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報告内容
学生調査・大学情報公表と質保証

４つのレベルで検討

アメリカの主な学生調査

学生生活調査

学習成果調査（間接評価）

アメリカの大学データ・コンソーシアム

日本の学生調査の現状

大学情報の公表 ー日本とアメリカ

各大学の学生調査の活用例

学生調査と大学情報公表のあり方
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学生調査、大学情報公表と大学の質保証

大学の内部質保証、情報収集、共有、合意形成、意思決定、大学情
報公表のためのエビデンス収集、インスティチューショナル・リ
サーチ（IR)の一環としての学生調査
現在、多くの大学では学生調査を質保証やIRとして位置づけてい
ない

最重要なツール 大学の強みと弱みを明らかにするベンチマー
キング

４つのレベルで展開される活動

国際レベル

全国レベル

中間組織レベル

大学レベル（アメリカではIRオフィスが担当することが多い）
さらに学部レベルなど下位レベル
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アメリカの主な学生調査
NCES（National Center for Education Statistics)の全米レベルの
学生調査

NPSAS, BPS, B&B, HSBなど

中間組織による全米レベルの学生調査

NSSE

CIRP, CSS

SERU
データコンソーシアムによるメンバー校の学生調査とデータ交
換システム

各大学の学生調査（IRオフィスが担当する大学が多い）
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NCES, National Center for Education 
Statistics
学生調査

National Postsecondary Student Aid Study, NPSAS 学生生活調査

追跡調査

Beginning Postsecondary Student Longitudinal Survey, BPS

Baccalaureate and Beyond Longitudinal Survey, B&B

High School and Beyond, HSB

National Longitudinal Study of high school class of 1972, NLS

Integrated Postsecondary Education Data System, IPEDS（機関レベ
ル）

多くの調査データはオンラインで集計または個票利用可能

詳細は吉田・柳浦（2019）を参照されたい。 5



NSSE
National
Survey of 
Student 
Engagement

インディアナ大学教育学部が実施

主な調査項目 学生の大学への参加（engagement)

学修課題（Challenge)

協働学習

教員との交流経験

キャンパスの環境

アメリカとカナダの4年制大学531校（2019）が参加

様々なレポートを提供

3つのピア校のベンチマーキング・レポート

（出典）NSSE Annual Report 2019
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NSSEの調査項目

（出典）細川敏幸・山田邦雅・宮本淳
（2019）61頁。
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NSSE ベンチマーキングの例

（出典）https://nsse.indiana.edu/nsse/reports-data/sample-
report/report-images/engagement-indicators.html
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CIRP Freshman Survey
Cooperative Institutional Research Program
Higher Education Research Institute, UCLA

77% 
believe that there is at 

least some chance they will 
participate in volunteer or 
community service work

64% 
report a very good chance that 
they will vote in a local, state, or 

national election

38% 
anticipate at least some chance 
they will participate in student 

protests or demonstrations

32% 
report at least some chance 

they will participate in student 
government 

Students’ views on the sociopolitical climate are of great importance...

...and are associated with aspirations to be politically and socially active during college.

Political Views
 2% Far right

 18% Conservative

 44% Middle-of-the-road

 32% Liberal

 5% Far left

73% 
strongly agree that members 
from the LGBTQ+ community 
should have the legal right to 
adopt a child

56% 
strongly agree that addressing 
global climate change should 
be a federal priority

54% 
strongly agree that the U.S. 
government should create a 
clearer path to citizenship for 
undocumented immigrants

28% 
strongly agree that wealthy 
people should pay a larger 
share of taxes than they do now

（出典）https://www.heri.ucla.edu/infographics/TFS-
2019-Infographic.pdf
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データコンソーシアムの例

限定された会員校の中で学生調査を含むデータを相互に交換するコン
ソーシアム

American Association of Universities Data Exchange, AAUDE 

The Higher Education Data Sharing Consortium, HEDS

Consortium on Financing Higher Education, COFHE 

Consortium for Student Retention Data Exchange, CSRDE 

National Community College Benchmark Project 

Big Ten Academic Alliance
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Consortium on Financing Higher Education
COFHE 

リベラルアーツ・カレッジと私立研究大学の35校のコンソーシアム

1970年代半ばに創設、本部はMIT内、非常に閉鎖的

データ交換システム

独自調査の例

新入生調査

在学生調査

同窓生調査

親調査

（出典）
https://assessment.trinity.duke.edu/sites/assessment.trinity.duke.edu/files/
site-images/COFHE%20Survey%20Data.pdf 11



日本の全国レベル学生調査

日本学生支援機構・国立教育政策研究所「学生生活調査」「大
学生の学習実態に関する調査」隔年

全国大学生協連合会「学生生活実態調査」毎年

東京大学大学経営・政策センター「全国大学生調査」
（2007年,2018年）
文部科学省・国立教育政策研究所「全国学生調査」（試
行）2019年
短期大学生調査（短期大学基準協会）

大学IRコンソーシアム 学生調査（個別大学）
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個別大学での学生調査

IR（内部質保証）として位置づけること

学生個人のアイディンティフィケーション（記名式、学生番号など）が可能で
あることが重要

追跡調査

学習データ（履修成績、学習ポートフォリオ）などと紐付けした分析

調査結果を質保証に活かす仕組みの確立

IRとしての学生調査の活用 茨城大学、京都光華女子短大（大学分科会2021年
１月13日）山形大学、学習院大学

東京大学 達成度調査

全国学生調査とのベンチマーキング

13



アメリカの大学情報公表の例

College Navigator
IPEDSのデータ

College Scorecard, U S Department of Education, USDE

College Portrait, Voluntary System of College 
Accountability 一部の公立大学

WebCasper, National Science Foundation, NSF

College Search, CollegeBoard

U. S. News, America’s Best Colleges
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College Navigator
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College Scorecard
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Common Data Set, CDS

大学情報公表のデータの標準化、共有システム
CollegeBoard, US News, Petersonの協働活動
クラスサイズなど、教育の質に関する情報
学生に関する情報

Percent who are from out of state (exclude international/nonresident 
aliens from the numerator and denominator) 
Percent of men who join fraternities 
Percent of women who join sororities 
Percent who live in college-owned, -operated, or -affiliated housing 
Percent who live off campus or commute 
Percent of students age 25 and older 
Average age of full-time students 
Average age of all students (full- and part-time) 17



日本における大学の情報公表

グランドデザイン答申と教学マネジメント指針

大学ポートレート

各大学HP

民間情報公表サイト（ランキング含む）

相互に無関係に進展している。

データの共有と利用（Cf. CDS)

収集されたデータの公表と活用が不十分（Cf. IPEDS)

学生調査について個票レベルで公開は少ない（大学IRコン
ソーシアムなど一部に限られている。日本学生支援機構
「学生調査」は公開予定）

学生調査を含むデータ共有の中間組織が未発達 18



学生調査と大学の情報公表と
大学の質保証のあり方
ベンチマーキングの必要性と可能性

全国レベル（国際レベル）、中間組織レベル、大学レベル
の学生調査と情報収集・公表、レベル間の協働、データ共
有の重要性

全国学生調査など標準的な学生調査の活用

データコンソーシアムの必要性

データベースの創設と活用 例 学校基本調査、大学ポー
トレート

大学情報の公表項目の拡大

調査とデータベースのフィードバックの確立
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