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　　In　2008，　all　national　lmiversities　in　Japan　pe㎡b㎜ed　national㎜iversity　education　and　research　evaluation（NU－

ERE）as　a　p組t　of　nationa1匙miversi砂coΦoration　evaluation．　In　this　evalua丘on，　Niiga愉Universi敬’s漁i㎜ent　of　mid－

tem　goals　and　plans　4　years　a且er　incorporation　in　2004，　as　well　as　the　education　and　research　levels　of　the　University’s

飴culties　and　the　academic　units　of　its　graduate　schools，　was　appraised　based　on　pe㎡b㎜ance　repo貢s，

　　The　present　report　presents　the　results　of　NUERE　in　their　entirety　and　investigates　the　outcome　fbr　Niigata　Uni－

versi寧The　overall　evaluation　results　fbr　Niigata　Universi呼were“generally　good”，　while　the　self」assessment　evaluating

the　Universi呼’s　a廿ai㎜ent　of　mid－te㎜goals　and　plans　was“good”，　These　evaluations　indicate止at　the　explanation　of

血ea廿ai㎜ent　of　obl　ectives　of　mid－teml　goals　in　education㎝d　research　at　the　Universi魯is　not　entirely　satis魚cto琢伽

the　NUERE　Committee；this　should　be　kept　in　mind　fbr　fヒture　management　at　the　Universit払Comparing　the　self」assess－

ment　with　the　evaluation　results　by　the　NUERE　Committee，　severa1‘‘gaps”can　be　identified，　This　situation　might　be

caused　by　each　university’s　speculation　regarding　the　national　university　corporation　evaluation　and　by　the　relative　im－

maturity　of　university　evaluation　culture？more　speci且cally，　the　insufficient　recognition　ofperfbmance－based　evaluation、

In　addition，　the　present　report　details　approaches　fbr　the　utilization　ofevaluation　results　at　Niigata　Universit）へ

働卿oπお’”α’∫o露α’π痂8鰐吻6伽魏伽α％伽召38〃‘海ωα」露α’伽，ε召狗∬ε∬耀班

1，はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学位授与機構（以下、「機構」という）に要請されて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる。機構では、各大学等が作成する「中期目標期間

　平成16年4月に国立大学が法人化され、国立大学法　　の達成状況報告書」（以下「達成状況報告書」という）

人法にしたがい、各国立大学は業務の実績に関する評　　　と学部・研究科等ごとの「現況調査表」を基に評価を

価（国立大学法人評価）を受けることになっている。　　行う。前者は、教育・研究・社会連携に関する中期目

第一期中期目標期間（平成16～21年度）の業務におけ　　標・中期計画の達成状況の評価、後者は各学部・研究

る「中期目標に係る業務の実績に関する評価」は、「平　　　科の教育水準及び研究水準の評価に利用される。

成16～19年度の評価」と、それと連動して中期目標終　　　　これらの評価結果が平成21年3月に公表され、本学

了後に行われる「確定評価」から構成される。「平成　　の中期目標の達成状況は、教育、研究、社会連携等の

16～19年度の評価」は、評価結果を反映させた第二期　　全ての項目について「おおむね良好である」と評価さ

中期目標・中期計画の策定や、第二期中期目標期間に　　れた。本稿では、全国の国立大学法人等の教育研究の

おける運営費交付金の算定に際して、暫定的な評価結　　状況の評価結果の概略を紹介し、さらに、本学の評価

果が必要とされることから、平成20年度に行われた。　　結果について分析を行う。そのなかで、本学の自己評

「確定評価」は、平成22年度に行われ、中期目標の達　　価と評価結果の間に“ずれ”が見られたが、これは本

成状況について平成16～19年度の評価における評価結　　学特有の問題ではなく、他大学でも見られる問題であ

果を変更する必要性の確認を基本とする方向で進めら　　ることが分かった。その要因について、機構が大学等

れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（被評価者）と評価者に対して実施した「教育研究の

　平成16～19年度の評価のうち、教育研究の状況の評　　評価に関する検証アンケートの結果」等を手掛かりに

価は、国立大学法人評価委員会から（独〉大学評価・　　考察する。なお、本稿は筆者の個人的な考えを述べた
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表1　国立大学法人等（90法人）の中期目標・中期計画の達成状況の評価結果

教育の目標 研究の目標 その他の目標 共同利用の目標

非常に優れている 1法人（1％） 3法人（3％） 2法人（2％） 0法人（0％）

良好である 10法人（11％） 27法人（30％） 34法人（38％〉 2法人（50％）

おおむね良好である 079法人（88％〉 060法人（67％） 054法人（60％〉 2法人（50％）

不十分である 0法人（0％） 0法人（0％〉 0法人（0％〉 0法人（0％〉

重大な改善事項がある 0法人（0％） 0法人（0％〉 0法人（0％） 0法人（0％〉

（注）○は新潟大学の評価結果を表す。なお、新潟大学の中期目標・中期計画において「共同利用の目標」に該

　当するものはない。

ものであり、企画戦略本部評価センターとしての見解　　ているか、あるいは高い質が維持されているか、とい

ではないことを強調しておく。　　　　　　　　　　　　う視点から判断された。したがって、この評価は各法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人における目標・計画に即して評価を行うものであり、

2．国立大学法人等の中期目標期間に係る教育研　　　各法人を相対的に比較するものではない。

　究の状況の評価内容と評価結果の概略　　　　　　　達成状況の判定は、「中期目標の達成状況が非常に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優れている」、「中期目標の達成状況が良好である」、「中

　機構による教育研究の状況の評価として、各法人の　　期目標の達成状況がおおむね良好である」、「中期目標

自己評価に基づいて、当該法人の教育研究の特性に配　　の達成状況が不十分である」、「中期目標の達成のため

慮しながら、以下が行われた。　　　　　　　　　　　　には重大な改善事項がある」の5種類により示される。

①中期目標の達成状況の評価　　　　　 表1に評価結果の概要を示した。

　達成状況の評価は、法人を対象とし、教育研究に係　　②　学部・研究科等の現況分析

る目標の「教育に関する目標」、「研究に関する目標」、　　　現況分析は、学部・研究科等を対象とし、「教育・

「社会との連携、国際交流等に関する目標」等について、　研究の水準」及び「質の向上度」について、各法人が

各法人が提出した達成状況報告書等に基づき評価が行　　提出した現況調査表に基づき評価が行われた。

われた。

　評価にあたっては、中期計画の実施状況を調査・分　　　ア．教育・研究の水準

析するとともに、書面では確認できない事柄等につい　　　教育・研究の水準は、各分析項目（教育水準：「教

て訪問調査が行われた。また、中期計画の調査・分析　　育の実施体制」、「教育内容」、「教育方法」、「学業の成

にあたって、取組の実施の有無だけではなく、その取　　果」、「進路・就職の状況」、研究水準：「研究活動の状

組が有効に機能しているか、教育・研究の質が向上し　　況」、「研究成果の状況」）について、観点ごとの実施

表2　教育・研究水準の評価結果

分析項目
期待される水準

�蛯ｫく上回る
期待される水準
�繪�

期待される水準

ﾉある
期待される水準

�ｺ回る

教育の実施体制 7組織（1％〉
121組織（15％）

@〈1組織〉
668組織（83％）

@〈15組織〉
5組織（1％）

教育内容 6組織（1％）
157組織（19％）

@〈2組織〉
636組織（79％）

@〈14組織〉
2組織（1％）

教育水準
i801組織）

教育方法 7組織（1％）
154組織（19％）

@〈1組織〉
635組織（79％〉

@〈15組織〉
5組織（1％）

学業の成果 6組織（1％）
85組織（10％〉

q1組織〉
687組織（86％）

@〈15組織〉
22組織（3％）

進路・就職の状況 2組織（1％）
79組織（10％）

q1組織〉
676組織（86％）

@〈13組織〉
22組織（3％）

q1組織〉

研究活動の状況 34組織（6％）
248組織（40％）

@〈3組織〉
327組織（53％）

@〈11組織〉
5組織（1％）

q2組織〉研究水準
i614組織）

研究成果の状況 26組織（4％）
231組織（37％〉

@〈3組織〉
354組織（58％）

@〈13組織〉
3組織（1％）

（注1）〈　〉内は新潟大学の状況を内数で示したものである。

（注2）現段階で判断できる状態にない組織があるため、「学業の成果」で1組織、「進路・就職の状況」で22組

　　織（新潟大学では1組織が該当する）、それぞれの数が不足している。
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状況を調査・分析することにより、判定がなされた。　　3．新潟大学の評価結果の分析

　判定にあたっては、各学部・研究科等の目的に照ら

して、当該組織が想定する関係者の期待にどの程度応　　　本節では、新潟大学の中期目標の達成状況に関する

えているかという視点から判断された。したがって、　　評価結果の概略を述べ、自己評価との比較および全体

分析結果は各学部・研究科等の目的に照らして評価を　　　の評価結果との比較を行いながら評価結果を分析する。

行うものであり、各学部・研究科等を相対的に比較す

るものではない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．1．評価結果の概略と分析

　教育・研究の水準判定は、「期待される水準を大き　　　各中期計画の達成状況は「良好」、「おおむね良好」、

く上回る」、「期待される水準を上回る」、「期待される　　「不十分」の3段階で評価され、その積み重ねにより

水準にある」、「期待される水準を下回る」の4種類に　　中期目標（小項目）の達成状況が「非常に優れている」、

より示される。表2に評価結果の概要を示した。　　　　「良好」、「おおむね良好」、「不十分」の4段階で評価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　される。以上を基にして、中期目標（中項目）の達成

イ．質の向上度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　状況が2節①で示した5種類の判断を示す記述により

　質の向上度は、法人化時点から評価時点までの水準　　判定される。

の向上の程度について、各法人から提出された改善・　　　表4は、本学の中期計画、小項目、中項目の評価結

向上事例を、学部・研究科等の目的に照らして調査・　　果の概略を示したものである。本学においては、全て

分析することにより判定された。　　　　　　　　　　　の中期計画の達成状況が「良好」あるいは「おおむね

　質の向上度の判定は、「大きく改善、向上している　　良好」であり、「不十分」という評価はなかった。よっ

または高い質（水準）を維持している」、「相応に改善、　　て、本学の中期目標の達成に向けた取組に対して一定

向上している」、「改善、向上しているとは言えない」　　の評価が与えられたと考えてよい。

の3種類により示される。表3に評価結果の概要を示　　　　しかし、全体的な評価結果が「おおむね良好」であ

した。

表3　質の向上度の評価結果

教育（799組織） 研究（612組織）

「大きく改善、向上している」又は「高い質（水

?jを維持している」
207組織（26％）〈3組織〉 218組織（36％〉〈4組織〉

相応に改善、向上している 563組織（70％）〈13組織〉 373組織（61％〉〈12組織〉

改善、向上しているとは言えない 29組織（4％） 21組織（3％）

（注）〈　〉内は新潟大学の状況を内数で示したものである。

表4　新潟大学の中期計画、小項目、中項目の評価結果の概略

小項目の評価別個数 中期計画の評価別個数
大項目 中項目ごとの評価 非常に優

黷ﾄいる
良好

おおむね

@良
不十分 良好 おおむね

@良好
不十分

中項目1
i教育の成果）

おおむね

@良好
0 0 5 0 6 25 0

教育

中項目2
i教育内容等）

おおむね

@良好
0 0 5 0 4 25 0

中項目3
i教育の実施体制等〉

おおむね

@良好
0 0 3 0 5 29 0

中項目4
i学生への支援）

おおむね
@良好

0 1 2 0 3 15 0

中項目1（研究水準
yび研究の成果等）

おおむね

@良好
0 0 3 0 2 10 0

研　究
中項目2（研究実施
ﾌ制等の整備）

おおむね
@良好

0 2 2 0 6 18 0

その他
中項目1（社会との
A携、国際交流等）

おおむね

@良好
0 2 3 0 11 34 0

全体
i割　合）

　0
i0．0％）

　5
i17．9％）

　23
i82．1％〉

　0
i0．0％）

　37
i19．2％）

　156
i80．8％〉

　0
i0．0％）
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表5　新潟大学における中期計画の自己評価と評価結果の比較

教　育 研　究 社会連携等 全体
評価結果が自己評価よりも高い 6計画（5．4％） 4計画（11．1％） 1計画（2．2％） 11計画（5．7％）

評価結果が自己評価どおり 73計画（65．2％） 25計画（69．4％） 38計画（84．4％） 136計画（70．5％）

評価結果が自己評価よりも低い 33計画（29．5％） 7計画（19．4％） 6計画（13．3％） 46計画（23．8％）

ることは、中期計画の達成状況が「良好」であるもの　　　3．3．達成状況が必ずしも評価されなかった計画

が少なかったことを意味している。一方、本学の自己　　　本学の「達成状況報告書」において、優れた成果を

評価では、中期計画の達成状況が「良好」であるとし　　出した取組である、あるいは、取組の結果、教育研究

たものが多く、自己評価と評価結果に“ずれ”が見ら　　の質の向上が目覚ましい状況にあると判断し、「優れ

れた。これは、本学の中期目標の達成度について第三　　た点」として挙げたものの、評価結果では、大学の個

者を十分に納得させる説明ができていなかったことを　　性を踏まえたユニークな取組である、あるいは、結果

意味しており、今後の本学の運営等に際して銘記しな　　的に十分な成果は出ていなくても、先進的な取組や意

ければならない点である。　　　　　　　　　　　　　欲的な取組であると判断され、「特色ある点」として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挙げられた事項は次のとおりである。

　また、大項目ごとに「優れた点」、「改善を要する点」、　　・学士課程全般を通じた「全学科目」の履修

「特色ある点」が指摘されるが、本学では「改善を要　　　・副専攻制度

する点」に関する指摘はなく、「優れた点」、「特色あ　　　。教育研究院制度

る点」がいくつか指摘されている。これを別表に示し　　　・教職員の専門性や質の向上を図るFD・SDの実施

た。特に、大項目（教育〉で、「優れた点」が1つも　　　・「新潟大学学長教育賞」の実施

指摘されていない大学は、全体で本学と他に1大学が　　　・きめ細かな対面型の履修指導体制

あるのみである。また、大項目（教育）で、15個の「特　　・世界をリードする研究教育拠点の形成

色ある点」が指摘されている大学は本学のみであり、　　これらは、必ずしも高く評価されていないが、本学の

これは全体でも突出した数値である。　　　　　　　　　特色として、今後の進展や成果が期待されている事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　であることに留意する必要がある。

3．2．達成状況が評価された計画

　中期計画の達成状況が「良好」であると判断された　　4．自己評価と評価結果の6ずれ”について

計画の特徴として次が挙げられる。

・特色GP等の教育プログラム、各省庁が行うプロ　　　本学の自己評価と評価結果との間には、表5が示す

　ジェクトやプログラムへの採択　　　　　　　　　　　ように、“ずれ”があった。特に、評価結果が自己評

・数量データから、明確な伸びあるいは高い水準の維　　価よりも低かった計画に関する「達成状況報告書」の

　持が認められるもの（国家試験の合格状況、国際会　　記載について、制度等の整備状況が前面に出てきて、

　議研究発表支援事業、共同研究・受託研究）　　　　　　それに伴う効果や成果が十分に分析されていないこと

・地震への対応（ボランティア、災害復興科学セン　　が指摘できる。第二期中期目標期間においては、この

　ター、各種の支援活動）　　　　　　　　　　　　　　　課題の解決が強く求められる。

　このほか、評価結果における「優れた点」や「特色

ある点」に記載されていないが、達成状況が良好と判　　　4．1．全国の大学の状況

断された事項は次のとおりである。　　　　　　　　　　　ところで、評価結果と各大学の自己評価の“ずれ”

・専門職学位課程における、伝統的な専門分野だけで　　は本学のみの問題であろうか。

　は捉えきれない問題領域や学際的・統合的分野にも　　達成状況報告書には、各小項目および各中項目の自己

　対応できる能力の酒養　　　　　　　　　　　　　　　評価が記載されている。また、公表されている評価結

・大学教育開発研究センターが中心的役割を担うFD　　果には、各中項目の具体的な評価結果が記載されてい

　の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。したがって、各大学における中項目ごとの自己評

・キャリアセンターの業務　　　　　　　　　　　　　価と評価結果との比較が可能である。また、例外はあ

。学術情報基盤機構の整備　　　　　　　　　　　　　　るものの、中項目はすべての大学でほぼ共通している

・共同研究プロジェクト用のスペースの整備　　　　　　ので、評価結果と自己評価の“ずれ”に関する全国の

・各学部等の特色を生かした施設開放　　　　　　　　　傾向を把握できる。表6は全国の国立大学法人（大学

・高大連携に関する事業並びに社会人の能力開発講座　　共同利用機関法人を除く86法人）の中項目の自己評価

等の体系化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と評価結果の対応をまとめたものである。全体的に、
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表6　全国の国立大学における中期目標（中項目）の自己評価と評価結果の比較

教　育 研　究 その他

自己評価→評価結果
教育の成果 教育内容等

教育の実施

@体制等
学生への支援

研究成果・

@水準
研究実施

ﾌ制等
社会連携・

総ﾛ連携等

5　→　5
T　→　4
T　→　3
T　→　2

010291 05240 021191 211220 42590 116170 222220

4　→　5
S　→　4
S　→　3
S　→　2

　　0
@　13
O　25

@　3

　　0

@　5
O　51

@　0

　　0
@　14
O　40

@　1

　　0
@　12
O　36

@　0

　　l
@　l8
O　26

@　0

　　1
@　20

O42
@　0

　　0
@　18
O　30

@　0
3　→　5
R　→　4
R　→　　3

R　→　2

0040 0040 0010 0030 0030 0030 0010

自己評価よりも高い 0．0％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 1．7％ 1．7％ 0．0％

自己評価どおり 28．3％ 23．7％ 26．3％ 34．0％ 41．7％ 41．4％ 32．3％

自己評価よりも低い 71．7％ 76．3％ 73．7％ 66．0％ 56．7％ 56．9％ 67．7％

（注1）「自己評価→評価結果」欄の数字の意味は次のとおり。なお、1に該当する評価結果はなかったので、記載を省略

　　した。5：「中期目標の達成状況が非常に優れている」、4：「中期目標の達成状況が良好である」、3：「中期目標の

　　達成状況がおおむね良好である」、2：「中期目標の達成状況が不十分である」、1：「中期目標の達成のためには重
　　大な改善事項がある」

（注2）数字は法人数を示す。○は新潟大学が該当しているものを示す。なお、例外的な中項目の設定をしている大学に

　　関して、該当する中項目のうちで、標準的な中項目に統一可能なものを最も近い中項目に加えている。そのため、
　　各中項目の合計が国立大学法人数である86と一致しない。

評価結果は自己評価よりも低い傾向にあり、教育でそ　　行った「教育研究の評価に関する検証アンケートの結

の傾向が強い。なお、すべての中項目が自己評価通り　　果」では、教育研究の達成状況報告書の作成過程にお

だった大学は1つもなかったが、1つの中項目を除い　　いて、「評価結果が大学等の資金配分に反映されるこ

てすべて自己評価通りだった大学は3大学あった。一　　とを念頭において、実績を最大限にアピールする」こ

方、すべての中項目の評価結果が自己評価と異なる大　　とをどの程度重視したかという問いに対し、以下の結

学は、本学を含め31大学あった。これは全体の35％を　　果が得られている。

占める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当てはまらない　　　　　　　　0．0％

　この状況から多くの大学（本学を含めて〉は自己評　　　　　　あまり当てはまらない　　　　　1．1％

価能力に問題があると指摘できるかもしれないが、単　　　　　　どちらとも言えない　　　　　10．0％

純にそうとは言い切れない。それは、国立大学法人評　　　　　　やや当てはまる　　　　　　　　53．3％

価に対する各大学の思惑と、大学評価文化の未成熟が　　　　　　当てはまる　　　　　　　　　35，6％

あるからである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次に、川口（2006＞は、評価情報を自らの責任で価

　まず、今回の評価結果が第二期中期目標期間の運営　　　値づけ、次の活動を選択していくことを「評価文化」

費交付金の算定に反映されることが挙げられる。もう　　と呼んでいる。大学評価の出発点である大学設置基準

一つは、2節で記したように、この評価が各大学の中　　の大綱化（1991年〉から20年近く経過し、自己点検・

期目標・計画に則して行われることから、大学を相対　　評価の努力義務化（1991年〉から義務化（1999年）、

的に比較するものではないとは言われているものの、　　認証評価制度の導入（2004年）、国立大学法人評価制

マスコミ等が評価結果をある種のランキングに用いる　　度の導入（2004年）等によって確実に前進しているも

可能性があることが挙げられる。運営費交付金の削減　　のの、大学評価文化が定着するには至っていない状況

や18歳人口の減少といった、国立大学をめぐる厳しい　　にある。これは、機構が行った「教育研究の評価に関

状況を考えれば、大げさな言い方になるが、この評価　　する検証アンケートの結果」において、今回の評価を

結果は大学の存亡にかかわると各大学が考えてもおか　　通じて「大学等運営において、PDCAの考え方が浸

しくない。それゆえに、各大学において、低い自己評　　透した」という効果があったかという問いに対し、以

価（厳格な自己評価や謙虚な自己評価と言えるかもし　　下の結果が得られていることからもうかがえる。

れない）はかえってマイナスに働くという意識が暗黙　　　　　　当てはまらない　　　　　　　　1，1％

のうちに働いたことは想像に難くない。実際、機構が　　　　　　あまり当てはまらない　　　　　4．4％
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図1　「教育研究の評価に関する検証アンケートの結果」の抜粋

r成果」の定義が不明であつた。

　　　　〈大学〉

r成果」の定義が不明で、諦価を

行いにくかった。　〈評i価者〉

多くの計画において成果を記述した。

　　　　　　（大学〉

達成状況報告書に、成果が記述されて

いる誹廟が少なかうた。〈納面者）

4年閤では成果が得られていない

計画が多くあった。（大学）

4年間では成果が得られないと思われる

　計画が多くあった。（評価者〉

成果淋書きにくい中期自標・計直i

　が多くあr＞た。　〈犬学〉

成果が書きにくいと恩われる中期封標・

　　計画演多くあ・）た。　〈評価者〉

冠当てはまらない6あまり当てはまらない0どちらとも言えない0やや当て濾まる8当てはまる眉無回答

　　　　どちらとも言えない　　　　　　13．3％　　　　　自己点検・評価の時代から、成果を説明し、評価す

　　　　やや当てはまる　　　　　　　56．7％　　　　ることはほとんどなかったため、被評価者である大学

　　　　当てはまる　　　　　　　　　24．4％　　　　にとっても、評価者にとっても、成果についての認識

　また、佐藤他（2009）は、大学評価担当者へのアン　　が共有されていなかった可能性がある。

ケート結果から、評価の実施体制は整えられつつある　　　図1は機構による「教育研究の評価に関する検証ア

ものの、評価結果の大学運営への反映はまだ進んでい　　ンケートの結果」のうち、成果に関わる質問項目の抜

ないという全体的な傾向を明らかにしている。さらに、　粋であるが、これによれば、4割の大学、7割の評価

4．2節で述べるような、大学等（被評価者）と評価　　者が成果の定義が不明であったと回答している。また、

者の「成果」に対する意識の違いに代表される、成果　　約8割の大学が「多くの計画において成果を記述した」

を評価する文化の未成熟を見逃すことはできない。　　　としているのに対し、約半数の評価者が「達成状況報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告書に、成果が記述されている計画が少なかった」と

4．2．大学等と評価者の成果に対する認識　　　　　　　している。これらのことから、大学と評価者の間に成

　国立大学法人評価において毎年度作成する「年度実　　　果のとらえ方に“ずれ”があったと考えられる。

績報告書」では、当該年度の年度計画に対する計画の　　　　さらに、「4年間では成果が得られていない計画が

外形的な実施状況を記載することから、必ずしも成果　　多くあった」ことについて、3割強の大学、4割の評

について記載しなくてもよかった。これに対し、「達　　価者が肯定的な回答をしているが、これに「どちらと

成状況報告書」では、中期計画の実施状況だけではな　　も言えない」を加えると、大学で55．5％、評価者で

く、その成果の記載が求められていた。　　　　　　　　73．9％となっていることから、評価結果が自己評価よ
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りも低くなった可能性も否定できない。　　　　　　　を作成することになるが、その際に平成16～19年度の

　一方、「成果が書きにくい中期目標・計画が多かった」　　評価結果の分析を踏まえた指示を出すことにしている。

とする大学と、「成果が書きにくいと思われる中期目　　また、第三者に顕著な変化があったことについて説得

標・計画が多かった」とする評価者の割合はともに約　　力ある説明を行うために、平成16～19年度の評価で高

6割であり、大学にとっても評価者にとっても、成果　　　い評価を受けた大学の記載内容を参考にして、文章の

を評価する以前の問題があったことも事実である。そ　　書き方や根拠資料の作り方等を工夫する予定である。

れは、多くの大学において、成果（あるいは評価）を

意識した中期目標・計画の立案が十分になされていな　　注

かったと考えられるからである。　　　　　　　　　　　　1　大学評価・学位授与機構が平成20年度に実施した

　以上のことが自己評価と評価結果の“ずれ”につな　　　国立大学法人等に係る教育研究評価の結果について

がったと見ることもできる。　　　　　　　　　　　　　は、次のURLを参照のこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http：／／wwr肌niad．acjp／n＿hyouka／kokuritsu／

5．評価結果の活用　　　　　　　　　　　　　　　　hyoukakekka／indexhtml

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　本学の教育研究評価に係る「達成状況報告書」、「現

　評価結果において指摘された「優れた点」や「特色　　　況調査表」および評価結果については、次のURL

ある点」は新潟大学の「強み」あるいは「強みとなり　　　を参照のこと。

うる点」であり、各大学に昨今強く求められている個　　　http：〃wwwniigata．u．acjp／prome1／40＿plans＿02α

性や特色の明確化を実現する鍵であるともいえる。「新　　　html

潟大学アクションプラン2009」においても、第二期中

期目標・中期計画においても、これらを伸長する内容　　参考文献・資料

が積極的に盛り込まれている。　　　　　　　　　　　　　川口昭彦（大学評価・学位授与機構編集〉（2006）大

　特に、第二期中期目標・中期計画の策定にあたって、　　学評価文化の展開一分かりやすい大学評価の技法

評価指標や実績や成果があったと判断する根拠を予め　　　　（大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ）．ぎょ

明確にし、これらを第二期中期目標・中期計画の学内　　　　うせい．

向けの素案にも明記することになった。これは、関　　川口昭彦（大学評価・学位授与機構編集）（2009）大

（2009）が平成16～19年度の評価に係る作業で困難が　　　　学評価文化の定着一大学が知の創造・継承基地とな

生じた要因として指摘した、評価指標を同定していな　　　るために（大学評価・学位授与機構大学評価シリー

かったことや、実績や成果があったと判断する根拠が　　　ズ）．ぎょうせい，

十分に検討されていなかったことを踏まえている。ま　　佐藤　仁・森　雅生・高田英一・小湊卓夫・関口正司

た、自己評価と評価結果の間の“ずれ”を少なくし、　　　（2009＞大学評価担当者が抱える現場の課題一アン

より適確な自己点検・評価の実施につながると考えら　　　ケートの結果から一．大学評価・学位研究，9，63

れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－77．

　平成22年度に提出する「達成状況報告書」や「現況　　関　隆宏（2009）国立大学法人評価に関わる学内評価

分析における顕著な変化についての説明書」は、平成　　　活動の方途一「中期目標期間の達成状況報告書」「現

16～19年度の評価における評価結果を変更しうる変化　　　　況調査表」の作成経験を踏まえて一．新潟大学大学

があったことを意味する「顕著な変化」があった中期　　　教育開発研究センター大学教育年報14，39－46

計画あるいは分析項目についてのみ記載することに　　大学評価・学位授与機構編著（2007）大学評価文化の

なっている。しかし、学内の自己点検・評価を徹底す　　　　展開一高等教育の評価と質保証（大学評価・学位授

る観点から、すべての中期計画あるいは分析項目につ　　　与機構大学評価シリーズ）．ぎょうせい．

いて進捗状況・改善状況を自己点検し、変化の程度を　　大学評価・学位授与機構編著（2008）大学評価文化の

自己評価する「チェックリスト」を各担当部署および　　　展開一評価の戦略的活用をめざして（大学評価・学

各学部・研究科等が作成した後、「チェックリスト」　　　位授与機構大学評価シリーズ〉，ぎょうせい，

を評価センターおよび執行部で確認し、「顕著な変化」　　大学評価・学位授与機構（2009）教育研究の評価に関

に該当する事項を確定する方式にした。これを受けて、　　する検証アンケートの結果．国立大学教育研究評価

各担当部署および各学部・研究科等に提出書類の素案　　　委員会（第22回〉資料
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別表　「優れた点」と「特色ある点」の一覧

〈大項目（教育）〉

（特色ある点）

○中期計画で「教養教育と専門教育とを連続性・段階性・体系性を有する一貫した教育体制に組み換え、学

　士課程教育を充実する」としていることについて、学問分野別の科目区分を全学的に導入するとともに、

　分野・水準別コードを付して体系性と難易度を明示していることは、特色ある取組であると判断される。

○中期計画で「教養教育に資する科目を、専門教育と有機的連携を保ちながら学士課程全般を通じて履修す

　る「全学科目」として位置づける」としていることについて、教養科目と専門科目の区分を廃止し全学科

　目とした先進的な取組を行っており、学士課程全般を通じた履修を可能としていることは、特色があると

　判断される。

○中期計画「外国語教育については、公的検定試験による教育効果の確認を行う制度の導入を図る」につい

　て、学生の英語の到達能力を調査し英語教育改善への応用を検討することにより、TOEIC試験の結果に

　基づいた習熟度別クラスの編成を骨子とする英語教育体制の実施や、課題別副専攻で各外国語の公的検定

　試験を基準とした達成目標の表示を行っていることは、学生の外国語運用能力の向上を図る点で、特色あ

　る取組であると判断される。

○中期計画で「複雑化する現代社会の要請に応えられる実践能力を酒養する」としていることについて、ダ

　ブルホーム制により、学生が生活者の視点に立った地域連携のテーマに取り組んでいることは、社会適応

　性の高い実践能力を培うことを図っている点で、特色ある取組であると判断される。

○中期計画で「既修得内容と達成度に応じて、学生が適切な授業科目を選択できるように、授業科目の体系

　化を図る」及び「学士課程カリキュラムと大学院課程カリキュラムの接続性を高める」としていることに

　ついて、分野・水準表示法を導入し授業科目の体系化を図ったことにより、学生の既修得内容と達成度に

　応じた科目選択が可能な教育システムを実現したことは、特色ある取組であると判断される。

○中期計画で「学生の履修計画に供する」としていることについて、シラバスのガイドラインを策定して成

　績評価基準等を明示しており、学務情報システムにおいて履修者が10名以上の科目については得点分布を

　閲覧できるようにしたことは、特色ある取組であると判断される。

○中期計画で「学外や課外での学生の活動を奨励し、適切な範囲で単位化を図る」としていることについて、

　学習支援ボランティアを単位化し、新潟県内の小中学校へ学生を派遣していることは、特色ある取組であ

　ると判断される。

○中期計画で「教育研究の展開状況に応じて教職員の配置の見直しを行う」としていることについて、従来

　学部、大学院研究科に所属していた教員を人文社会・教育科学系、自然科学系及び医歯学系の3学系のい

　ずれかに所属させ、さらに、各学系の専門分野ごとに編成された系列の構成員とさせることとした教育研

　究院制度を導入して、学系、学部、研究科を編制し、教育研究の実施運営組織を構成していることは、特

　色ある取組であると判断される。

○中期計画で「教養教育と専門教育との有機的な連携を目指す」としていることについて、全学教育機構を

　設置し、教養教育の企画・立案・実施・運営支援にあたり、大学教育開発研究センターと連携協力して教

　育の質の向上・改善を促進していることは、特色ある取組であると判断される。

○中期計画で「学士課程教育については、従来の学位を基礎としながら、副専攻制の導入等により、複線型

　履修を可能とする教育課程を整備する」としていることについて、副専攻制度を導入し、「環境学」、「メディ

　ア・リテラシー」、「文化財学」等20のプログラムを実施していることは、特色ある取組であると判断され

　る。○中期計画で「教育研究活動に対する効果的・効率的な情報サービス運営を図る」としていることに

　ついて、学術情報基盤機構を設置し、学内情報インフラの整備、電子ジャーナル化の促進、新潟大学学術

　リポジトリの構築等を推進していることは、特色ある取組であると判断される。

○中期計画で「学生に対する教職員の対応や教職員の専門性の向上を図る」としていることについて、多様

　なテーマで全学ファカルティ・ディベロップメント（FD）、スタッフ・ディベロップメント（SD）を実

　施するとともに、公開授業研究会等を実施していることは、意欲的に教職員の専門性や質の向上を図って

　いる点で、特色ある取組であると判断される。

○中期計画「教育の質の改善を効果的・効率的に進めるため、意欲ある教員にインセンティブを与える等、様々

　な方策を導入する」について、教員報奨制度「新潟大学学長教育賞」を実施していることは、特色ある取

　組であると判断される。
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○中期計画で「各教育プログラムレベルで、きめ細かな対面型の履修指導ができる体制を整備・充実する」

　としていることについて、平成20年度から本格的に提供する予定ではあるが、学生カルテシステムを構築

　し、指導教員へ学生の入学から卒業後までの情報提供を可能としていることは、対面型の履修指導が実施

　可能な支援体制が図られると期待される点で、特色ある取組であると判断される。

○中期目標「多様な資質・能力・社会的背景を持つ学生がそれぞれ豊かで快適な学生生活を送ることができ

　るように、健康管理に関する支援や経済的支援等の生活支援を行う」について、学生ボランティア本部の

　活動支援や、7．13水害、中越地震及び中越沖地震の被害を受けた学生に対する授業料・寄宿料の免除、民

　間資金による福利厚生施設を設置していることは、特色ある取組であると判断される。

〈大項目（研究）〉

（優れた点）

○中期計画で「分野ごとの特性を把握し、これらの評価を踏まえた戦略的な予算・施設の配分システムの導

　入を検討する」としていることについて、分野ごとの特性等に配慮した評価基準指標を設定し、それに基

　づいたインセンティブ経費の配分や、トップダウンによる戦略的教育・研究プロジェクト経費を創設し、

　戦略的に配分を行っていることは、優れていると判断される。（特色ある点）

○中期計画で「世界をリードする研究教育拠点を形成する」としていることについて、連i携融合事業「水分

　子の脳科学」において、アルツハイマー病患者の生きた脳の老入斑の可視化に世界で初めて成功したこと

　は、特色ある取組であると判断される。

○中期計画で「新潟大学の地域性・立地性・拠点性（新潟県域から東北アジアまで）を考慮した研究を推進

　する」としていることについて、新潟大学トキプロジェクトにおいて、試験放鳥に向けた地域環境の創生

　へ寄与したことや、災害復興科学センターにおいて、中越地震など世界レベルでの斜面災害に対する防災

　に関する国際シンポジウムを開催したことなど、地域に立脚した活動を行っていることは、特色ある取組

　であると判断される。

○中期計画で「ピアレビュー等の外部評価や大学評価・学位授与機構等の第三者評価を受ける」としている

　ことについて、企画戦略本部の下に評価センターを設置したことや、人文社会・教育科学系教員を対象と

　した外部評価委員による教員の個人評価を意欲的に実施していることは、特色ある取組であると判断され

　る。

○中期計画で「大型先端研究設備を一層充実する」としていることについて、大型先端研究施設の整備充実

　を目的とした学内融資制度「大型設備等特別整備制度」を導入したことは、特色ある取組であると判断さ

　れる。

〈大項目（その他）〉

（優れた点）

○中期計画で「地域社会のニーズを把握し、公開講座、研修会、講習会、相談会等多様な事業を行う」とし

　ていることについて、新潟県中越地震被災児童・生徒のメンタルケアをテーマにした現職教員向け講座の

　実施や、新潟県中越沖地震に際し、医療活動、学術活動、ボランティァ活動等、多方面にわたる積極的な

　支援活動を展開し、報告会を開催したことは、地域の状況を把握し、適確に対応している点で、優れてい

　ると判断される。

○中期計画で「国際的ネットワークを充実する」としていることについて、平成17年度に国際戦略本部を設

　置し、学内の国際学術研究の戦略的な推進や、交流協定校からの教員招聰や日中韓の複数大学を核とした

　定期的な国際シンポジウムの共催等、東アジア学術交流ネットワークの確立を目指した、多様な国際協力

　体制を戦略的に推進していることは、優れていると判断される。（特色ある点）

○中期計画「大学教育に直接触れる機会の少ない地域において公開講座等を実施する」について、地元テレ

　ビ局と連携したテレビ公開講座を実施し、放送終了後も「受講者の集い」を開催して交流を図っているこ

　とは、特色ある取組であると判断される。

○中期計画「㈱新潟ティーエルオー（新潟TLO）と連携して、産業界への技術移転促進を図る」について、

　国立大学法人としては初めて技術移転機関である新潟TLOへの出資を行い、業務委託契約を締結してい

　ることは、特色ある取組であると判断される。
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