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今年度の大学評価の概要 
受審大学 27校（私立大学22校、公立大学5校） 
 適合 25校、 保留 ２校※ 
 

※保留の要因（重大な問題があるが、改善が見込める） 
 専任教員数不足（設置基準の遵守） 
 学生定員管理の問題 
 内部質保証システムの問題 

 
再評価大学 １校 
 適合 １校 
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第３期大学評価のポイント 
大学基準の改訂 
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１．理念・目的 １．理念・目的

２．教育研究組織 ２．内部質保証

３．教員・教員組織 ３．教育研究組織

４．教育内容・方法・成果 ４．教育課程・学習成果

（２）教育課程・教育内容

（３）教育方法

（４）成果

５．学生の受け入れ ５．学生の受け入れ

６．学生支援 ６．教員・教員組織

７．教育研究等環境 ７．学生支援

８．社会連携・社会貢献 ８．教育研究等環境

９．管理運営・財務 ９．社会連携・社会貢献

（１）管理運営

（２）財務

10．内部質保証 10．大学運営・財務

（１）大学運営

（２）財務

第３期の大学基準

（１）教育目標、学位授与方針、
　　　教育課程の編成・実施方針

現在の大学基準

６ 教員・教員組織 ７ 学生支援

３ 教育研究組織

２ 内部質保証

１ 理念・目的

教育課程の編成

・実施方針

学生の受け入れ

方針
学位授与方針

５ 学生の受け入れ４ 学習成果

９ 社会連携・社会貢８ 教育研究等環境

10 大学運営・財務

４ 教育課程

 第２期の大学基準  →    第３期の大学基準  



第３期大学評価のポイント 
内部質保証の重視と全学的観点からの評価 

内部質保証を重視（基準２） 
•  大学がいかなる仕組みで内部質保証を担保し、その仕組みが恒常的
かつ有効に機能しているか 

•  外部評価者等の意見をどのように取り入れているか 
 

全学的観点で評価 
•  大学（執行部）が全学的に教育研究をマネージメントしているか 
•  各学部・研究科の自己点検・評価が前提であるが、認証評価に合わ
せて実施することを求めている訳ではない 
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第３期大学評価のポイント 
全学としての教学マネージメントと内部質保証 
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大
学
評
価

システムが有効に機
能しているか？

＝教育の質の向上
が図られているか

内部質保証
システム



【基準２】内部質保証における提言の目安 
内部質保証体制の整備に関して 

【是正勧告】 
内部質保証にかかる体制が整備されておらず、検討もされていない。 
内部質保証にかかる体制に関する権限・役割が定められていない、または定められているも
のの重度な不備が見られる。 
 
【改善課題】 
内部質保証推進組織は整備されているが、内部質保証にかかる他の組織との連携が不十
分である。 

内部質保証にかかる体制に関する権限・役割が定められているものの軽度の不備が見られ
る。 
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2018年度大学評価結果から① 
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【基準２】内部質保証における提言の目安 
内部質保証システムの有効性に関して 

【是正勧告】 
各学部・研究科の自己点検・評価結果に基づいて、内部質保証推進にかかる組織（全
学組織）における改善のための検討が行われていない。 

文部科学省、認証評価機関からの指摘への対応が行われていない。 
 
【改善課題】 
各学部・研究科の自己点検・評価結果に基づいて、内部質保証推進にかかる組織（全
学組織）における改善のための検討が行われているものの、改善へのフィードバックが不十
分である。 

内部質保証推進組織等の各学部・研究科に対する教学マネジメントが整備されていない。 
 各学部・研究科のPDCAサイクルに対する全学推進組織のマネジメント 
 各学部・研究科の自己点検・評価結果を踏まえた改善支援 
文部科学省、認証評価機関からの指摘への対応が行われているが不十分である。 
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2018年度大学評価結果から② 
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2018年度大学評価結果から③ 
内部質保証に関する共通課題 

 各組織の役割の明確化 
※特に、内部質保証の推進に責任を負う組織の権限や役割 
 

 自己点検・評価のプロセスの明確化 
※特に、各学部・研究科の自己点検・評価をもとに全学的な観点によ
る自己点検・評価をとりまとめるプロセス 
 

 自己点検・評価した結果を改善につなげる取り組み 

10 



第３期大学評価のポイント 
学習成果向上のための取組み 

 学習成果に関する「基準」とその変化

・・・・・・・学習成果のより一層の重視へ

＜第２期＞
大学は、学
習成果を的
確に評価す
るために、そ
の評価方法
や評価指標
の開発に努
めなければ
ならない。

＜第３期＞
大学は、学位授与方針に示した知識、技能、
態度等の学習成果を学生が修得したかどうか
を把握し、評価することが必要である。そのた
めに、学習成果を様々な観点から把握し評
価する方法や指標を開発し、それらを適用す
る必要がある。
大学は、教育課程及びその内容・方法の適
切性について定期的に点検・評価し、その結
果を改善・向上に結びつける必要がある。そ
の際、把握し、評価した学生の学習成果を
適切に活用することが重要である。

11 



12 

 どのような方法と指標で測定しているか。 
   測定方法・・・学習成果を測定するためのツール 
         例）学生ポートフォリオ、学生アンケート、統一試験、ルーブリック等 
    測定指標・・・知識・能力が身に付いたかを判断するものさし 
         例）試験◯点以上、「◯◯◯ができる」といった条件等  
     

    ※DPに示した学習成果の測定方法として適切か。 
       ※複数のツールで、多角的に測定することが必要。 
 
 

 どのように結果を教育の改善・向上に活かしているか。 
 

  ※どのような学習成果が表れているかではなく、どのように学習成果の測定に取り
組んでいるのか、その結果をどのように教育改善に活かしているのかを評価。 

第３期大学評価のポイント 
学習成果向上のための取組み 



第３期大学評価のポイント 
内部質保証の実質化と学習成果 

13 

 学位授与方針に定めた学習成果の把握と評価を実施しているか 
 把握・評価した結果を、教育活動の改善・向上を図るための重要な情報として活用
しているか 
※ １度限り、散発的でなく経年的・計画的に実施していることが理想 
※ 学部・研究科等と全学組織の役割分担・連携が重要 

 
 

例）  
• 全学内部質保証推進組織による成果把握・評価の方法等の開発又はその支援 
• 学部・研究科による把握・評価結果の分析とそれに基づく改善措置、それに対する全学的
な内部質保証の推進に責任を追う組織による支援 

学部・ 
研究科等 

全学的な内部質保証の推
進に責任を負う組織 

相互の役割分担・ 
連携が重要 



2018（平成30）年度大学評価結果から④ 
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※『測定』において、 
「取組みはあるが不十分」 
「検討中であり取り組んでいない」 

は改善課題 
（「全く取り組んでいない」は是正勧
告） 
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2018年度大学評価結果から⑤ 
学習成果の把握・評価に関する共通課題 

※科目ごとの成績評価（ＧＰＡの導入）や国家試験の合格率を用いた指標開発に
留まっているだけでは、「学位授与方針に示した学習成果」の把握・評価としては不十
分であることから、改善課題を指摘したケースも多く見られた。 
 

 学位授与方針との関連性 
 測定方法の多様性の確保 
 把握した結果に関する評価の実施 
 教育改善への活用 
 

※内部質保証の目的の中心は、教育の充実と学習成果の向上にあるといえる。 
→学習成果を把握し、教育改善へ活用することは内部質保証システムを運用するにあ
たって重要な要素となる。 
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事例報告校の取り組み 
淑徳大学（千葉県） 
大学の概要 

• ６学部、２研究科 
 

内部質保証に関する取り組み 
• 質保証体制を強化すべく「内部質保証推進委員会」を設置し、内部質保証シ
ステムを構築し、現在移行期にある。 

• 学習成果の把握・評価に向けてアセスメントプランを策定し、全学及び各学部・
学科においてルーブリックの活用を促進。 
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事例報告校の取り組み 
立命館大学（京都府） 
大学の概要 

• 15学部、22研究科 
 

内部質保証に関する取り組み 
• 全学的組織と各学部・研究科等が３階層で連携する体制を構築。 
• 「教学ガイドライン」全学的な教学改革・改善・実施・検証の方向性を明示。 
• 外部有識者による内部質保証システムの検証、学部・研究科ごとの専門分野
別外部評価等、学外者の目を入れる取り組みを実施。 
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