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大学機関別選択評価実施大綱及び選択評価事項等の改訂案に対する意見対応表 

 

No. 該当箇所 意見等 対応 

１ 

実施大綱 

Ｐｉ 

はじめに 

「教育の国際化」について、その目的を教育関係者が十分に議

論して、社会的にも明示していただきたい。Ｃ－1－①には「国

際化の目的に照らして」とありますが、この目的そのものが定

かでないまま、指標（例えば留学生率％）等が設定され、評価

されてしまうことを危惧します。 

国際化の観点として 

１．国際的な教育環境の構築 

２．外国人学生の受け入れ 

３．国内学生の海外派遣 

の３項目を挙げられていますが、３番はともかく、１番、２番

については、評価基準が上記の人材育成の目的に沿うように、

また指標や単語が一人歩きをしないように、慎重に対処される

ように希望します。 

例えば、 

１．国際的な教育環境の構築とは、外国人が日本の大学で学び

易い環境を作ることではないはずです。在学生に国際的にも十

分に通用する質の高い教育内容を提供し、併せて国際言語とな

った英語の実践的教育をしっかりと行うことが国際化対応だと

思います。授業を英語化すれば良いという話ではありません。

ましてその比率を指標にするということは、教育課程や教科内

容を無視した暴論になります。 

２．外国人学生の受け入れについても、一定の比率で外国人が

在籍することは教育的にも有用であると認識していますが、過

剰になれば教育や研究の遂行に支障がでる場合もあり、さらに

著しい場合は、国費を投じて外国人を教育するということにな

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

「教育の国際化」については多様な側面があるため、「教育の

国際化」の目的についてはそれぞれの大学に自ら定めていただ

き、本評価における「達成度評価」においては、その目的・目

標の達成状況を評価する。 

 評価に際しては、「留意点」に記載した各種の取組の状況及び

成果について、数値指標も含めて、総合的に判断する。 
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No. 該当箇所 意見等 対応 

りかねません。この項目についても安易に「外国人比率何％」

というようなことにならないよう、学術分野や課程に応じて、

人材育成の教育的見地から判断された適正な「外国人受け入れ」

についての議論が必要です。 

２ 

実施大綱 

Ｐｉ 

はじめに 

選択評価の側面として、「教育の国際化」が新たに加わっている

文章から大学には国際的な教育力の促進、国際的な活動が必要

不可欠であるという強いメッセージを捉えることができる。ゆ

えに、国際的な発信力のある大学へ成長を促す方針に現行から

の変更に賛同する。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

ご意見として承ります。 

３ 

実施大綱 

全般 

「教育の国際化の状況」を選択評価事項に加えることは、教育

の国際化の推進が課題となっている状況下で、時宜を得た取組

であると理解します。ただし、選択評価事項として本事項を取

り上げない大学では、当然ながら教育の国際化に係わる事項は

従来どおり、認証評価の対象となる教育活動の全般の中に位置

づけて記載することになります。「教育の国際化の状況」を選択

評価事項として取り上げる場合と取り上げない場合では、通常

の機関別認証評価における教育の国際化に関する記載方法、記

載内容が異なってくるのでしょうか。できれば、こうした点に

ついて分かりやすく解説していただけると幸いです。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

選択評価は、認証評価とは別に機構が独自に行う第三者評価

である。選択評価事項Ｃ「教育の国際化の状況」は、認証評価

の対象として含まれているが、教育の国際化に向けた活動に焦

点を絞り、より詳しく評価を行うものである。 

 したがって、選択評価事項Ｃ「教育の国際化の状況」の受審

の有無により、認証評価の記載方法、記載内容を変更する必要

はない。 

なお、誤解の無いように、説明会においても説明する。 

４ 

実施大綱 

全般 

選択評価の実施の有無によって、機関別認証評価での国際化に

関連した教育活動の記載内容は変える必要があるのか等、機関

別認証評価との関係を明確にしていただきたい。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

選択評価は、認証評価とは別に機構が独自に行う第三者評価

である。選択評価事項Ｃ「教育の国際化の状況」は、認証評価
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の対象として含まれているが、教育の国際化に向けた活動に焦

点を絞り、より詳しく評価を行うものである。 

 したがって、選択評価事項Ｃ「教育の国際化の状況」の受審

の有無により、認証評価の記載方法、記載内容を変更する必要

はない。 

なお、誤解の無いように、説明会においても説明する。 

５ 

実施大綱 

全般 

今回の改定案に提示された「選択的評価事項Ｃ 教育の国際化

の状況」については、社会から大学に対するグローバル人材育

成の強い要請を背景として、新たに選択的評価として加えられ

たものであり、妥当なものと考えます。ただし、大学機関別認

証評価が「教育」を中心に評価する一方で、大学の使命が教育

基本法において教育、研究、社会貢献とされていることから、

研究、地域貢献（社会貢献）を選択的評価事項に加えてきた経

緯を踏まえれば、「教育の国際化」を大学の３つの使命と同列の

評価事項とすることには、評価項目の構成上やや違和感覚える

ことを指摘しておきます。また、貴機構の現行の11の大学評価

基準における基準・観点のうち、基準４「学生の受入」におけ

る入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に関わるいく

つかの観点、基準５「教育の内容及び方法」に関わる観点５－

１－②（学生の多様なニーズ、社会からの要請等）、基準７「学

生支援」に関わる観点７－１－④（特別な支援を行うことが必

要と考えられる学生への学習支援）、観点７－３－②（特別な支

援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援）等、これ

まで「教育の国際化の状況」と関わって注意深く運用してきた

ものとの関連はどうなるかについてが明らかではありません。

このように、現行の大学評価基準との整合性についての検討・

考慮が十分でない点については、各大学における自己評価書の

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

選択評価は、認証評価とは別に機構が独自に行う第三者評価

である。選択評価事項Ｃ「教育の国際化の状況」は、認証評価

の対象として含まれているが、教育の国際化に向けた活動に焦

点を絞り、より詳しく評価を行うものである。 

 したがって、選択評価事項Ｃ「教育の国際化の状況」の受審

の有無により、認証評価の記載方法、記載内容を変更する必要

はない。 

ご指摘の項目等については、両評価において自己評価書に記

載、分析して頂きたい。 
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作成や機構における一連の評価作業の現場の混乱を招くことも

懸念され、具体的かつ丁寧な説明が不可欠であると考えられま

す。 

６ 

実施大綱 

全般 

評価の単位について、特定の部局の取組でも可とするのか。 【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

選択評価は「機関別評価」であり、評価対象は大学全体であ

る。特定の部局のみの受審は認めていない。ただし、特定の部

局等の取組であっても大学の取組として位置づけられたもので

あれば評価の対象とする。 

７ 

実施大綱 

Ｐ３ 

Ⅴ 評価の実

施方法 

（１） 

「（ⅱ）各大学の目的の達成状況等についての判断に関わら

ず、・・・」とありますが、どのような状況、条件を指すのか

をより具体的に説明がほしい。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

 例えば、目的の達成状況が「良好である」と判断された場合

でも、取組の一部に改善が必要と判断されるものがあった場合

は、その旨を記載するということである。詳細は、「評価実施手

引書」に記載のとおり。 

８ 

選択評価事項 

Ｐ５ 

趣旨 

「趣旨」に「・・・大学を支援することを目的とする。」とあ

るが、「支援」という言葉は、非常に漠然としている。意味を

考えても様々な内容を含んだ言葉である。もう少し明確にした

言葉を用いるべきではないか？少なくとも「目的」を締めくく

る部分には相応しくないと考える。もしくは、「大学機関別選

択評価実施大綱（改訂案）（抜粋）」に書かれている目的を総

括する言葉としては相応しくない。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

 ここでいう「支援」は、ご指摘の通り様々な内容を含んでい

る。各大学が、それぞれの大学の事情に応じて、評価結果を活

用して頂くことを希望している。 

９ 選択評価事項 趣旨の「国際化に向けた活動」については、留学生の「受け入 【対応】 
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Ｐ５ 

趣旨 

れ」か「海外派遣」のみの印象を受ける。Ｐ３「分析する際の

留意点及び根拠資料・データ等例」のＣ－１－②にある「外国

人学生との学生交流イベントの開催」のような、学内での外国

人留学生と日本人学生との交流についても評価対象の具体例と

して記述するのが好ましい。 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

 趣旨説明における「国際的な教育プログラム及び教育環境の

構築」において例示した外国語による授業・学位論文作成、国

際通用性の高い教育課程の編成・実施、外国人教員・海外での

教育研究活動実績等を有する日本人教員の配置は、「外国人学生

の受入」、「国内学生の海外派遣」のためのみに実施するもので

はなく、日本人学生の国際化のためにも実施する取組例として

挙げている。 

10 

選択評価事項 

Ｐ５ 

趣旨 

教育（若しくは大学）の国際化は、様々なモノやサービスが当

然のように国境を超える世の中においてもはや“聖域”ではな

く、避けては通れないと考える。そのため、今般評価項目を追

加し、外国語によるカリキュラムや留学制度等々において、画

期的な取り組みを実践し国際競争力を強化する大学を支援する

ことは充分に理解できる。 

また、少子化に伴う大学全入時代と、相次ぐ大学経営の破綻の

現実を勘案すると、国外からの学生の募集や、国外での広報活

動が必要とされることにも異論はない。 

ただし、「教育」と「モノやサービス」の決定的な違いは、教

育はその国・地域の文化や伝統に基づいた価値観によって形成

されるものであり、他国・他地域のそれとは相いれない側面を

必然的に有していることである。そのため、海外で通用する自

国人を養成するためには、英語圏を中心とした外国言語・文化

に対応した教育体系を備えつつも、あくまでも自国に対する理

解を基盤に有したうえでなければ、真の国際人とはなり得ない

と思われる。その自国への理解・愛情を涵養する場として大学

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

評価に際しては、ご指摘の点（「教育はその国・地域の文化や

伝統に基づいた価値観によって形成されるものである／海外で

（も）通用する自国人を養成するためには、外国言語・文化に

対応した教育体系を備えつつも、あくまでも自国に対する理解

を基盤に有したうえでなければ、真の国際人とはなり得ない」）

に留意しつつ、「留意点」に記載した各種の取組状況について総

合的に判断する。 
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が相応しいのか、高校教育か、若しくは義務教育なのかは私自

身が不見識のため定かではないが、『国際化』の名のもとで全

ての教育機関が“足元”を見失う事態は避けるべきであり、そ

のような教育を熱心に実践する教育機関を評価する指標もあっ

てよいのではと考える。 

11 

選択評価事項 

Ｐ５ 

趣旨 

昨今話題となっている「９月入学への対応状況」についても具

定例として（）内に入れてはいかがでしょうか。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

 ９月入学については、国際的通用性の高い教育課程の編成・

実施の一例である。 

12 

選択評価事項 

Ｐ５ 

趣旨 

趣旨の文言から、今次追加する評価の目的のひとつに「国際的

な教育活動」の質の向上がある、と理解できます。 

大学の「国際的な教育活動」と呼ぶべきものは、当該大学キャ

ンパス内における教育に限りません。諸外国の大学教育の質の

向上に支援・協力する活動もあるでしょう。そもそも大学及び

大学教員は、「わが国の」あるいは「自身が所属する大学の」

教育だけを視野に入れている訳ではなく、より高い志で、「世

界の」教育の向上をも期していると考えられるでしょう。従っ

て、本事項に係る活動として、外国の大学教育への協力活動も

評価に盛り込まれることが望ましいと思います。ついては現文

の「国際的な教育環境の構築」との評価視点を、「国際的な教

育環境の構築と教育の国際展開」と広げることを望みます。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

本評価においては「対象大学における教育の国際化」を中心

に評価する。大学が重要と考える場合には、教育の国際展開に

ついても「国際的な教育環境の構築」において分析して頂きた

い。 

13 

選択評価事項 

Ｐ５ 

趣旨 

趣旨については、国際競争力強化への必然性が高まる中、東京

大学を始めとする秋入学制度導入の機運もあり、国際化を評価

対象とするのは時代性に適合し、評価できる点である。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 
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ご意見として承ります。 

14 

選択評価事項 

Ｐ６ 

基本的な観点 

「国際的な教育環境の構築」については、各大学が鋭意努力し

て文部科学省や日本学術振興会などの事業に応募しているが、

競争的採用であるため、地方国立大学の努力も反映されるよう

な評価基準を作成していただきたい。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

 評価に際しては、「留意点」に記載した各種の取組の状況及び

成果について、総合的に判断する。 

 判断基準については、説明会で説明する。 

 

【参考】No.41 

15 

選択評価事項 

Ｐ６ 

基本的な観点 

「外国人学生の受入」「国内学生の海外派遣」については、大学

推薦（及び国内採用）の国費研究留学生、日本学生支援機構（Ｊ

ＡＳＳＯ）奨学生（受入・海外派遣とも）の割り当て数の減少

に地方国立大学は大きな影響を受けている。学内での対応も規

模の大きな大学に比して困難な点も多い。このような地方国立

大学の実態では、活動の実績が数値としては上がりにくい。数

値ではなく、特色で評価されるような基準を作成していただき

たい。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

 評価に際しては、「留意点」に記載した各種の取組の状況及び

成果について、総合的に判断する。数値指標は判断の根拠とな

るデータの１つである。 

 各大学の特色については「優れた点」等を挙げることによっ

て評価する。 

16 

選択評価事項 

Ｐ６ 

基本的な観点 

「留学生を増やすための国の施策に協力しているか」という評

価の観点があっても良い。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

 留学生の増加は国の施策であり、そのため、各種の提言がな

されているが、その具体的な内容は「留意点」に挙げている。 

17 
選択評価事項 

Ｐ６ 

「Ｃ－１－② 計画に基づいた活動が適切に実施されているか」

について 

【対応】 

 原文のままとする。 
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基本的な観点 「留学生に対する学位認定の公正さ」を保証する視点の追加が

必要であると思う。現在、留学生獲得のために、学位論文が日

本語はおろか英語でもあきらかに水準に達していない留学生に

まで、学位授与をしている研究科が存在する（本学のことでは

ない）。留学生に対する手助けを行うことは良いが、それが行き

過ぎて大学・大学院の教育水準を二重化することは、教育水準

の保証という観点から望ましくないと思う。上記のような状況

に歯止めをかけるべきであると思う。 

 

【理由】 

留学生を含めた「学位認定の公正さ（適切さ）」については、

認証評価において評価すべき事項であるが、本評価においても

質保証の観点から評価する。 

18 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【当該選択評

価事項全般に

係る留意点】 

評価に当たっての３つの視点について、この３つの視点すべて

を、満遍無く実行できている大学がいくつあるのか。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

大学によって、教育の国際化の目的は一律ではないと想定さ

れるため、３つの視点を設けている。いずれかの視点に関して、

優れた取組を行い成果を上げていれば、それに応じた評価を行

う。 

19 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【留意点】 

Ｃ－１－②【留意点】にある記述は、大学機関別認証評価の基

準及び観点と重複している。選択評価事項を大学機関別認証評

価と同時に受審する場合、基準２、５、７などと選択評価事項

の記載内容がほぼ重複することになるケースが発生することが

予想されるが、このケースの可否についてご回答願いたい。 

○「国際的な教育環境の構築については、～」に「国際化に対

応可能な組織体制の整備については、例えば、国際交流センタ

ー～」とあるが、これは基準２の観点２－１－⑤「附属施設、

センター等が、～」と重複するのではないか。また、○「外国

人学生の受入については、～」の「教育内容・方法の国際化に

ついては、～」、「外国人学生の受入実績については、正規留学

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

選択評価は、認証評価とは別に機構が独自に行う第三者評価

である。選択評価事項Ｃ「教育の国際化の状況」は、認証評価

の対象として含まれているが、教育の国際化に向けた活動に焦

点を絞り、より詳しく評価を行うものである。 

 したがって、選択評価事項Ｃ「教育の国際化の状況」の受審

の有無により、認証評価の記載方法、記載内容を変更する必要

はない。 
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No. 該当箇所 意見等 対応 

生、～」、「教育課程編成・実施上の工夫については、」とあるが、

これも基準５の観点５－１－②「教育課程の編成・実施方針に

基づいて、～」、観点５－１－③「学生の多様なニーズ、学術の

発展動向、社会からの要請等～」などと重複しうる（○「国内

学生の海外派遣については、～」も同様）。さらに、「外国人学

生の支援については、例えば、ウェブサイト・学内文書の多言

語化、～」なども、基準７の観点７－２－②「特別な支援を行

うことが必要と考えられる学生への～」と重複するように思わ

れる。 

ご指摘の項目等については、両評価において自己評価書に記

載、分析して頂きたい。 

なお、誤解の無いように、説明会においても説明する。 

20 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【留意点】 

学内の語学教育の数はどの程度準備をすると、よい評価をもら

えるのかという指針が欲しい。また、国内学生を対象とした外

国語による授業という観点では、全体の何割の授業が外国語で

行われると評価の対象となるのか。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

判断基準については、説明会で説明する。 

21 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【留意点】 

大学の国際化に関しては、その大学が国際化にどれだけの費用

（人的資源含む）をかけているかによって、その進捗状況が異

なります。大学の規模と比較してどの程度の費用をかけている

のかも含めて評価した方が良いのではないか。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

費用（含：人的資源）配分に特段の配慮をしている大学は、

その旨を自己評価書において記載、分析して頂きたい。 

22 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【留意点】 

Ｃ－１それぞれの「根拠となる資料・データ等例」について、「ｅ

－ラーニング」や「ＬＬ設備」など、ハード面での評価項目を

追加すべきかと思われる。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

「ｅ－ラーニング」や「ＬＬ設備」などハード面ついては、

大学が重要と考える場合には、「教育課程（編成・）実施上の工

夫」の一部として分析して頂きたい。 



－10－ 

No. 該当箇所 意見等 対応 

23 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【留意点】 

教育情報の国際的な発信（公表）を含めていただきたい。 【対応】 

「自己評価実施要項」において、下記に示す下線部を追加す

る。 

 Ｐ23 下から 21行目 

 「・・・教育内容・方法等の国際化、教育情報の国際的な発

信の状況について分析。」 

 Ｐ23 下から８行目 

 「・教育情報の国際的な発信については、「国際的な情報発信

の観点から想定される情報の例」（「中長期的な大学教育の在り

方に関する第四次報告」平成 22 年６月 29 日、中央教育審議会

大学分科会）を踏まえ、国際的な情報発信の状況から分析。」 

 Ｐ24 下から 12行目 

 「・・・への参加状況、国際的な情報発信のための刊行物・

ウェブサイトの該当箇所等、・・・」 

 

【理由】 

 意見の趣旨を踏まえ修正した。 

24 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【留意点】 

言語の取り扱いが多少あいまいな気がします。国際化に関して

は英語によるコミュニケーションが最重要であり、技術者教育

においては英語によるコミュニケーション能力の向上が重要な

ポイントになります。その一方で、言語の機能としてコミュニ

ケーション機能ばかりではなく思考機能（思考の基盤としての

言語）も重要であり、その意味で日本語による専門科目教育も

必須と考えられます。すなわち、国際的な技術者コミュニケー

ションにおいては日本人学生にとっては、日本語で思考し英語

でコミュニケーションを行うということになり、外国人留学生

にとっては、英語（もしくは母国語）で思考し、日本語でコミ

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

日本の大学における教育は、留学生に対しても、その多くが

日本語によって行われているのが現状であり、「外国語（英語）

による授業」を充実させることにより、国際化に向けて、より

バランスのとれた教育となると考えられる。 
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No. 該当箇所 意見等 対応 

ュニケーションをとるということになります。さらには、一部

ですが、将来の日本企業への就職を望み、日本語による専門科

目の履修を望む留学生もいるようです。このような観点から考

えると、単に「外国語による授業の実施」のみを考慮するので

はなく、「外国語、日本語の両言語による授業の実施」による英

語、日本語のバランスのとれた専門科目の教育が重要と考えま

す。 

25 

選択評価事項 

Ｐ23 

【留意点】 

「国際的な教育環境の構築」について 

「外国語による授業の実施」だけを取り出してこの視点の一番

に持ってくることは正しくないと思う。「外国語で授業を行って

いる場合は、日本語による大学レベルの授業と同程度である」

ことを前提としなければ、大学教育として本末転倒であるとし

か言えない。そのような視点での再考を求めます。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

「外国語による授業」においても、大学として相応しいレベ

ルの授業であることが必要である。 

26 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【留意点】 

国際通用性の高い教育課程の編成・実施例として、「セメスター

／クォーター制、秋入学、コース・ナンバリング、ＧＰＡの採

用と成績分布チェックによる厳格な成績評価」が挙げられてい

るが、国際交流に必要な制度を導入することが肝要であり、海

外の制度の例示には慎重であることが望ましい。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

「分析する際の留意点及び根拠資料・データ等例」に記載さ

れている取組はあくまで例示であり、必ずしもすべてを実施し

ていなければならないものではない。各大学が重要と考える事

項について分析して頂きたい。 

 「セメスター制、ＧＰＡの採用、秋入学（春入学と併用）」に

ついては、既に我が国において少なからぬ大学で採用されてい

る制度であり、コース・ナンバリングを含め、ここに例示した

制度等は国際交流の推進にも有用と考えている。 

27 
自己評価実施

要項 

外国人留学生の受入れに関して、各大学によりその対応に大き

なばらつきがあると言われています。このばらつきを少なくし、

【対応】 

 原文のままとする。 
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Ｐ23 

【留意点】 

日本への留学生にある程度共通する対応をするためには、受け

入れ体制の共通化、システム化が必要と考えます。ある程度の

ガイドラインを定め、それに対する実現度を評価指標とはでき

ないでしょうか。 

 

【理由】 

判断基準については、説明会で説明する。 

 

【参考】No.38 

28 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【留意点】 

除染活動状況や新カリキュラム「復興学」の創設といった情報

発信をして努力をしているにも関わらず、原発事故による放射

線汚染が原因で留学生が入学してこない場合、評価に対して配

慮をしてもらえるか。また、ウェブサイトの多言語化といった

観点からは、どの程度の言語が使用されていると評価の対象と

なるのか。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

判断基準については、説明会で説明する。 

各大学の個別事情については、状況に応じて配慮する。 

29 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【留意点】 

受け入れた外国人学生が地域社会の国際化に大きく寄与し、外

国人学生と地域との交流活動が学生への学習支援・就職支援・

経済支援に繋がるような事例があるので、そういった視点を留

意点等に追加してはどうか。 

【対応】 

「自己評価実施要項」において、下記に示す下線部を追加す

る。 

Ｐ24 上から 13行目 

 「・・・ネットワークの構築、外国人学生と地域との交流活

動等の・・・」 

 Ｐ24 下から３行目 

 「・・・ネットワークの活動内容、外国人学生と地域との交

流活動内容、外国人学生のための・・・」 

 

【理由】 

 意見の趣旨を踏まえ修正した。 

30 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【留意点】 

日本の大学では、外国人の学生を受け入れた後に卒業や就業等

を組織的に把握するなどのフォローアップが十分でない大学も

多い。日本の将来に資するような人材を育成していることは、

地域社会にも大きな影響を与えるので、そういった視点を留意

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 
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点等に追加してはどうか。  観点Ｃ－１－③において「卒業（修了）／単位修得の状況」

及び「卒業（修了）後の進路」を分析項目として挙げている。 

31 

自己評価実施

要項 

Ｐ24 

【留意点】 

ダブル・ディグリー／ジョイント・ディグリーのプログラムを

構築していないことはマイナスの評価となるのか。現段階で全

体の 13.3％しか導入のない制度を評価の対象とすることに疑問

を感じる。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

「分析する際の留意点及び根拠資料・データ等例」に記載さ

れている取組はあくまで例示であり、必ずしもすべてを実施し

ていなければならないものではない。 

32 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【留意点】 

国内学生を日本の大学を通して海外に派遣するには、単位互換

制度の整備が不可欠です。これは「教育課程編成・実施上の工

夫」に含まれるのかもしれませんが、この点について、その重

要性を考慮して、独立した評価項目とすることが妥当と考えま

す。また、学生を海外に派遣する際には、多様な受け入れ先の

中から選択肢を多くすることも必要です。さらに、海外での安

全確保、トラブル対応などの対応策も重要です。これらの点に

ついても評価項目とすることが必要と考えます。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

単位互換制度の整備については、「教育課程編成・実施上の工

夫」に含まれている。また、海外での安全確保、トラブル対応

などの対応策については、「海外派遣学生の支援のための取組」

に含まれている。 

33 

自己評価実施

要項 

Ｐ24 

【留意点】 

「教育の国際化の状況」の実施について、基本的な観点として

「国内学生の海外派遣」の視点を明記しているが、「派遣」とは

どこまでの意味を包含しているのか。内容の例も示されている

が、留学や海外ボランティアへの参加等、具体的な内容の例を

増やしていただき、理解の促進を助長していただきたい。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

 「国内学生の海外派遣」は、一般的に、海外の大学等におけ

る学習、異文化体験、語学の実地修得等を目的として、教育を

受けて単位を修得又は研修指導を受けることをいうが、その形

態・具体的な内容は様々である。大学の実情に応じて判断願い

たい。 

34 自己評価実施 根拠となる資料・データ等例として、教育の国際化に向けた活 【対応】 
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要項 

Ｐ25 

【根拠となる

資料・データ

等例】 

動の状況を検証する方法が確認できる資料とあるが、学生が記

載・提出した留学報告書は含まれるのか。海外派遣という取組

に対し、身近でかつ経験談が盛り込まれているので検証するた

めの基礎となり得ると考える。 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

 学生が記載・提出した留学報告書は、教育の国際化に向けた

活動の状況を確認できる資料に含まれる。 

35 

自己評価実施

要項 

Ｐ25 

【留意点】 

成果の考え方について、Ｃ－１－③の観点は成果となっていま

すが、この場合に、各大学が説明する成果とは何か（各大学が

それぞれ決めればよいのか）（教育活動の成果としては、学生が

身に付けるべき知識・技能・態度等についての成果を前提とす

るべきではないかという問題意識です。） 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

 成果についてはＣ－１－③にあるように「外国人学生の受入

実績、国内学生の海外派遣実績、卒業（修了）／単位修得の状

況、卒業（修了）後の進路及び学生の満足度等」によって評価

する。 

なお、「外国人学生の受入」、「国内学生の海外派遣」について

は、その実績自体が、これらを促進するための各種取組の成果

と考えられ、判断指標の１つとしている。ただし、受入、派遣

によって、「学習成果（学生が身に付けるべき知識・技能・態度

等についての成果）」が上がっていることが必要であり、これに

ついては、卒業（修了）／単位修得の状況、卒業（修了）後の

進路、満足度等によって評価する。 

36 

自己評価実施

要項 

Ｐ23 

【根拠となる

資料・データ

等例】 

第２サイクルの認証評価において、アウトカム評価を重視する

という観点から評価基準が「教育の成果」から「学習の成果」

に変更されたように、国際化においても何を実施したかに加え

て、学生が国際化に関して何を身に付けたかというアウトカム

評価を重視すべきではないかと考える。自己評価実施要項のＰ

23～25 に多数の根拠となる資料・データ例が示されているが、

このうちアウトカム評価に相当すると考えられるのは、「学生へ

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

「学習成果」については、「卒業（修了）／単位修得の状況」、

「卒業（修了）後の進路」等によって評価する。外国語による

コミュニケーション能力の評価には各種外国語検定試験の利用
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のアンケート結果等、満足度・達成度等が確認できる資料」の

みと思われる。国際化のアウトカム評価として、アンケートと

いう主観的データの他に、何らかの客観的データ利用が考えら

れないか。 

も考えられ、各大学の判断で利用し、分析して頂きたい。 

 

【参考】No.35 

37 

自己評価実施

要項 

Ｐ25 

【根拠となる

資料・データ

等例】 

「大学機関別認証評価の自己評価書・評価報告書（直近のもの）」

を20部作成し提出することについては、大学の負担になると考

えられるため、貴機構の機関別認証評価を受審した場合は提出

を省略できることにしていただきたい。 

【対応】 

「自己評価実施要項」において、下記に示す下線部を追加す

る。 

 Ｐ25 下から４行目 

 「・大学機関別認証評価の事項評価書・評価報告書（直近の

もの）〔提出必須〕 

※提出部数は別途指示による。」 

 

【理由】 

意見の趣旨を踏まえ修正した。 

38 

評価実施手引

書 

Ｐ７ 

Ⅲ 事項ごと

の評価 

（３） 

項目ごとの『判断を示す記述』については、各大学で自己評価

を行うにあたって「一般的な水準」では分かりづらいため、指

標を示すなど明確にしていただきたい。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

一般的な水準とは、日本の大学における平均的な取組状況の

ことをいう。 

 具体的には、例えば「外国人学生の受入」については、一定

程度の外国人学生の受入実績を有し、教育課程編成・実施上の

工夫として、外国語による授業・日本語教育・短期（超短期）

プログラムの実施、各種支援として、ウェブサイトの多言語化、

外国人宿舎の整備・斡旋、経済的支援、留学情報の提供等を実

施している程度の取組状況をいう。詳細については、「国際的な

教育環境の構築」、「国内学生の海外派遣」の平均的な取組状況
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と共に説明会で説明する。 

なお、水準判定に際しては、上記及びその他の取組の状況及

び成果について総合的に判断する。判断基準については、説明

会において説明する。 

39 

評価実施手引

書 

Ｐ７ 

Ⅲ 事項ごと

の評価 

（３） 

評価に用いられる判断を示す記述について、一般的な水準とあ

るが、この一般的水準とは一律に決めることができるのか。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

一般的な水準とは、日本の大学における平均的な取組状況の

ことをいう。 

 具体的には、例えば「外国人学生の受入」については、一定

程度の外国人学生の受入実績を有し、教育課程編成・実施上の

工夫として、外国語による授業・日本語教育・短期（超短期）

プログラムの実施、各種支援として、ウェブサイトの多言語化、

外国人宿舎の整備・斡旋、経済的支援、留学情報の提供等を実

施している程度の取組状況をいう。詳細については、「国際的な

教育環境の構築」、「国内学生の海外派遣」の平均的な取組状況

と共に説明会で説明する。 

なお、水準判定に際しては、上記及びその他の取組の状況及

び成果について総合的に判断する。判断基準については、説明

会において説明する。 

40 

評価実施手引

書 

Ｐ７ 

Ⅲ 事項ごと

の評価 

（３） 

「国際的な教育環境の構築」、「外国人学生の受入（学士課程／

大学院課程）」、「国内学生の海外派遣（学士課程／大学院課程）」

の各項目の水準について、『一般的な水準』と比較して判断して

いるが、『一般的な水準』の詳細が示されておらず、大学機関別

選択評価の目的の一つである「各大学の個性の伸長、及び特色

の明確化に役立てること。」に反し、一律の指標に基づく評価に

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

一般的な水準とは、日本の大学における平均的な取組状況の

ことをいう。 
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つながる可能性が危惧される。  具体的には、例えば「外国人学生の受入」については、一定

程度の外国人学生の受入実績を有し、教育課程編成・実施上の

工夫として、外国語による授業・日本語教育・短期（超短期）

プログラムの実施、各種支援として、ウェブサイトの多言語化、

外国人宿舎の整備・斡旋、経済的支援、留学情報の提供等を実

施している程度の取組状況をいう。詳細については、「国際的な

教育環境の構築」、「国内学生の海外派遣」の平均的な取組状況

と共に説明会で説明する。 

なお、水準判定に際しては、上記及びその他の取組の状況及

び成果について総合的に判断する。判断基準については、説明

会において説明する。 

41 

評価実施手引

書 

Ｐ７ 

Ⅲ 事項ごと

の評価 

（３） 

「目的の達成状況が極めて良好である」と「目的の達成状況が

良好である」はどのような判断基準でなされるのであろうか。

評価を受けた大学にとって、どちらのレベルに近いのか判断で

きるよう、たとえば「項目ごとの水準の評価」と同様に、上記

の評価結果についても判断理由を記載するなど、よりわかりや

すい仕組みが望まれる。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

目的の達成状況の判断基準は、「評価実施手引書」（３）事項

の評価に示されており、評価結果の根拠・理由は、評価報告書

に記載される。 

なお、目的の達成状況については、それぞれの大学が自ら定

めた「教育の国際化の目的」に応じて判断するため、一律の指

標を用いた判断は適切ではないと考えている。 

42 

評価実施手引

書 

Ｐ７ 

Ⅲ 事項ごと

の評価 

（３） 

項目ごとに「一般的な水準から卓越している」という段階を設

定しているが、評価の目的から意味があるのか疑問である。「卓

越」というよりも、その大学において特徴的な試みを特記する

程度で良いのではないか。大学の取組のなかで特徴的な事項を

評価結果に具体的に取り上げることが、アカウンタビリティと

いう意味においても効果的である。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

 「一般的な水準を上回っている」と判断される場合について

も、その水準には差があることが想定されるため、「一般的な
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水準から卓越している」という段階を設定し、二段階の判定を

行う。 

特徴的な取組は「優れた点」、「更なる向上が期待される点」

として評価結果に取り上げる。  

43 

評価実施手引

書 

Ｐ７ 

Ⅲ 事項ごと

の評価 

（３） 

水準評価の評価結果について、「一般的水準から卓越している」

（状態）と記載するのであれば、「一般的な水準を上回る（下

回る）」「一般的な水準である」を「一般的な水準を上回って

いる（下回っている）」「一般的な水準にある」とした方が適

切ではないか。 

【対応】 

 「評価実施手引書」において、下記のとおり修正する。 

Ｐ７ 下から６行目 

 「一般的な水準を上回る上回っている」 

Ｐ７ 下から５行目 

 「一般的な水準でにある」 

Ｐ７ 下から４行目 

 「一般的な水準を下回る下回っている」 

 

【理由】 

 意見の趣旨を踏まえ修正した。 

44 

評価実施手引

書 

Ｐ12 

Ⅰ 評価結果

（原案）の構

成及び記述内

容 

「水準にある」又は「水準を下回る」場合でも、改善等に役立

てるためにも、大学にはその結果を通知していただきたい。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

 大学から希望があれば、評価結果を通知する。 

45 

全般 選択評価事項Ｃの実施にあたっては、例えば試行期間を設ける

等、十分な検証を行いつつ実施することが望ましいのではない

か。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

選択評価事項Ｃの実施にあたっては、認証評価や他の選択評
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価において蓄積した経験を活かすとともに、評価を受けた大学

等の意見を踏まえるなど、検証を行いつつ実施する。 

46 

全般 今、公立大学は、質の保証を大前提として、その使命を確実に

果たすために、教職員の意識改革や組織の見直しなどの改革を、

学長の強いリーダーシップの下で進めています。大学のガバナ

ンスついては、大学評価基準では基準11「管理運営」の観点11

－１－②において「大学の目的を達成するために、学長のリー

ダーシップの下で、効果的な意思決定が行える組織形態となっ

ているか」が置かれていますが、高等教育機関のガバナンスの

あり方に関わる制度的条件は、国公私立大学においてそれぞれ

異なります。例えば、国立大学が一斉に法人化され、学長が理

事長を兼ねることが法定化されているのに対し、公立大学では

法人化は選択的であることに加え、１法人複数大学や学長と理

事長との分離が可能となっているなど、多様かつ独自の工夫が

凝らされたガバナンスの形が存在します。こうした特徴を踏ま

えた多面的かつ柔軟な評価を行うために、今後の評価の在り方

に関連して、以下の２点について指摘いたします。 

〇 公立大学及び私立大学を含む多様な高等教育機関がそれぞ

れの大学のガバナンス改革に自在に活用できる評価の在り方を

研究・開発・導入するために、評価研究部の専任教員、評価委

員に、公立大学や私立大学の特徴や課題に詳しい運営経験者や

研究者を大幅に増やすこと。 

○ 新たな評価指標等の研究・開発、認証評価機関相互の連携

の推進、日本の高等教育の正負の特徴を踏まえ、評価の国際的

通用性を高めるための様々な取組み等、我が国の大学評価全体

の質を発展させるための事業を着実に実施していくこと。 

【対応】 

 原文のままとする。 

 

【理由】 

第１サイクルにおいては、評価委員の選定に当たっては、評

価対象大学の国・公・私立の違いにも配慮してきたところであ

る。総数として、国立大学系の評価委員が多くなったのは、当

機構において評価を受ける大学に国立大学が多かったためであ

る。第２サイクルにおいても第１サイクルと同様、評価対象大

学の国・公・私立の違いにも配慮する。 

 

我が国の大学評価全体の質を発展させるための事業を推進し

ていくことは、当機構の重要な使命と考えており、今後とも努

力していく所存である。 

 


