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金沢大学の将来像と戦略 1/2目次（説明の内容）

◆金沢大学の概要

（１）内部質保証システムとその有効性

◆金沢大学における内部質保証の捉え方

◆金沢大学の目的・理念とその実現に向けた方向性

◆金沢大学の内部質保証システム

◆点検・評価に基づく改革・改善事例

◆まとめ

（２）大学評価の申請、実地調査等に向けた準備



⚫ 所在地（本部） 石川県金沢市角間町

⚫ 学生数 １０，１１１人
学域 ７，７７３人
大学院（博士課程前期・修士課程） １，２９８人
大学院（博士課程後期・博士課程） ９４４人
大学院（専門職学位課程） ５９人
養護教諭特別別科 ３７人

⚫ 学域入学者数 １，７６４人
（北陸３県出身 ４３．７％）

⚫ 学域卒業者数 １，７６８人
累計 ９６，６０９人
学士課程卒業者の約３１％が大学院へ進学

⚫ 教職員数 ２，８７４人
役員 １０人
常勤職員 ２，８６４人
大学教員 １，２３０人 *1

附属学校教員 １０６人
事務職員 ４４７人
技術職員 １，０８１人*2

*1特任教員を含む。 *2看護師を含む。

（他、非常勤職員 １，１０３人）

⚫ キャンパス面積 約２５７万㎡
角間キャンパス 約２００万㎡
宝町・鶴間キャンパス 約１５万㎡

⚫ 附属学校

幼児・児童・生徒数 １，６４３人

⚫ 予算額 ６０，６２２百万円（令和３年度）

⚫ 外部資金 ６，２８１百万円（令和２年度実績）

⚫ 学術論文被引用数（2011.1-2021.2）１６２，００４件

： 国内大学18位、世界1001位

薬学・毒性学分野国内8位 地球科学分野国内10位

神経科学・行動科学分野国内10位

金沢大学の将来像と戦略 1/2金沢大学の概要（基礎データ） （令和３年５月１日現在）
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• 医学類（６年制）
• 薬学類（６年制）
• 医薬科学類
• 保健学類

古代文明・文化
資源学研究所

融合研究域

• 数物科学類
• 物質化学類
• 機械工学類
• フロンティア工学類
• 電子情報通信学類
• 地球社会基盤学類
• 生命理工学類

理工学域(599) • 数物科学系
• 物質化学系
• 機械工学系
• フロンティア工学系
• 電子情報通信学系
• 地球社会基盤学系
• 生命理工学系

医薬保健学域(384)

• 総合教育部

国際基幹教育院

国際基幹教育院

• 人間科学系
• 歴史言語文化学系
• 法学系
• 経済学経営学系
• 学校教育系

• 医学系
• 薬学系
• 保健学系

医薬保健研究域

研究（教員）組織教育組織

人間社会研究域

理工研究域

学域・学類 研究域・系

• 人文学類
• 法学類
• 経済学類
• 学校教育学類
富山大学との共同教員養成課程

• 地域創造学類
• 国際学類

人間社会学域(673)

自然科学研究科(494)

• 数物科学専攻
• 物質化学専攻
• 機械科学専攻
• フロンティア工学専攻
• 電子情報通信学専攻
• 地球社会基盤学専攻
• 生命理工学専攻

• 数物科学専攻
• 物質化学専攻
• 機械科学専攻
• 電子情報科学専攻
• 環境デザイン学専攻
• 自然システム学専攻

博士前期課程 博士後期課程

医薬保健学総合研究科(277)

•医科学専攻 •医学専攻
•薬学専攻

•創薬科学専攻
•保健学専攻

•創薬科学専攻
•保健学専攻

修士課程

博士前期課程
博士後期課程

博士課程（４年制）

研究科
人間社会環境研究科（65）

法学研究科(23)

教職実践研究科(15)

•人文学専攻
•経済学専攻
•地域創造学専攻
•国際学専攻

•法務専攻

•教職実践高度化専攻

•人間社会環境学専攻
博士前期課程 博士後期課程

専門職学位課程

専門職学位課程

先進予防医学研究科(12) • 先進予防医学共同専攻博士課程

新学術創成研究科(40)

博士前期課程

•融合科学共同専攻
•ナノ生命科学専攻

大学院 学士 研究所機構
ｾﾝﾀ-病院等

等

附属病院

新学術創成研究
機構

ナノ生命科学
研究所

ナノマテリアル研
究所

がん進展制御
研究所

先端科学・社会共創
推進機構

環日本海域環境
研究センター

設計製造技術
研究所

• 融合科学系

•法学・政治学専攻修士課程

博士後期課程

•融合科学共同専攻
•ナノ生命科学専攻

• 先導学類
• 観光デザイン学類

融合学域(70)

高度ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
研究所

（）内入学定員数

金沢大学の将来像と戦略 1/2金沢大学の概要（教育・研究組織） ～R4.4.1時点～
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（１） 内部質保証システムとその有効性
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金沢大学の将来像と戦略 1/2金沢大学における内部質保証の捉え方

内部質保証とは？
PDCA サイクル等の方法を適切に機能させることによって、質の向上を図り、教育・学習、その他サービ スが
一定水準にあることを大学自らの責任で説明・証明していく学内の恒常的・継続的プロセス。

大まかに３つのカテゴリーで内部質保証を捉えている

（大学基準協会『大学評価ハンドブック』より）

内部質保証の主たる対象

つまり “教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上の一連のプロセスから成るもの”
教育活動。その中心は、教育の充実と学習成果の向上

➢ 方針等の明確化、関係者の情報共有
➢ 適切な運用
➢ 検証結果の共有

① 大学全体・大学運営
② 教育課程・学位・教育プログラム
③ 科目・授業

◇どのカテゴリーでも以下の要素を持つサイクルが必要

◇どのカテゴリーでも、企画・運用・検証・改善に係る
適切な体制が重要

◇階層化・機能分化等により、多様な視点から
企画・検証することが重要

金沢大学では

➢ 理念・目的が達成されていること
➢ 社会が期待する成果が上がっていること
➢ 適切に遂行されていること
➢ 設置基準等が遵守されていること 等

◇サイクルの工程では、以下の視点が必要

大学改革推進委員会

① 大学全体・大学運営
20年後を見据えた
大学改革の行動計画
【2年毎更新 8年間】

中期
目標・
計画

YAMAZAKI プラン

企画評価会議

6年間で達成すべき
業務運営等に関する

目標・計画
【6年毎更新】

③ 授業

② 教育課程・学位・
教育プログラム

FD 委員会

教育の質的向上【毎年調査】
FD活動指針

教育研究会議 等
部局の自己点検評価【４年一度】

事象に応じ多様な視点で検証しつつ
内部質保証を実行

➢ 検証（評価・分析）
➢ 必要に応じた改善

➢ エビデンスに基づく評価・分析
➢ 組織的な点検
➢ ステークホルダー等意見の反映 等

教育組織の再編
グローバル化 等

成 果



金沢大学の内部質保証システム

階層化された内部質保証推進体制
学 長

教育研究評議会
（構成員）学長・理事・研究域長（学域長） 等
（任務）教育研究に関する重要事項の審議

役 員 会
（構成員）学長・理事
（任務）年度計画、組織設置等

の重要事項の審議

企画評価会議
（構成員）理事・研究域長（学域長）
（任務）全学の自己点検評価の企画・実施

教育担当理事

▽▽学域

国際基幹教育院
◇◇研究域

教育企画会議（構成員）理事・研究域長（学域長）
（任務）教育に係る自己点検評価等、教育担

当理事の所掌に属する重要事項の審議

FD委員会（構成員）学長補佐 学域選出者 等
（任務）教育方法等の調査・検討

部局が実施する活動への支援 等

大学改革推進委員会
（構成員）学長・理事・研究域長（学域長） 等
（任務）大学改革・機能強化に関する事項の審議

○○担当理事

○○企画会議

△△担当理事

等
教育研究会議
（構成員）理事・研究域長（学域長）
（任務）学域・研究科・研究域の教育・研

究に関する重要事項の審議

内部質保証体制概略図

□□研究科

△△企画会議

【全学】
業務運営
全般

【全学】
理事・
副学長
所掌事項

【部局】

内部質保証の推進に
責任を負う全学的な組織

教学マネジメント
センター

教育に特化した
全学的内部質保証

連携

教学における内部質
保証を強化

R3.4～

(教育、研究
国際 等)

大学改革推進委員会・企画評価会議
を中心とした複層的な内部質保証シ
ステムにより全学的組織・部局等が
連携しながら内部質保証を推進 6

階 層



各内部質保証システムが連関し、部局個々の改善に加え、
大学全体の業務改善・大学改革を推進。
その結果、教育組織改革等が結実。

Ⅲ ステークホルダーの意見
（学生、保護者、企業、高校関係者、自治体等）

Ⅱ 第三者機関による評価

Ⅰ 自己点検評価

部局に
おける
自己点
検評価

金沢大学における内部質保証システム

国立大学法人評価 認証評価

全学的な自己点検評価

ステークホルダー協議会

金沢大学の内部質保証システム

全体的な内部質保証の構造

評価・改善

報告

評価・改善報告

情報公開

情報公開 評価・意見
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大学改革推進委員会

①YAMAZAKIプラン
フォローアップ

企画評価会議

④機関別認証
評価基準

③基本データ分析

②年度計画の
実施状況

FD委員会

⑤FD報告書

②中期目標・中期
計画の達成状況



金沢大学の内部質保証システム

大学改革推進委員会における自己点検評価

YAMAZAKIプランの実施状況を定期的に確認し状況に応じた改善や次期計画の見直しを実行することで
迅速な大学改革の展開を目的とする。
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報告

各担当理事・部局

大学改革推進委員会

実施
状況
確認

YAMAZAKIプラン2014

新YAMAZAKIプラン2018
～革新を追い風に、世界を牽引する国際的な教育研究拠点へ～

YAMAZAKIプラン2016
～超然として世界に輝く真の｢グローバル大学｣を目指して～

YAMAZAKIプラン2020 Next Stage

☞ 社会システムの大変革を視野に、第4期中期目標期間への
架け橋となるYAMAZAKIプラン2020 Next Stageを策定

☞ 自己点検結果や産業構造・社会的要請の変化を踏まえ、
新YAMAZAKIプラン2018を策定

☞ 目標、戦略、施策などを点検評価し、
新たな改革の行動計画としてYAMAZAKIプラン2016を策定

■戦略１ 研究の先鋭化と新たな強みとなる新領域・
融合分野の創出による世界的研究拠点の形成

■戦略２ グローバル社会の中核的なリーダーとして
活躍する｢金沢大学ブランド｣人材の育成

VisionⅢ 大学院教育の高度化と国際化
VisionⅣ 学士課程教育改革とイノベーション人材の育成
VisionⅤ 新たな価値を創造する人材の育成に向けた

高大接続改革と入試制度改革
VisionⅥ 徹底した学生支援

■戦略３ 国際的な連携ネットワークの形成と頭脳
循環の推進

VisionⅦ 国際協働ネットワークによる教育・研究活動に
おける高度なモビリティの推進

■戦略４ 世界と地域との環流による社会貢献・社会実装
■戦略５ 積極的なガバナンス改革による戦略的

マネジメントの推進
■戦略６ 高度臨床研究の展開と中核的な医療拠点と

しての機能強化に向けた附属病院改革
の推進

① YAMAZAKIプランのフォローアップ



金沢大学の内部質保証システム

企画評価会議による自己点検評価

② 中期目標・中期計画の達成状況に係る自己点検評価
年度計画の実施状況に係る自己点検評価

各部局からの実施状況・達成状況報告を基に「自己点検評価書」を作成

部局

企画評価会議

中期目標・中期計画の達成に向け、その達成状況と、工程となる年度計画の実施状況について
自己点検を行った上で、必要な改善を行うことを目的とする。

評価結果を判断理由とともに提示 実施状況を自己評価し報告

中期目標・中期計画、年度計画の
実施状況（達成度）を4段階で評価

Ⅳ：年度計画を上回って実施している
Ⅲ：年度計画を十分に実施している
Ⅱ：年度計画を十分には実施していない
Ⅰ：年度計画を実施していない
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●評価結果がⅠ、Ⅱの場合は、
改善措置を講ずるとともに
次期の年度計画も必要に応じ補正

●評価結果がⅣの場合等も
次期の年度計画を必要に応じ補正



金沢大学の内部質保証システム

企画評価会議による自己点検評価

評価項目 データ 評価基準

基礎項目
設置基準や認証評価等大学が有すべき
基礎的な要件

専任教員数
収容定員充足率 等

一定数値以上

重点項目
本学の個性の伸長に向けた中期計画に係る
KPIなどの数値データ（経年変化を確認）

アクティブラーニングの活用

科研費獲得状況 等
前年度実績値以上

確認項目
上記二項目以外で、状況を把握すべき事項
（経年変化を確認）

TA・高度TA 活用状況 等 評価しない

③ 基本データ分析による自己点検評価

各部局からデータを収集した上で分析し、「基本データ集」「自己点検評価書」を作成

部局

企画評価会議

大学が有すべき基礎的な要件を確認するとともに、個性の伸長に向け
大学における基礎的なデータ、中期計画に係るKPIなどの数値データについて自己点検を行った上で
必要な改善を行うことを目的とする。

分析結果を提示
改善計画書を提出
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自己点検評価の項目と評価基準



金沢大学の内部質保証システム

企画評価会議による自己点検評価

④ 機関別認証評価における自己点検評価

学校教育法で義務付けられている認証評価を受審するにあたり、
評価機関の定める基準により自己点検評価を行い、教育研究等の総合的な質保証を
推進することを目的とする。

認証評価部会において各部局等から情報収集の上、
「自己点検評価案」を作成し、企画評価会議にて審議。
各基準について自己評定を行う。

部局

企画評価会議

点検・評価

自己点検
評価書等
の提出

認証評価
機関

情報提示
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点検・評価結果を踏まえ
必要な改善を実施

評価結果



金沢大学の内部質保証システム

FD委員会における自己点検評価

教育企画会議の下、FD委員会を中心に
各部局におけるFD活動等の情報を収集した上で点検評価を行い、
報告書を作成・公表することで教育に特化した全学的内部質保証の推進を目的とする。
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⑤ FD報告書（FD活動）



点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例

企画評価会議

FD委員会

【自己点検】 ・中期計画の達成度
・入学者の状況、留学生数、アクティブラーニングの状況 等

【自己点検】 シラバス、授業方法、成績評価基準 等

大学改革推進委員会
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事象に応じ、多様な視点で 階層的・組織的な自己点検を行い
YAMAZAKIプラン等で明示した上で組織的に改革・改善を実施

【YAMAZAKIプランの明記】 ➢ 金沢大学〈グローバル〉スタンダードの策定
➢ 国際基幹教育院の創設
➢ クォーター制の導入
➢ 教育組織改革（新学域・新学類の創設、既存組織の再編）
➢ 教育の質保証
➢ 多様な人事制度の構築・運用
➢ 社会連携、多様な財源の確保、研究力強化 等

【自己点検】 構想の進捗 等

【中期計画の明記】 ➢ 金沢大学〈グローバル〉スタンダードの策定
➢ 国際基幹教育院の創設
➢ 教育組織改革（新学域・新学類の創設、既存組織の再編）
➢ 多様な人事制度の構築・運用
➢ 社会連携、多様な財源の確保、研究力強化 等



点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例

各人の立ち位置に課された人類の一員としての自己の使命を国際社会で積極的に果たし、知識基盤社会の中核的な
リーダーとなって、常に恐れることなく現場の困難に立ち向かっていける能力・体力・人間力を備えた人材を育成する。

金沢大学＜グローバル＞スタンダード

専門知識と課題探求能力、
さらには国際感覚と倫理観を有する人間性豊かな人材の育成

金沢大学憲章で掲げる教育目標

グローバル化が不可逆的に進行する現在の国際社会において大学憲章に掲げる
基本的な教育目標を実現するために、本学が育成する人材の具体的な姿を明示

具体化

1.
自己の

立ち位置を
知る

2.
自己を知り

自己を
鍛える

3.
考え・

価値観を
表現する

4.
世界と

つながる

5.
未来の課題に

取り組む

6.
新しい社会
を生きる

共通教育科目の抜本的な見直し（GS 科目への再編・集約）
独自の「グローバル人材スタンダード」に基づく質の高い教育の提供

14

➢ 金沢大学〈グローバル〉スタンダードの策定

※ 第３期（4年目修了時評価）中期目標の達成状況に関する評価「優れた実績を上げている」と評価
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グローバル社会で活躍するための
基盤となる“人間力”の醸成が必要

共通教育科目1,100科目を、GS科目30科目に集約
全ての学生が学士課程教育の基盤となる幅広い豊かな教養を学修

課題認識
文理問わず必要な科目を履修
「アラカルトから体系的なメニューへの移行」

※ 第３期（4年目修了時評価）中期目標の達成状況に関する評価「優れた実績を上げている」と評価

点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



１．金沢大学＜グローバル＞スタンダードに基づく３ポリシー（AP、

CP、DP）の策定

２．AP、CP、DPの実現を学修環境面から支えるバックアップ・ポリシー

（BP）の策定

３．カリキュラムマップ・カリキュラムツリ－の作成

４．授業評価（学習目標・学習成果達成度自己評価）アンケートの実施
学習目標 授業科目別

学習成果 シラバス、カリキュラムマップ記載の学習成果

改善報告はFD委員会に報告されるとともにFD活動報告書に掲載

５．厳格な成績評価のためのルーブリック活用

授業科目ルーブリック作成依頼、教務システムでのルーブリック実装

６．総合的な教学の質保証のさらなる強化

教学マネジメントセンターの創設（R3.4）

教育質保証及び学習成果測定の取組（概要）

16

点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



１．３ポリシー（AP、CP、DP）

17

平成 28 年３月 31 日公布、平成 29 年４月 1 日施行の
「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」による

３つのポリシーの策定公表の義務化以前である
第２期中期計画において、３ポリシーの策定を明記し

全国に先駆けてその策定・公表を実施。
同省令の施行に際し、

全学で３つの方針の整合性、一貫性について見直しも実施。

➢ 学士課程：各学類
➢ 大学院課程、専門職学位課程：各専攻 等

教育組織や授与する学位に応じ設定

３ポリシーの設定

➢ Web サイト
➢ 学域・研究科における各種刊行物 等
➢ 入学時オリエンテーション等でも周知

３ポリシーの公表

点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



２．バックアップ・ポリシー（BP）

18

平成 29 年度に
学生支援に特化した長期的な方針として

「金沢大学バックアップポリシー」を制定

➢ 学修支援
➢ キャリア形成支援
➢ ヘルスケア支援
➢ 障がい学生支援
➢ 性的マイノリティ支援 の５つの方針

ポリシーの内容

➢ Web サイトポリシーの公表

さらに FD・SD活動の実施、支援介入度の基準設定などの全学的な支援体制の整備により、
上記の５つの支援に携わる教職員、支援学生スタッフ等、すべての支援担当者が行う
持続可能で質の高い活動を支援

点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



３．カリキュラムマップ・カリキュラムツリー

例：カリキュラムマップ（国際学類・国際社会コース）

例：カリキュラムツリー（国際学類・国際社会コース）

19

◇カリキュラム・マップにより、学習成果の達成にどの授業科目が寄与するかを明示

◇カリキュラム・ツリーにより、
学習成果の達成に向けて
どのような授業科目が連携し
年次配当しているかを明示

◇第2期中期目標期間中にいち早く着手
その後順次見直しを実施

点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



４.授業評価アンケート

20

◇授業評価アンケートにより、学習成果の分析、教育改善等を実施

点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



シラバス記載の 評価方法・割合 「S（達成度90-100%）」 「A （同80-90%未満）」・・ 、
試験 80％ 出席 20% などでは、「どのような成績評価を行っているのか」に答えているとは
言えない面がある。

成績評価基準

（試験問題・
課題）

成績分布

大学内の全教員が
あるタイプの分布
を共有・参照し、
成績評価基準の
検証・改善の
サイクルを回す

求める知識や
能力の獲得の程度、
あるいは
それら知識・能力が
獲得されたことを示す
パフォーマンス
について記述

５．厳格・公正な成績評価に向けて（ルーブリック作成）

背景：大学教育の質保証・可視化は避けられない情勢
目的：各授業科目でどのような成績評価を行っているのかを

「成績評価基準の明文化・公表」によって明らかにしようとするもの

21

◇平成30年度に、全学的に絶対的評価基準を定めた「科目ルーブリック」の
導入を決定。順次、対象科目を拡大。

点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



ルーブリックの一例

22

点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



１．成績評価項目を明確化。
成績評価項目は、試験、レポート、授業内活動の評価などによって
評価しようとする知識、能力、あるいはそれら知識・能力があることを示す
具体的なパフォーマンスを記述。

２．成績評価項目のそれぞれについて、
多段階の達成度を設定し、どの段階に達しているかを評価するため、
各段階の基準（成績評価基準）を文章化。
各段階に対応する知識や能力の獲得の程度、パフォーマンスの状況を記述。
評価項目ごとの達成段階の総和から(S、A、B、C、F)を決定。

注釈）ルーブリック：成績評価項目と成績評価基準とをマトリックスの形に整理したもの。

アメリカの大学でのルーブリックの参照モデル：VALUE Rubric  
Association of American Colleges & University

https://www.aacu.org/value-rubrics

ルーブリックにおける成績評価基準の明文化
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点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



ルーブリック作成手順
１） 頭の中にある作問・作題の意図、評価の意図を
成績評価基準として明らかにする。
（こういうことは最低限理解してほしい、できれば理解したことをこのように
応用できてほしい等）

２） 評価項目数、達成度の段階数は授業の特性に応じて設定する。

３） まずは、既存の試験問題・課題から逆向きに成績評価基準を
文章化する。

４） 明確化された成績評価基準への到達を評価できる
適切な試験問題・課題を設計する。

厳格な成績評価に向けて（ルーブリック作成手順）

24

点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



（目的）
【１】本学全体、学域・研究科等における学位プログラム及び授業科目レベルでの内部質保証の

仕組みを確立
【２】学修者本位の教育の実現を図るための教育改善に取り組むとともに、
【３】教育方法、教育システム及び教育支援等の高等教育に係る調査研究・開発を行い、
もって本学の教育の充実・発展と学修の充実を図り、本学が掲げる基本理念及び目標の実現に資する

学域・学類、研究科、国際基幹教育院

教育・高大接続担当理事・副学長

学術メディア
創成センター

教学マネジメントセンター
(Center for Management of Teaching and Learning )

教育企画会議

FD委員会 教務委員会

TLセンター運営会議

連携 連携

連携

連携

支援

教学IR、 教育DX     FD・SD 

６．教学マネジメントセンターの創設（R3.4）
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◇さらなる質保証機能強化に向けて、令和3年度に、教学マネジメントセンターを創設

点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



リサーチプロフェッサー制度

・教員が研究に専念できることを可能とする「リサーチプロフェッサー制度」を導入。

教員配置計画

学長のリーダーシップの下、本学の大学戦略を踏まえた教育研究体制を整備し、改革を推し進めるため、
学長を議長とする教員人事戦略委員会にて、研究域、国際基幹教育院、研究所、センター等ごとの教員配置計画を策定。

次世代を担う優秀な研究者の確保・育成

➢ 卓越研究員制度の活用 ➢ テニュア・トラック制度の活用

➢ 女性研究者支援

【女性研究者割合】16.2％ （H26）→18.5％（R2）

招へい型 RP   Jean-Pierre Sauvage氏 ノーベル化学賞を受賞（2016）

若手型:１４名 招へい型:６名 登用型:８名 拠点型:２５名 （R2.3.31時点）

採用者数 東京大学に次いで全国第２位

・優れた若手研究者を確保するため、
文部科学省卓越研究員事業を活用。
・平成28年度から令和２年度までの間に
計16名採用。

・若手研究者の自立と活躍を後押し。

・優秀で世界的な競争力と実績のある人
材を即戦力で採用が可能。

・優秀な女性研究者を確保するため、女性限定公募やダイバーシティ研究環境実現
イニシアティブ（牽引型）の取組を活用。
・子育て、介護中における研究活動の支援として、研究補助業務を行う研究パートナー
の雇用経費を助成する研究パートナー制度により支援。

理工研究域では採用時に原則すべて適用

業績評価に基づく給与処遇への反映

全教員※を対象として、業績の評価を実施し、
給与処遇に反映。降号や降任の制度も導入。

※Ｒ2年度評価実施教員数
（全評価期間を在籍した者に対して実施）
・月給制：751名
・旧年俸制（Ｈ27年度制度導入）：166名
・新年俸制（Ｒ1年度制度導入） ：41名

第３の年俸制の導入（令和４年度適用開始）

教員評価の給与処遇への反映を複数年ごとに
実施する新たな年俸制の導入を検討中

専門業務職員の配置

業務内容に係る専門的知識又は業務経験を
有する職員を年俸制で雇用

（URA、コンテンツデザイナー等）

国際競争力の低下
若手・女性研究者等の育成 など 世界最高水準の研究拠点を目指し、研究実施体制を強化

第3期中期目標課題を踏まえた
目標の策定

計画的な教員配置の下、多様な人事制度運用や業績評価制度の
導入等により人材のパフォーマンスを最大化

課題
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改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



多様な財源の活用による教育研究施設の整備

金沢大学・HONDA ESTILO(株)・金沢市の協働による

「金沢大学スポーツ･地域活性化ドリームプロジェクト」

・ 平成28年SOLTILO株式会社及び金沢市と「金沢大学スポーツ・地域活性化ドリームプ
ロジェクト」を締結。SOLTILO株式会社が総工費約３億円を負担屋外運動施設（グラウン
ド）を再整備。地域の子供たちを対象とした スポーツ教室やイベント会場と して広く提供。

理工学域能登海洋水産センター

民間企業・地方自治体と協働した新たな地域連携・施設整備のモデルケースを提示！

新産学協働研究所（仮称）

・能登町からの事業費約6.2 億円の出資により「理工学域能登海洋水産センター」を整備
・令和２年度には、泊まり込みで研究に専念できる宿泊棟を整備▲

▲

地方自治体と協働した地域産業創出に向けた研究拠点に

理工学域生命理工学類の教育拠点に

地方自治体と協働した地域産業振興のモデル

・株式会社ダイセルから約30億円の出資を
受け産学連携研究棟の整備を開始

・関連する企業や大学、研究機関と連携した

バイオマス研究の世界的な拠点形成を目指す

民間企業と協働した産学連携の新値創造モデル

強み・特色のある分野への資源の重点配分による研究力強化

超然プロジェクト

先魁プロジェクト

自己超克プロジェクト

本学に優位性のある研究領域を重点的に支援
→ ナノ生命科学研究所（WPI拠点）、ナノマテリアル研究所 設置

次世代を担うことが期待される研究グループの育成を目指す。

研究者自らの斬新な発想に基づき、

これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換
させる志向性がある研究課題を支援することで、
次世代中核人材を発掘・育成を目指す。

科研費採択件数・
金額の増加

URAや役員による
科研費採択支援

国からの交付金に頼らない自己収入の確保
社会との連携強化 多様な財源を確保し、自己収入の増加に努める

第3期中期目標課題を踏まえた
目標の策定

課題

社会連携による多様な財源の確保と戦略的資源配分による研究力強化

Ⅰ 自己点検による評価と改善

国立大学法人評価 評価結果に基づく課題設定と改善
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改革・改善事例

Ⅰ 自己点検による改革・改善事例



学生の受け入れ課題

人間社会学域法学類および医薬保健学域保健学類の編入学における入学定員充足率

学類 項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

入学者数
（３年次） 5 5 6 5 8

入学定員
（３年次）

10 10 10 10 10

入学者数
（３年次） 20 16 18 13 13

入学定員
（３年次） 30 30 30 30 30

改善に向けて

〈編入学〉 過去５年間の
平均入学定員充足率

法学類

保健学類

0.58

0.53

人間社会学域法学類

✔ 入試時期・出願資格の見直し

✔ 編入学定員の見直し

・R２年度 志願倍率 2.0倍
・入学定員充足率 0.8

R5R4 R6

10名 5名 募集停止

医薬保健学域保健学類

✔ 編入学定員の見直し
R4

30名
R5

20名

点検・評価に基づく改革・改善事例

Ⅱ 第三者機関の評価による改善事例
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◇国立大学法人評価の評価結果を踏まえ、改善策を実施



指摘された課題事例

①授業各回の概要や授業時間外学習等、
内容の記載が不十分なシラバスが
散見される

・企画評価会議のデータ分析による自己点検評価において、重点項目に
「授業時間外学修時間」の項目を追加し、経年変化を確認

・評価基準を満たさない等により改善が必要な場合には、
当該組織において改善方策を実施

対応

見直し体制

・FD 委員会が行う自己点検評価においてシラバス改善のための取組みの実施状況を確認

Ⅱ 第三者機関による評価と改善

機関別認証評価 評価結果に基づく課題設定と改善
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②学生の授業時間外学習時間について、
実態を的確に把握した上で、
確保に努める必要がある

①教育担当理事の下、
各部局へシラバスの記載徹底を図り、
適切な記載に改善

②学生生活実態調査に
「学習時間」の設問項目を新設し、
実態を的確に把握できる仕組みを構築

◇機関別認証評価（H26実施分）の評価結果を踏まえ、改善策を実施

改革・改善事例

Ⅱ 第三者機関の評価による改善事例



多岐にわたる大学の取組みに関する情報公表

• 多様なステークホルダーに支えられる国立大学として、大学経営、教育・研究・社会連携活動等に
関する様々な情報を分かりやすく発信することが必要。

• 多岐にわたる活動それぞれに関わるステークホルダーに応じた情報公表の取組みを通じて、
大学への理解と信頼を獲得。

ステークホルダー協議会の開催

新入生の保護者懇談会の開催
平成29年度から、本学の学域/学類1年生の保護者の方を対象として、
各学類の教育、進路状況等について説明し、
本学の教育における基本方針等の理解を図る「新入生の保護者懇談会」を開催。
学生の大学生活が有意義なものになるよう、保護者との連携、信頼関係を構築。

（左）配付している小冊子「私たちの金沢大学」
（右）ステークホルダー協議会の様子

Ｈ28年度評価に際し、国立大学法人評価委員会から、
各法人の優れた点や強み・特色が発揮されている点が認められ、

かつ、成果が確認できる「注目すべき点」として高く評価

平成27年度から、自治体・企業等関係者、地域住民、高校等教育機関、
卒業生、在学生、保護者等のステークホルダーが一堂に会する
「ステークホルダー協議会」を継続的に実施。
本学の教育・研究及び運営状況等を報告した上で、意見や
要望等を伺い、大学運営等の改善及び機能強化に反映。

[意見・要望等を踏まえた取組みの一例]
・国際協力機構（JICA）との連携協定締結

・地域創生に資する人材の育成

・学生・留学生宿舎の居住環境の充実

・産学官金連携プラットフォーム「北陸未来共創フォーラム」 など

改革・改善事例

Ⅲ ステークホルダーの意見の反映

30



今後に向けて

• 金沢大学では、理念・目的の達成に向け、学長プラン、中期目標・中期計画等の方針

に基づき組織的に改革・改善に取り組んでいる。

• 大学改革推進委員会、企画評価会議を中心とした内部質保証システムにより、

部局における改善はもとより、大学全体の業務改善、改革、機能強化が図っている。

• 認証評価、国立大学法人評価など第三者機関による評価に加え、ステークホルダー

の意見も、業務改善、改革、機能強化に反映させている。

• 教育の質保証においては、改組等の抜本的改革に加え、FD委員会を中心として、

授業方法の改善や厳格な成績評価に取り組んできた。

• 一方で、2021年度機関別認証評価について、基準４においていくつかの改善事項・是

正勧告を受けるなど、教育の内部質保証について、全学的な体制の強化の必要性を

強く認識した。

• 今後は教学マネジメントセンターを中心に、学域・研究科等における学位プログラムの

全学的な内部質保証体制を強化。
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（２）大学評価の申請、
実地調査等に向けた準備



（２）大学評価の申請、実地調査等に向けた準備
①前年度から大学評価実施年度にかけてのスケジュール
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なぜ、大学基準協会で受審することにしたのか

令和２年度に実施された第３期中期目標期間の国立大学法人評価
（４年目終了時評価）において、中期目標の達成状況に加え、
「学部・研究科等の現況分析（教育・研究）」について、
大学改革・学位授与機構による評価を受審

⇒ 学長より、認証評価機関について、ゼロベースで検討するよう指示

機関別認証評価においては、２度（平成１９年度、平成２６年度）とも、
大学改革支援・学位授与機構で受審

法科大学院においても、これまで３度（平成19年度、24年度、29年度）の
認証評価を大学改革支援・学位授与機構で受審

令和２年度以前では、国立大学では宮城教育大学のみが
大学基準協会で受審

○ これまでの本学の受審実績



（２）大学評価の申請、実地調査等に向けた準備
①前年度から大学評価実施年度にかけてのスケジュール
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なぜ、大学基準協会で受審することにしたのか

○ 受審機関選択の際の観点

公私立大学の認証評価の実績が豊富な大学基準協会で受審することにより、
本学の新たな課題・特徴が見えてくるのではないか。
⇒ 多様な視点での評価の必要性。

自己点検評価書において、評価項目ごとに文章で記載することができ、
本学の質保証・大学改革に係る取組について、背景・特徴を含め十分に示
すことができる。
⇒ 認証評価を通じた大学全体の業務改善・大学改革の推進。

提出する根拠資料、データについて、大学基準協会で受審することにより、
半分以下に抑えることが可能。
⇒ 受審料も含めたコストの削減。

上記の観点から、総合的に判断し、大学基準協会での受審を決定
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自己点検・評価及び点検・評価報告書作成のスケジュール

令和２年秋頃まで、第３期中期目標期間の国立大学法人評価（４年目終了時評価）
の対応を行っており、令和２年秋頃から機関別認証評価に係る準備に着手

内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織である企画評価会議に
作業部会「認証評価部会」（教員５名、職員２名で構成）を設置し、
部会のもと、担当事務部門である企画評価室が点検・評価報告書の作成を担当

中期目標・中期計画の達成状況に係る自己点検評価、

年度計画の実施状況に係る自己点検評価、基本データ分析による自己点検評価、
YAMAZAKIプランフォローアップ、国立大学法人評価、各種認証評価等により、
長年にわたり、全学の取組・データ等が企画評価室に蓄積されていた。

そうした各種資料・データを活用し、企画評価室において、たたき台を作成し、
必要に応じて、各部局等に内容確認、追加データ・資料の提供を依頼する形で、
点検・評価報告書を作成。質問事項への回答についても、同様に対応。

（２）大学評価の申請、実地調査等に向けた準備
①前年度から大学評価実施年度にかけてのスケジュール

例年実施してる自己点検・評価等の積み重ねが、スムーズな認証評価
対応につながった
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・面談、学生インタビューの出席者の調整、その他、会場や機器等の準備など

【面談・学生インタビュー】
・大学における研究力の強化に関して、
「リサーチプロフェッサー制度」の「若手型」に起用されている教員（２～４名）

・教育研究活動を支援する環境の整備について
TA、RA、ALAの運用に携わっている教職員（３～４名）

・学生支援について
KUGSサポートネットワークの各部門の責任者・担当者（２～４名）

・大学運営について
ステークホルダー協議会の事務局（２～４名）

・学生インタビュー（４～６名）
TA、RA、ALA経験のある学生・ チャットボットシステムを利用したことのある学生

⇒コロナ禍のため、出張や留学等で不在の教職員・学生がほぼおらず、
調整はスムーズに行うことができた

【会場・機器等の準備】

• 実地調査３週間前にオンライン形式となったが、ハイブリッド方式を前提に準備を進めて
いたため、特段混乱等は生じなかった。調査当日も回線等の不具合もなく、スムーズに進
行することができた。

（２）大学評価の申請、実地調査等に向けた準備
②実地調査に向けた準備について

令和３年８月30（月）、31日（火） オンラインによる実地調査



まとめ

• 金沢大学では、多様な視点での評価等の観点から、大学基準協会による認証

評価を受審した。

• これまでの自己点検評価、国立大学法人評価、認証評価等の積み重ねにより、

比較的スムーズに認証評価を受審することができた。

• 今般の認証評価において、大学院課程を中心にいくつかの改善すべき課題を

指摘いただくことができた。学位プログラム単位の統一的な観点での内部質

保証が、学士課程と比べてやや不足していたことを認識することができた。

• 一方で、学生支援や教育研究等環境について高い評価を受けたことで、本学

の取組が特徴的な取組であることを認識することができた。

• 認証評価においてご指摘頂いた課題等について、今後も内部質保証の取組

を通じて、問題点等を解決するとともに、大学の特徴を活かした各種取り組み

を進めてまいりたい。
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