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巻　頭　言

高等教育開発センター　センター員　天野　勝文

IR活用のヒント〜教育・学生指導に関してどのようなデータを集め活用しているか〜

　2018年11月6日に「IR活用のヒント〜教育・学生指導に関
してどのようなデータを集め活用しているか〜」と題する高
等教育開発センター主催のシンポジウムが教職員を対象に相
模原キャンパスにおいて開催されました。
　「IR」とは「Institutional Research」の略です。一般的に「IR」
活動は，1 ）教育研究・経営・財務情報など大学の諸活動に関
する情報の収集と蓄積，2 ）学生の学習成果など教育機能につ
いての調査分析，3 ）大学経営の基礎となる情報の分析などを
通じて，大学の自己評価や意思決定に寄与する活動ととらえら
れています。2015年度時点では，全国の約3割の大学で，IR部
署が設置されているとのことです。
　「IR」に関しましては，昨年11月にも「IRの必要性とその役
割」と題した講演会を，神奈川工科大学の先生方を講師として
お呼びして開催しておりますので，今回が2回目の開催という
ことになります。
　高等教育開発センターでは今年の8月に各部門に対して，

「IR」活動状況に係るアンケートを実施いたしました。その結
果，「IR」活動を行う組織を設置している学部は医学部だけで
あることがわかりました。その他の学部では，そのような組織
の必要性は感じているものの，人員の配置や業務量の多さなど
の物理的な理由で設置が難しいようです。また，組織を正式に
設置していなくても情報の収集・分析活動が可能である，と回
答した学部もありました。卒業時に国家試験のある学部（医

学部，薬学部，看護学部など）と国家試験のない学部（理学
部，海洋生命科学部など）によっても，当然のことながら「IR」
活動に対する対応が異なるようです。
　私の所属する海洋生命科学部では，水産学部時代の1990年
代中ごろにはすでに，全科目で授業評価アンケートを実施して
いました。当時のアンケートは，学生が質問項目ごとに1 〜5
の5段階で評価し，最後に自由意見を記述するというスタイル
でした。教員はアンケート結果を教務課に提出する必要はな
く，自身の授業改善に役立てていました。その後，JABEE（日
本技術者教育認定機構）の受審などをきっかけとして，アン
ケートをマークシート方式に変更し，教務課で集計してその結
果を各教員に知らせるシステムにしました。一定の授業改善
の効果は表れていると思いますが，まだまだ不十分な点がある
ことも認識しています。
　今回のシンポジウムでは，薬学部，医学部および看護学部の
IR活動（またはそれに類するデータ分析活動等含む）の実際
例（教育，学生指導についてどのような情報を収集し，どのよ
うに活用しているか等）についてご報告いただき，疑問点，問
題点を共有して意見交換を行うことによって，北里大学におけ
る教学IRのあり方や方向性について全学的な共通認識を醸成
することを目的としました。今後の各学部の「IR」活動の積
極的な取り組みが大いに期待されます。
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事例紹介レジュメ（1）
　薬学部ではIRを統括する組織はないの

で，FD委員会，CBT実施小委員会，学習

支援室，科目責任者が必要に応じて，学

生を対象とした学習成果の測定，分析，

学習プログラムの評価，学生の満足度調

査を行っている。実施しているIR活動と

しては，薬剤師国家試験やCBTの合格率

向上に向けての調査分析，講義・実習に関する調査である。国

家試験を受験する薬学部薬学科は6年制で，入学生260名のう

ち，85〜100名が指定校推薦，それ以外は一般入試で入学して

いる。現在のところ，指定校推薦で入学した学生と一般試験で

入学した学生の在学中の成績を比較する調査は行っていない。4

年次1月にCBT試験を実施するが，不合格者は毎年1〜2名出る。

しかし，追再試験でほとんど全員が合格する。不合格の学生は

準備不足が原因であると考えられる。CBT受験対策では過去の

データを活用し，真にサポートが必要な学生を絞り込むことに

使っている。4年次の事前実習では少人数でシュミレーションを

行うが，それを学生，SP，教員が見学し，患者情報の把握，共有

薬学部　
牧野　一石 教授

　2018年11月6日（火）16時30分より，高等教育開発センター

の主催で，「IR活用のヒント〜教育・学生指導に関してどのよ

うなデータを集め活用しているか〜」というテーマで，相模原

キャンパスをメイン会場とし，白金，十和田，新潟，北本の各

キャンパスを結んでシンポジウムを行いました。当センターが

IR（Institutional Research）に関するテーマを取り上げるのは，

2017年11月29日（水）の講演会に続いて2回目となります。

その際は，前田 崇センター員によるIRの概要説明，それに引き

続いて神奈川工科大学森 武昭IR・企画推進室室長，帯川ひろみ

同室IR研究主幹による事例紹介が行われました。この講演会に

関しては，本センター発行の高等教育開発センター叢書Vol.17

「IRの必要性とその役割」に紹介してあります。

　今回は，本学の各部門で，現在行われているIRの事例紹介を

していただこうと，センターで企画し，各部門にアンケートを行

いました。その結果，医学部以外の部門ではIRの専門部署はな

く，様々なデータを関連委員会で収集し，分析していることが分

かりました。そこで，IRを一番実践していると思われる医学部，

薬剤師国家試験のためにデータを活用している薬学部，学部内

の委員会で様々なデータを活用している看護学部に，それぞれ

の事例紹介をお願いしました。

に努めることで効果を上げている。それは実習後のアンケート

で，ほぼ全員の学生が満足しているという回答からも証明され

ている。次に国家試験に関して言えば，毎年合格率は約90％く

らいであり，15名前後の学生が不合格となる。そうした学生は

6年次の8月に行われる予備試験で60点未満の成績で，70点以

上を取っている学生はほぼ合格できることがデータによって実

証されている。予備試験の結果が国家試験の合否に大きく影響

するので，早い時期から国家試験の過去問に取り組むことが大

切であることを学生に周知している。

　また国家試験対策以外でも，薬学部では学生による授業アン

ケート，卒業時アンケート，卒後アンケートなど，各種アンケー

トを実施し，授業改善の試みをしている。今後の課題としては

IR部署を作り，入学時から各学年の成績，CBT模試，6年次の

予備試験，国家試験を連携して分析する必要があるだけでなく，

IR活動によって得られた成果の検証も必要であると考えてい

る。

　シンポジウムは錦見昭彦センター員を座長として始められ，

伊藤智夫学長は開会挨拶で，本学でのIRの必要性について強調

されました。

　次に，薬学部牧野一石教授による「薬学部IR活動の事例」，医

学部竹内昭博教授・医学部教育IR室 副室長による「医学部教

育IR室について」，最後に看護学部小山幸代教授による「看護

学部におけるIRに類する活動報告」と題した講演（事例紹介）

が行われました。その後，質疑応答が行われ，18時に散会しま

した。

　今回事例紹介をしていただいた部門は，いずれも国家試験を

持つ学部であるので，薬学部，医学部では国家試験対策のデー

タが中心となりました。また看護学部では，教育・学生指導の

面から，学部内でのデータを活用しているという報告がありま

した。今後は国家試験のある学部・学科はもちろん，そうでな

い学部・学科もIR活動を行い，教育・学生指導に当たることが

不可欠であるという印象を参加者の多数がもたれたことと思い

ます。また，そうした活動を大学全体でサポートすることも必

要で，全学的なIR部署の設置も検討されるべきとの意見もあり

ました。

IRシンポジウム報告

シンポジウム概要
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事例紹介レジュメ（2）
　医学部教育IR室は2016年に設立され，

室長（医学部長），副室長のほか，4名の

室員で構成されている。その役割は，医

学部内の教育，カリキュラム，プログラム

評価，入試など，各部署より依頼された

データを収集し，整形，見える化，集計・

分析を行い，それぞれの部署に提供する

ことである。集計・分析の事例を挙げて

みると，国家試験合格率の推移，入学区分別の進級・留年・国

家試験の合否，成績データのグラフ化，入試の得点と成績の相

関，科目別・学年別の成績などがある。国家試験の分析では，

2000年〜2016年のデータを解析している。それによると，入学

試験の区分や点数と国家試験の合否は関係しないが，「多浪」，

「留年」という属性と国家試験の合否は関係していることが分か

る。在学中の成績の相関を見ると，前年の成績と相関し，特に4，

5，6年の成績は相関が高くなっていた。不合格者は2年次から

の成績が悪いことが分かった。ただし，2年次生の成績が不振

でも国家試験の合否に直結するとはいえない。また，4年次の

CBT，5年次の総合試験，6年次の総合試験の成績の相関は高

いといえる。更に，医学部内の科目間の相関は見られず，特定の

科目の点数が低いと国家試験に合格しにくいということは言え

ないものの，一部の基礎科目においては，国家試験不合格者の

成績は下位に集中していた。

　分析の中で問題になるのは，データ面では，定期試験データ

において試験の難易度と学生の得点率の関係が不明なこと，教

学システムからダウンロードする成績データの「0点」の詳細

が不明なこと，例外データを除外する作業が煩雑なこと等が挙

げられる。一方，人員面では，教育IR室のメンバーが数年毎に

変わり知識や技術の引き継ぎが難しい点が挙げられる。

　今後の課題としては，データを収集分析することで，成績不

良者の早期発見とその対応を行い，卒業と国家試験合格に結び

つけることであるが，それは教育IR室の役割を超えたものであ

ろうと思う。

事例紹介レジュメ（3）
　IRとは「機関の計画策定，政策形成，

そして意思決定を支援する情報を提供す

るために，高等教育機関内で行われる調

査研究」（ハワード編 2012，「北里大学高

等教育開発センターニュース」vol.15に

て前田センター員から紹介）であるとい

う定義から考えると，看護学部ではIRを

行っていないということになる。したがって，今回の事例は，組

織的に分析・集計等を行う目的で収集・利用している情報を活

用するという，いわば「IRに類する活動」の報告である。

　看護学部では，各委員会が活動目的に応じて必要な情報を収

集し活用している。例えば，教育委員会では学生による授業評

価の実施・集計・公表を授業改善につなげ，学生の成績を学生

の個別指導に役立てている。カリキュラム検討委員会では，卒

業年次生，及び教員を対象として現カリキュラムに関する調査

を行い，それをもとに新カリキュラムの策定に役立てている。

FD委員会では，学部で行うFD研修会でのアンケートをもとに

今後の研修会の企画を考え，また，教員相互の授業参観報告に

よって授業改善を図っている。入試広報委員会では，オープン

キャンパスの来場者アンケートを参考にして，次年度の広報活

動を考えている。臨地実習検討委員会では，独自の「看護実践

能力自己評価表」を作成し，学生の自己評価結果を公表し，看

護実践能力の修得の促進を図っている。学生指導委員会では，

クラス委員による学習環境や教育等に関するアンケートを実

施・集計し，学生指導委員とクラス委員との懇談，要望に対す

る回答の公表をした上で教育環境等の改善に取り組んでいる。

　以上，それぞれの委員会で様々な情報を集めて分析し活用し

ているが，IRを専門とする組織があって，専門的な調査設計や

分析結果が提供されるならば，より効果を発揮できると思う。

しかし，このような調査研究を看護学部内だけで行うのは困難

である。ゆえに，全学組織としてIR室を設置，あるいは高等教

育開発センターに専従の専任教員・職員が配置され，現在学部

で実施している情報収集・活用に専門的なアドバイスを頂くこ

とができれば，より効果的な教育改善につながると思われる。会場の様子

医学部
竹内　昭博 教授
医学部教育IR室 副室長

看護学部
小山　幸代 教授
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　今回IRに関する2回目のシンポジウ

ムを開催した。本学におけるIR活動は

各部門任せの部分が大きく，やはり統

括する組織が全学的に必要ではないか

という意見も多く聞かれる。そうした

組織整備への努力は今後積極的に行う

必要があると考える。本学にとってIR

の推進は焦眉の急と言えるのではない

か。なお，今回のシンポジウムは，成績

に関する詳細なデータも取り扱われて

いることから，叢書の発行，並びに学内

サイトでの映像公開は行わない。（岡野）

編　集　後　記

シンポジウムアンケート結果
IRシンポジウム報告

参加者　計77名

内　訳

・教　員

　 教授：22，准教授：6，講師：14，助教：4，助手：2，その他：3

・職　員

　 事務長：8，課長：2，課長補佐：3，係長：2，主任：4，一般職：7

参加者アンケート結果（抜粋）

2017年11月29日開催の「高等教育開発センター IR講演会」に

　⑴ 参加した 41% （17名）

　⑵ 参加していない 59% （24名）

今回のシンポジウムについてどのように評価されますか？

　⑴ とても良い 20% （11名）

　⑵ 良い 56% （31名）

　⑶ どちらともいえない 24% （13名）

　⑷ 悪い 0% （ 0 名）

　⑸ とても悪い 0% （ 0 名）

主な意見

・ 各学部の取り組みと，IRの具体的な活用方法を知ることがで

きて良かった。

・ 特定の委員会のみで持っていたデータが共有されたと思う。

・ 国家試験のない学部の教職員にとってはあまり参考にならな

かった。

・ 国家試験の有無によってIRの定義，目標が異なるのではないか。

・ IRを継続的なテーマとして取り上げてほしい。

・ データ集めに長時間を要するようになるのではないか。

・ データを集めることは可能かもしれないが，それを分析して

改善や指導に結びつけられるのか考えると，今のところ役立

てられるようには思えない。

・ メンタル面に起因する成績低下までは発見できない。ただし，

このようなケアは学生指導でカバーすべきで，IRは数値化に

徹底してもいいのかもしれない。

・ 全学部統一のIR室などが設立されなければ，全学的なIRの実

施・活用には至らないと思う。

・ 人員の確保が難しい。教員が片手間に行うのではなく，専従

の専門知識を持った教職員がいないとIRはできない。

・データとして現れにくい学修成果の扱い方が難しい。


