として、こういうことを聞いております。「学生の特徴」として、

「学生のコミュニケーション能力、自己管理能力、目的意識」等々についてもインタビューで聞いてお

ります。それから、「学内の設備等についてどう思っているか」。こういうふうにいろんな項目をここで

出したのは、この「インタビューによって偏りなく本当の中退の理由を知るために、しっかり情報収集

している」ことを示すためです。

肝心なところ、「留年、休学、行きたくない理由。中退していない理由、就職関連、大学イメージ評価、

教員間の繋がり連携」等々。その「調査結果から読み取れる傾向」は、まず「第一に負の連鎖というも

のがある」というのが明確になってきました。

それはまず、「最初に、連続欠席に始まり、欠席を何回もしているせいで、テストの結果の出来が悪く、

それが留年に繋がり、そして、「退学予備軍」になるということが改めて確認された」ということです。

これはもともと分かっていたようなことであります。

もう一つ、１年生、これは対象が１年生でした。その「１年生の持つ三つの不安」というものが見

えてきました。一つ目は、「大学の勉強についていけるかという不安」。これについては先ほど法学部の

発表のほうでもありましたね。大学生が抱えている不安として。それ以外にも「友達づくり。仲間が作

れるかどうか不安」。こういう不安を抱えて入学している人たちが結構いるということ。それから、「将

来に対する不安」。４年後、就職に関する不安を抱えている。そして、「連続欠席の始まる理由として、

１年生の間に三つの不安が解消されていないということ。そして、１年生の学生生活がスムーズに行え

ていないということが明らかに」なってきました。

そこで、どういうことをとるか。「１年次の不安解消、関係構築の核として、フレッシュマンゼミナー

ルの改善、強化」というところに政経学部としては着手するということになりました。その「フレッシュ

マンゼミナール強化、改善点」ですが、ハンドアウトのほうではかなり小さい数字なのでちょっと読み

づらいかと思います。まず、三つテーマを挙げております。

まず一つ目、「高校の勉強から大学の学びへの切り替え」ということで、まず、カリキュラムとか卒

業単位、どういうふうに単位を取らなくてはいけないかという「ルールについてきちんと理解をしても

らう」ということ。それから、「教員、職員に加えて家族との寄り添い」ということを考える。教員と

職員とそして学生の家族が連携して学生を助ける。それから「３回連続欠席に対する対応の強化」なん

ですが、こちらは、「フレッシュマンゼミナール」、これは１年生必須で専任教員が担当する、大体各ク

ラス 30 名くらいのゼミですが、このゼミにおいて「３回連続欠席した学生に対しては、まずその旨を

担当の教員が１年生の学生係に伝えて、その学生係のほうから学生に電話連絡をしてもらう。何回やっ

ても呼び出しに応じない者については、ご家族のほうに連絡をしてとにかく学校に来させるように、そ

ういう指導」をしております。

それから、「共通体験、共同とした仲間、同士づくりというテーマについては、例えばゼミの中でグ

ループディスカッションをしたり、グループワークをさせたり」することをしっかり取り組むように、

フレッシュマンゼミナールの担当の先生方に周知徹底する。また、「ゼミ旅行」というのを、以前は１

泊２日で行ったり、先生によっては行かなかったりもしてたのですが、行かないよりは、全部少なくと

も日帰りでは行くようにする。３月の段階でフレッシュマンゼミナールの担当になった先生方を集め

て、こういうふうに今回４月からのフレッシュマンゼミナールではやってくださいということをお願い
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し、フレッシュマンゼミナールの内容を強化するようにやりました。それが、25 年度のスタートの段階。

これは私のそのシラバスですが、先ほどのことが盛り込まれております。

その年、25 年の９月から 10 月です。フレッシュマンゼミナールというのは、４月から夏休みまでは

教員のほうで先ほど言った形で指導します。後半については、「キャリア教育」ということで、就職に

対する意識付けというところを B社に委託して、キャリア講座をやってもらっているんですけれども、

その９月から 10 月の時に、前期のフレッシュマンゼミで受けた教育についてどういうふうに学生が思っ

ているか。この辺りを「インタビューを通して情報収集」し、フレッシュマンゼミナールを核とした学

生の就学支援が強化されているかどうかを確認しています。これがその調査の項目です。「辞めたいと

思う理由、中退していない理由」等々。

平成26年度の活動

そして、26 年度、今年度の活動ですが、２年生以上への課題解決に向けてということで、１年生に

対してはフレッシュマンゼミナールを基点として就学指導をやっているんですけれど、２年生以上では

基礎ゼミナール、これを基点として支援をするということで活動を広げました。先ほどのインタビュー

協力者、今度３年生になるのですが、15 名に継続的にインタビューを行って、そのゼミの教育の効果

について見るということをやっています。

プロジェクトの成果

今度は B社のキャリア講座講師によるグループインタビュー、それからコミュニケーションシート

で学生個別の声を収集するという形での調査、またそれとは別に政治学科から 159 名、経済学科から

154 名を対象に、基礎ゼミ履修者に対して調査を行っております。その結果として見えてきたことを、

まず流れから確認します。この「中退者低減プロジェクト」というのは、「政経学部の中退者数を減少

させるための調査、分析」ですが、はじめに B社委託による調査を行いました。それをもとにフレッシュ

マンゼミナールの改革を行いました。その改革がうまくいっているかどうかの効果の検証をしておりま

す。

「なぜ退学率が高いのか」、という問題に対しては、「まず負の連鎖がある」ということ、それから、「１

年生が三つの不安を抱えている」ということ、これが要因になっている。では、その要因が分かった上

で、フレッシュマンゼミナールを基点に改革を行い、さらに今、次は２年生の基礎ゼミナールをもとに

改革をしているんですけれども、どういうふうに変わってきたかを 23 年度、24 年度、25 年度と、「推

移」を見てみます。大体「退学者が出るのは４月が多い」んですね。23 年度の 49 人、24 年度で 65 人、

25 年度は 47 人というふうになっています。合計の数字が一番下に出ております。

こちらのグラフを見ていただければ、これはトータルでの退学者、それから除籍、復籍したものは

除いております。そうしますと、23 年度、24 年度に比べて 25 年度で退学者、除籍合わせたものが 120

いくつと少し下がっています。ある程度効果が出ているのではないかということを示唆するグラフです。

まとめ

最後になりますが、政経学部の取り組みから得られた知見として、「友達づくり、勉強、就職の三つ

の面で不安を抱えて入学する学生が多い」ということ。それからそうした学生に対して、学年担任と学

生係による指導の強化をしなくてはいけないということ。「教員と職員と学生の家族、三位一体となっ

て不安を取り除いていく」ことで、中退者を減らすことができるということが明らかになってきました。…
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　政経学部の課題としては、フレッシュマンゼミナールを起点とした学生就学支援をやってきました。

それから、基礎ゼミナールを起点とした学生支援、そして、各学年の学年担任と学生係による就学指導

の強化をこれからもやっていくということになります。

この学年担任に関しましては、学年担任会というものを開いて、春期と秋期に行っている就学指導

について、どういった問題があるか、どういった効果があるか、ということをディスカッションしてい

ますが、その中で一つ見えてきたことは、学生担任の持つ個人スキルによって学生を指導して、なんと

か助けている部分がかなりあることです。ただそれでは、その人が学年担任を辞めてしまった時にどう

しようもなくなるのが実情です。

解決策として、政経学部で就学指導のマニュアルというものをきちんと作って、今度だれが学年担

任になっても、上手に指導ができるようにしていく必要があります。それが中長期的には中退者を減ら

すということにつながるのではないかと思います。もちろん学年担任だけではそれはできません。やは

り事務の職員、１年生から４年生までの学生係、この学生係と学年担任と、そしてそれ以外の先生方が

協力してやっていかなければならないということが見えてきました。以上が、政経学部からのご報告で

す。ご清聴ありがとうございました。

司会　それでは、政治学研究科（ＦＤ委員）の川島先生、よろしくお願いします。

◆教学ＩＲによる中退予防の可能性
川島　教学 IR と中退予防の関係に関してお話ししたいと思います。

IR の普及は他大学においても非常に遅れているようですけれども、

それでもいくつかの大学ではすでに始められてはいます。そうしたなか

から中退予防分析の事例をご紹介いたします。IR 関係の諸文献がある

程度出ておりますので、それを参考にいたしました。ただ、他大学の事

例が必ずしも本学にあてはまるとは限りませんので、本学独自のデータ

分析が必要であることは言うまでもないという前提でお話しさせていた

だきたいと思います。

IR というのは、これはもう今までご紹介いただいてきたものなんで

すが、「学生と学習環境に関する情報を集約分析し、環境の改善や効率的な対策を立案することに活用

する諸活動」とも定義できます。すでにかなりのデータが学内にありますので、それをまとめてより良

い対策を立てるということにもつながるのではないかと思います。

　

ＩＲが求められる背景

IR が求められるのは、今までの大学運営では、肌感覚、経験、勘に頼る立案というものがほとんど

だったのですけれども、それを見直そうとされているからです。課題と対策のミスマッチへの対処と言

ってもいいかと思います。何々しているけれども効果が上がらないというようなことがよくあった。デ

ータを利用することでより効果のある対策を立案しようということですね。それから、改革反対派に対

する有力な説明材料なんてこともあるようです。さらに、詳細な大学の情報公開を求める社会的要請が

今後ますます出てくるようで、その時に備えるという意味もあります。

「中退予備軍」の特定と合理的対策の必要

調べておりまして、ユニバーサル化にともなう中退の増加という状況に対処するために IR を用いる
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ということが、かなりの大学で行われていることがわかりました。中退予防が IR の一つの重要なジャ

ンルになっているような感じがしました。

その中退予防の一つの方法なのですけれど、たとえば中退予備軍を特定し、合理的な対策をとる必

要がある。だれがいつ、どのようなプロセスによって、なぜ退学するのかを的確に把握するということ

ですね。データによって課題を特定し、課題にマッチした立案をするということです。その際に、いつ、

だれに、だれが、どのような方法で何を行うかということを、よりデータに即したかたちで立案するこ

とが必要だということです。

たとえばこの「いつ」ということですが、１年生でしたら、政経学部の場合、修学指導を春期の試

験の結果が出たあとでやっていますけれども、それ以前にやったほうが効果的かもしれませんし、入学

以前に新入生を集めてなんらかの形で対策をとることももしかしたら効果的かもしれません。実際、友

だち作りを入学以前に行っている大学なんかもあるみたいです。次に、「だれに」ということですけれ

ども、たとえば単位をたくさん落としていても退学しない学生もあるわけです。ですから、できる限り、

だれが中退しやすいのか、ハイリスクなのかを特定する。さきほど法学部の先生もおっしゃいましたけ

れども、ハイリスクな学生を特定する。あるいは「だれが」指導するかですが、政経学部ですと学年担

任がやっていますけれども、本当にそれが一番効果的なのかということですね。そういうことをデータ

によって考えるということです。どのような方法で何をやるかということをできるだけ合理的に考え、

有効な対策を立てるということが必要になり、その場合に IR が使われるということです。

①経年的推移の分析による問題の把握　

では、中退予防に関して具体的にどういう IR の使い方があるかということをお話ししたいと思いま

す。一つは経年的推移の分析による問題の把握ということです。たとえばこんなふうに年々中退率が減

少している、つまりグラフがこんな感じで、年々中退率が下がっていたら、それは採っている対策が有

効だということですね。逆に、こんなふうにある時点までは下がるけれど、そのあとまた上昇したとい

うような場合は、この上昇し始めたあたりに何か変化が起きているということです。そのときに何らか

の対策の変化があったのかが問題となります。たとえば、新しく採用した対策が逆効果になっていると

いうことかもしれません。

そういうことが分ったりするので 10 年くらいのスパンが必要になるようです。１年ごとだとかなり

年次的変動がありますので長期的な傾向が見えにくい。10 年くらいのスパンで見ることによっていろ

いろなことがわかってくるのではないかということですね。

②学科・コース別中退率の分析　

それから、学科・コース別の中退率の分析ということなのですけれども、この点についてはすでに

いろいろな先生がおっしゃって下さっています。キャンパスごとの分析というお話もありました。ただ

もっと詳しく細かく学科ごとに見ていくと、いろいろなことがまたわかってくるんじゃないかとも言わ

れます。たとえば、A学部のA学科とか、B学部の C学科とか、D学部のA学科といった形で中退率

が高い順に並べてグラフ化する。そういうふうに見ていくことによって、たとえばもっとも中退率が低

い学科と高い学科を比較するわけです。そうすることで、なぜそういう違いが出てくるのかということ

がより明確になる。それによって対策の仮説を立てることができる。もちろんこれは信賞必罰のためで

はないわけですね。評価するとかそういうことではなくて、問題を特定し、有効な対策を立てるためで

すね。うまくいっている学科と改善が必要な学科を特定し、比較し、原因をつかむ。その原因がわかれ
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ば、うまくいっている学科はそれをもっと促進すればいいわけですし、うまくいっていない学科はそれ

を改善すればいいということになるかと思います。あるいは、対策の必要な学科とそうでない学科を分

けることで、経営資源の集中的投下ができるというようなこともあるということです。

③入試形態別中退比較

三つ目の IR の利用法ですが、入学形態別中退比較ということになります。この点については、さき

ほど白銀先生が詳しくおっしゃって下さったわけですけれども、大学によっても学科によってもいろい

ろと傾向は違うみたいなんですね。AO入試で入学した学生の中退率が高いという結果は、これは実際

に多くの大学で見られるようです。もし国士舘でそういう状況が明らかになったとすれば、それを改善

するために集中的にそこを分析し、なんらかの改善策を立てるべきであるとなるわけです。ただある大

学では推薦やAOで入った学生は留年退学がむしろ少ないという結果が出たようです。それから、ス

ポーツ強化部会所属学生の進路決定状況は極めて高いというような結果が、別の大学では出ているんで

すね。その大学では、スポーツ推薦枠を減らせと言う先生方に対して、現状維持という選択を主張する

際に根拠となるデータとなったということです。もちろんこれは大学によっても違いますし、おそらく

学部によっても違いますので、そのあたりの詳細な調査と分析が必要になるということだと思います。

④退学の兆候の早期予測

それから、退学対策にIRをどう使うかの４番目ですが、退学の兆候の早期予測ということがあります。

さきほどのハイリスク学生というようなお話とも関連しますが、中退の兆候は様々な要因から知ること

ができるようです。入試科目とか、学科の特色とか、図書館利用回数とか、これも全部データになって

いますので、使おうと思えば使えるわけですね。それから、PCログイン回数とか、アルバイト内容と

頻度、経済状況、課外活動への参加、友人や教職員との関係、心身状況とかいろいろなデータを利用し

て、ハイリスク学生を特定して、集中的にその学生への支援をするということも可能だということです。

IR によるデータ分析によって、退学すると予測した学生は、高い確率で退学するといったようなこと

がある程度わかるようです。

特定の科目と中退との関係というのも面白くて、ある科目をとった学生は、非常に中退率が低いと

いうこともデータ分析からわかるようです。この場合、その先生の授業から何かを得た可能性があるわ

けです。ですから、それが何かということを特定し、それを参考にするということもできますし、その

逆の場合もあるわけですね。ある先生の授業をとった学生は中退率が非常に大きいということもわかり

ます。そうすると、そこから退学に結びつく原因を探ることができる。この場合、その先生に改善して

いただくことになるかもしれませんけれども、IR を信賞必罰に使いますと非常にぎくしゃくしてしま

うような気もしますので、そういうことをしないという条件でやっていただければな、と私は思います。

IR は問題を特定し、有効な対策を立てるためのものですから、評価が絡むとそれがやりにくくなって

しまうのではないかという気がします。それから、こうした IR の利用に外部の業者が入っていること

も多いようです。ある大学にはA社が入っているようです。本学の政経学部には B社なんかが入って

いるわけです。

定性分析（学生インタビュー）の必要

ただ、データといいますと、数字というように思われがちなんですけれど、定性分析も非常に必要

なんですね。定量分析にあらわれた傾向を学生インタビューによってより深く分析することが必要にな
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る。仮説の検証と言ってもいいかもしれません。その時、たとえば人間関係を構築しやすい状況にある

かとか、この学科だけで行われているプログラムがあるかとか、学生に対する動機づけになる要素があ

るかとかですね、学生の様々な関心に応えられる懐の深さがあるかとかをみていく必要がある。さきほ

どの白銀先生のお話の中から、常に学生の声をお聞きになっていて、それを政策立案に活かしておられ

るということが非常によくわかったのですけれど、定性調査も学生の声を直接聞くということですね。

単にデータの数字だけでものごとを判断することには非常に問題があるのではないかと思います。とい

うことで、定量分析と定性分析をうまく利用してデータによって仮説を立てて、それを検証し、より良

い立案をするということが非常に必要になるのではないかと思います。

中退理由についてのインタビュー、これも定性調査ですけれども、これを行って真の理由を突き止

めるということが必要だといわれます。たとえば、出口調査ということで、中退する際にしっかり聞く。

それから追跡調査なんていう手もあるようです。つまり中退した１、２年後に調査をする。そうすると

よりいっそう客観的に語ってくれるということがあるようです。それも効果があるんじゃないかと考え

られています。

その際に、経済状況のためだとか、学業への熱意がなくなったとか、そういう通り一遍のことでは

なくて、“なぜ”ということを繰り返し聞くことによって、より根本的な理由を特定する必要があると

いうことのようです。あるいは、さきほどもお話がありましたけれども、直接的な関係者を排除して、

話しやすい雰囲気にするということも必要だということです。

まとめ - 中退予防　

まとめとしては、中退予防と IR の効用ということで、まず中退予防施策の有効性を把握するには経

年分析が役に立つ。それから、学科コースや履修科目などによる中退割合を出すことによって中退の原

因の特定、または仮説を立てることができるということですね。それを定性調査によって検証すること

によって有効な対策につながるということです。

その際、特に入念な定性調査が必要であるようです。学生の声をしっかり聞くことできめ細かい対

策施策が可能になるということですね。それから、中退の兆候を早期に把握して、ハイリスクな学生を

特定し、早期の対策をとることも必要になるということなのではないかと思います。

このような参考文献を読んで発表させていただきました。ご清聴ありがとうございました。

司会　これから少し、議論に入りたいと思っています。みなさんの中でしっかり共通理解できたと思う

のですが、ＦＤ委員の池元先生、よろしくお願いいたします。

池元　今日の４人の先生の話を聞いていると、「IR」という組織はあり

ませんが、すでにその素地はできていると確信しました。つまり、これ

らの学部の事例を集めていけば、「退学率を下げる」ことは、それほど

難しくないと感じました。政経学部の「フレッシュマンゼミナール」は、

とても良いと思いました。経営学部でも「フレッシュマンゼミナール」

がありまして、これは本当に「退学率を下げるのに機能している」と思

っています。まだデータは集めていませんが、「経営学部は、学内に友

だちを作れば退学しないのではないか」と考えていまして、たとえば週

に４回、英語、簿記、フレッシュマンゼミなどを「同じクラス（35 人）

にしている」わけです。つまり、「週に４回同じ人と顔を合わせる」工
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夫をしています。「フレッシュマンゼミナール」では、「グループワーク」を中心にして、課題を持ち帰

らせますので、必ず学生同士の連絡先は交換して帰るわけです。また、政経学部では３回でしたが、経

営学部では２回休んだら、すぐ学生に電話するようにして、登校を促しています。

司会　どうもありがとうございました。

今の経営学部の英語、フレッシュマンゼミ、簿記、この三つを同じ曜日の連続的な時間の中に入れ

て同じクラスでやっている。これには先生方の協力が非常に重要で、それをしっかり学部長の強いリー

ダーシップのもとでやっているというところが、大きな進歩だと思いますね。それから、経営学部では、

「シラバスの到達目標ということについて、しっかりと学部担当者がチェックしている」。そして全員の

シラバスを教員相互でチェックして、修正してより良いものへと改めていく体制をとっているというこ

とでしたが、しっかりとした「リーダーシップ」がないと、「シラバスの改革」はできないものだと思

います。学部担当者を付けて、確認して、学部の意志としてしっかりやっていくということは大事だな

と思いました。シラバスの必要要件を徹底させるために時間がかからないようにやっていかなければい

けないというところだとも思います。

それぞれの教員の先生の自由な意思に委ねておくと、そういうスタイルの部分とか、シラバスの必

要要件なんだという考え方の部分というのは、徹底させるのに時間がかからないようにやっていかなけ

ればいけないというところだと思います。

福永　今日の法学部の報告は、「教学 IR」というテーマに沿って「学生の実態調査」を中心に、皆さん

にご案内しました。

　中途退学者対策との関連で申し上げますと、他学部では「フレッシュマンゼミナール」と名前が付い

ていますが、法学部では先駆的に 10 年前から「プレゼミ」という科目で始めています。一番大事なのは、

新入生に対して「どうやって仲間作りをさせか」ということです。やはり経験的には、入学後の早い段

階で友だちを作らせ、大学への帰属意識を持たせるというのが、退学防止に役立つと考えております。

この 10 年間、法学部では試行錯誤しながら「プレゼミ」を行ってまいりましたが、今日のテーマは IR

の問題ということでしたので除外をいたしました。法学部では１年生から４年生まで、全学年必修のゼ

ミを設けています。法律学科を例にとれば、１年生が約 25 名クラス、２年生が約 17 名クラス、３、４

年生は約 12 名クラスにしており、小人数を徹底しています。特に１年生はすべて専任の教員が担当し

ています。２年、３年、４年になるに従いゼミ数が増えますので、どうしても非常勤の先生に頼らざる

を得ない面もあるのですが、ゼミを必修化しているということと、３年生では最低１泊２日の日程で、

宿泊を伴うゼミ研修旅行を行っております。これも、学生と教員との距離が近くなり信頼関係が増し、

大学への帰属意識と満足度を高めることに効果的であると評価できます。ただ、政経学部のお話を伺っ

て、１年次でゼミ合宿をやるというのも一つの良い方法だと思いますので、検討させていただきたいと

思います。

　本日のテーマである IR についていえば、特に学生調査の結果をきちんと分析することがとても大事

だと思っています。やりっぱなしでは、あまり意味がありません。そして、教員間でも、調査結果の情

報を共有化し、理解をし、全員一丸となってやる方向に行かなければならないと思います。法学部の先

生方は真摯に学生と向き合って取り組んでおられるのは間違いありません。ただ、そのやり方が現在の

学生に適応しているかというと、それはまた別問題です。しかし、やり方を無理に統一化しようとする

と、やはり今までの経験、何十年もの経験を持っている先生方が、自分なりに工夫してやってきたやり

方というのはやはり尊重してほしいと思っておられると推察いたします。それを FD活動によって統一

化することの難しさは痛感しており、今後の大きな課題であろうかと思います。
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　法学部としましては、先ほど申し上げました通り少人数教育を徹底してやっておりますし、退学者対

策についても、他学部と同様に３回連続して休んだら連絡するという制度も、すでに数年前から実行し

ていることを付言させていただきます。

司会　そうですよね。ですからその２本立てというのは私は大事だと思います。とりわけ、初年次の秋

のいわゆる GPAが、１年次の GPAが３年次の GPAと非常に相関が強いというような IR 結果が、IR

の報告書の中によく出てきます。ああいう部分ですと、やはり初年次の部分にしっかりやるということ

が、やはり FDの鉄則であるということになると、その部分のときに人間関係を作っていくということ

でしょうね。ですからチームビルディングとかいろいろな手法を取り入れて、フレッシュマン授業はや

っているんだと思います。

白銀　１年次の合宿の件なのですが、経営学部でも以前検討したのですけれども、今はやっていません。

というのは、人間関係を作らせるような密な授業というのは、フレッシュマンゼミナールで１年生の時

に必修でやっているので、とりわけどこかに行かなければいけないということはない。むしろ重視して

いるのは、今の学生に欠けているのは上下の関係なんですよ。ですから、ゼミの旅行に行くときに、３、

４年一緒に行けということを、先輩後輩の関係というのも実は大事で、今はもう横の関係がだいたいこ

ちらが仕掛けを作ってあげないと友だち作りができない、と同時に上下の関係も、クラブに入っていれ

ば別なんですけれども、入っていない学生はこれはうまくいかないですね。ですから経営学部では、１

年次にそれをやらないかわりに、３年４年次は一緒にやってくれということでお金を使い方を工夫して

います。

司会　今のお話は、「カリキュラム改革」のポイントにありますね。やはり、学年を超えた「プロジェ

クト学習」など、４年生を含めた全学年で、しっかりプロジェクトに取り組んでやっていくというよう

な工夫が必要なのかもしれません。

　ところで、「１年次の合宿」といえば、かつて 21 世紀アジア学部がや

っておられましたね。１年次入った時に宿泊する取り組みが、今はなく

なってきたという話ですが、21 世紀アジア学部の最近の様子を教務主

任よりお聞かせいただけますでしょうか。

表　21 世紀アジア学部も、かつて４月に入学した学生に学外研修を行

う仕組みがあったのですが、私ども１学部１学科の体制ですので、400

数十名を一気に連れて行くことになりますと、なかなかまとめあげるの

が大変ということもあって、先生方が悲鳴をあげてしまいます。この辺

のやり方がうまく考えられなかったということもあって、今は中断状態

になっています。

司会　体育学部はしっかり１年次で宿泊合宿をしておられるようです

が、学部長如何でしょうか。

川田　体育学部の川田でございます。今日はたいへん貴重な話を聞かせ

て戴きありがとうございました。

　体育学部のカリキュラムの特色といいますか、実験実習科目が多いと

いうこと、それから１年次に必ず４泊５日の、教員を交えての「集中授

業形式」の、「野外教育実習」が組まれています、そこで嫌が上でも学

生と教員とのコミュニケーションが形成されていきます。それから、ク

ラブ活動の加入率が６割、もしくは７割近い学生がクラブに入っていま
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すので、そのクラブの指導の中で、学生の問題をいちはやく見つけて相談に乗るというようなことがで

きております。

　さきほど司会者から紹介がありましたが、体育学科では１年次の早い機会に宿泊体験をさせようとい

うことで、入学式の翌々日から１泊２日で基礎ゼミナールを行っております。その中で、カリキュラム

の説明、履修方法、あるいは他学部のその分野の専門の先生に来ていただいて、「学生の危機管理に関

する諸注意」というようなことも踏まえて取り組んでおります。ただ「初年次教育」「中途退学抑制」

としての取り組みは、カリキュラム上といいますか、組織上ではまだ検討しておりませんので、今日の

話の内容をまとめて、体育学部としても取り組んでいきたいと思っております。

司会　文学部はいかがでしょうか。では、田代先生お願いします。

田代　文学部長が途中退席されましたが、文学部を代表できる立場でも

ないので、一専攻の主任という立場でお話しします。今日、非常に興味

深いお話をお伺いいたしました。IR については、中退問題と関係があ

るということで私も参加させていただきました。山田先生のお話を伺っ

て、大きなデータの活用の仕方は大学内、他の大学との比較あるいは学

部間との比較といったことをやれば、もっと大きな成果が得られるいう

ことを認識いたしました。非常に勉強になったということです。

　お話を伺って、特に「ラーニングコモンズ」について関心を持ち、イ

メージをつかむため、先ほど休み時間に直接、山田先生にうかがったと

ころ、先生の大学では巨大な建物の校舎の二つのフロアを使うくらいの

巨大なものだということでした。国士舘でもこういうすばらしいスペースがあるわけですから、そこま

でいかなくてもそういう場所もできるのではないか思います。そういう空間をとおしての学生同士の人

間関係や、教員との関係といったようなことも含めた上で、ＩＲが中退対策と関連しているということ

が、おぼろげながらわかって来ました。

　文学部の FDについて言えば、FDをやっていないかというととんでもない話で、ただ専攻制をとっ

ているため、専攻単位で行われているかたちになります。私ども日本文学・文化専攻でいうと、だいた

い今ご紹介があった各学部のものに対応するような入学の「フレッシュマン」の研修にあたるものとし

て、日帰りの研修旅行をやったり、３年次はゼミに所属する前の旅行で懇親をするとか、そういったこ

ともやっていますし、あるいは、日本文学という特色に合わせて、予備的な説明をした上で歌舞伎の観

劇会を楽しんでもらったり、専攻の学生・教員で構成される学会で、講演会とか学生の研究発表を行う

などの活動も、今日伺ったお話でいえば広義のＦＤの一環といえると思います。　

　ＩＲにあたるものとしては、我々の専攻でも、アンケートを１年に入った時と卒業する時にとるとか

そういうことで、そういう活動はされているのですが、専攻主体ということで、ただ、それぞれの専攻

が非常に個性的で、目指しているものが違いますし、出口のところもそれぞれ違うんです。たとえば、

「初等教育」のようなものだったら非常に教員養成に特化されていますし、日本文学・文化専攻なんか

はどちらかというと教養的な側面が非常に強いということで、それぞれの専攻によって性格が違うので、

全学的な教学ＩＲとこうした文学部の個性な制度のＩＲとをどう結び付けていくかが課題だと思いまし

た。なお、こうした各専攻の FDについては、毎度文学部の紀要『国士舘人文学』に報告が毎年されて

いるということをご紹介させていだきます。

司会　今のお話の、ラーニングコモンズも IR ですね。施設のデータ状況で、いわゆる大学内にラーニ

ングコモンズというスペースがどのくらいあるのかっていうような数値の部分も、やはり一つのデータ
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として、それが経年的に増えているのかどうか、あるいは私、図書館メディアセンターというところな

のですけれど、データとしてやはり入館者の学部別とか、学年別とか、曜日時間帯のデータというよう

なもの、半年ごとくらいに出てきております。

　そういった施設利用データも全学でしっかり見て、どういう学生諸君が「学習実態」をこの大学内で

しているのかといった現状をしっかりつかむということは重要でしょうね。図書館というお話が出まし

たけれども、図書館に小さな閲覧室ですけれども、今まで第２閲覧室みたいになっていたのを、グルー

プスタディAとか Bとか名前を変えて、そして、その部屋の中では自由にグループ学習をしていいと

いうことで、今までは閲覧室内で静かに読書をしてほしい、研究を個人でしてほしいというかたちで、

外から見えないといいますか、どちらかというと密室型のかたちにしていたのですけれど、少しガラス

なんかも擦りガラスではなくオープンにして、中でどんな活動をしているのかというのを見えるように

するということで、コモンズへの改革を始めています。

　それから、町田キャンパスは、もう報告済みですけれど、この４月から、図書館の４階のフロアを「ラ

ーニングコモンズ」に改築するということで、21 世紀アジア学部の先生方が中心となって、どのよう

なかたちにやったら使い勝手がいいのか、アクティブラーニングが促進されるのか、というところで、

いま青写真は全部できあがって、それを予算化しているというところです。そういうように、そしてな

おかつ、そのラーニングコモンズができたら、そういうグループ学習、アクティブラーニングを先生方

がこういう教科で活用したいというようなものも出てきております。そういった教育方法の変容も IR

でどうなのかという部分があるのだと思います。

　ということで、時間がまいりましたので、締めのお言葉を、山田先生、何か一言、こんなに広がって

しまったので、ちょっと苦しいと思いますけれども、どうぞ何かコメントをいただけると、我々非常に

心強くなりますので、どうかよろしくお願いいたします。

山田　正直に申し上げて、私のほうこそ、収穫が大きかったと思います。

これほど、学部内で分析もされて政策にまで反映されている大学は、ほ

とんどないだろうと思います。学会などでも、みなさん発表されるので

すが、実はもう少し曖昧なところがあるんです。今日お聞きする限り、

むしろ専門の学会で国士舘の先生方がご発表されたほうがいいのではな

いかと思って聞いていたというくらいです。

　ただ１点、どなたがされているのかという点に関心がございます。つ

まり、そんなに高等教育の研究者は多くないものですから、おそらくど

なたか先生でこの分野に明るい方が一生懸命されていると思うのです。

本来の理想的な姿というのは、やはりみなさんが所属している現場でしか明確な問題点が見えてきませ

んし、国士舘では確実に「中退率を下げる」という大きな命題があって、いろいろ対策のために分析さ

れますが、これが経常的なものとなるとその先生へのご負担にもなると思われます。

　つまり、理想的なかたちは、IR に携わる専門職員もしくは専門的な教員がいて、ご相談をしながら

分析し、その結果を各所属が政策の立案を立てていくほうが、負担が軽減されるのではないでしょうか。

ただしそれは、大学の事情によって違います。

　これは自分でも関心のあるテーマなので、「どなたが分析のところまでしっかりされているのか」を

お教えて頂ければと思います。

　と申しますのも、どの大学に行ってお話ししても、そういう人がいなくて困っていると仰います。ま

ずその点から話が始まるんですね。その点、「国士舘大学はどのように養成されている」のかをお聞き
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したいところです。

司会　いいお話をいただいたところで、お話を止めたいです。この疑問を持って、国士舘の IR 専門部

署の創設と専任担当者の育成に、良い宿題になったような気がします。我々国士舘はいい意味で、百家

争鳴で、それぞれの各学部が独自に、わいわいがやがや、いろいろな試行錯誤をここまでしてきました。

それが一つに集中されて、どうなんでしょう、データ収集や評価の作業において、効率性と政策効果向

上に向けて、しっかり大学で一つへと纏まるのかどうか、今後の方向性が問われているように思います。

　本日のご講演の中で山田先生が言われましたように、しっかりとデータ収集や評価を担う専門の

IRer（アイアラー）というのでしょうか、専門の分析担当者の必要性を痛感しています。最後の山田先

生の私どもへの疑問＝問題提起を、これから FD委員会全員でしっかりと受け止めて、いろいろ議論し

たいと思っております。

　こうした本日の百家争鳴の議論の続きを、続いて下の意見交換会でやっていければと思っております。

　最後にお願いということで、先生方のお手元にアンケート用紙がございます。このアンケート用紙に

ほんの一言でもご記入いただいて、私ども次回の参考、励みにしていきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。ということで、アンケートを書いておられる間に、教務部長の岸本先生より

閉会のお言葉をお願いいたします。
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閉会のことば

教務部長

岸本　　健

　みなさん、お忙しい中お集まりいただいて、今日は本当に貴重なお話

ができたと思います。特に山田先生、京都から来ていただいて忙しい中、

たいへん我々の参考になるような話をしていただいたと思います。最後

に山田先生のほうから、「いったいだれがやっているんだという話が出

たのは、課題ということになると思うのです」けれども、国士舘大学の特徴として、そういう空気がで

きている。

　あえていい言葉でいけば、学長が退学者減らせと言うから、みんながちゃんと応えた。というかたち

になっているのだと思います。ただ、やはり課題としては、大学全体として組織的に動く意思統一の機

関があってもいいかなと、呼応する空気があるならばもっと協力するんじゃないかなというふうには考

えておりますけれども、４年くらい前からずっと 600 名を越して 650 名という退学者をずっと３年間出

し続けました。これはいかんということですし、それから大学自身の中長期計画においても、これは創

立 100 周年を機にして中退者を三分の一にしよう。三分の一にするって、とんでもない目標なんですけ

れども、そうしようというところで、各学部の先生ががんばっていただいているというところは、本当

に見ていて微笑ましいといいますか、我が大学ここにありというような感はぬぐえないです。たいへん

嬉しいことだと思っております。

　忙しい中ですけれども、今日の話を FDの推進室がちゃんとまとめてまたフィードバックしていただ

けると思いますけれども、どうもありがとうございました。最後に山田先生にもう１回、どうもありが

とうございますと申したいと思いますので、拍手をいただきたいと思います。
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第 3 部

意見交換会
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開会の挨拶

副学長

岡田　　繁

　本日は、山田礼子先生にＦＤ研修会におきまして、ご講演いただき

ました。

　研究者・教育者としての多くの知見に裏打ちされ、多くの示唆に富

んだお話しをしていただきまして、本当にありがとうございました。

　しかしながら、我が理工学部を含め中退者が多い学部の先生がどれ

くらい参加しているか、いささか気になっておりました。案の定、ほんの一握りだけの参加状況には

ちょっと情けない気がいたしますし、一番来てほしい学部の先生が少ないというのは、残念でなりませ

ん。

　ところで、本学には「リーダーズキャンプ」というのがあります。これはクラブの運営と活動がスムー

ズに進行してほしいという趣旨に基づき、次年度のクラブ主将を集めて、２月中旬に２泊３日の合宿を

行っているものです。もう、10 年以上にもなります。中退者を減らすという意味では、良い活動では

ないかと思います。

　国士舘大学には、そういう活動に取り組んで行っていますことを一言添えたいと思います。山田先生、

今日は誠にありがとうございました。
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意見交換会風景



54

閉会の挨拶

ＦＤ委員会委員長（副学長）

中島　　徹
（法学部教授）　　　　　　　　　　

　本日は長時間にわたりご参加をいただき、また貴重なご意見をありがとうございます。

　山田礼子先生からは IR について大変明快でわかりやすい基調講演をいただきました。

　すばらしいご講演であったと思います。先生には国士舘大学が直面している中退者の問題についても

章を設けてお話しいただきましたので、今後本学でも生かせるヒントが随所にあったと思います。

　また、法学部の福永先生、経営学部の白銀先生、政経学部の石山先生には、中退者の問題について詳

細なご報告をいただきました。この場をお借りして感謝申しあげます。

　３先生のご報告につきましては山田先生も感心しておられました。山田先生からは「これほどの分析

をしてくださる方々は私の勤務先にもなかなかおりません。やはり誰がやるかということが重要だと思

います」とのお言葉をいただいております。

　今後は、３先生のご報告にありましたような取り組みを全学的に進めること、それも調査だけでなく

分析を進めて、それを生かしていくことが重要であると考えます。

　本日の研修会が、本学の IR の体制の整備、中退者減少のための大きなきっかけとなることを期待い

たしております。

最後に、本日の総合司会を勤めていただきました加藤先生に盛大な拍手をお贈りいたしまして、お

開きといたしたいと思います。

本日は、ありがとうございました。
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基調講演資料
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加藤先生資料
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福永先生資料資料
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石山先生資料
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川島先生資料
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アンケート
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