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大学評価学会 第9回全国大会を開催しました　

　 大学評価学会は2012年3月10日、11日の2日間にわ
たって、「『質保証』を問い直す —発達保障からの
アプローチ—」のテーマのもとに第9回全国大会を開
催しました。
　 大会初日には、広渡清吾氏（専修大学、前日本学
術会議会長）が「東日本大震災・原発事故と社会の
ための学術」と題して記念講演を行い、日本学術会
議の取り組みを紹介されるとともに、学術と社会と
の関係について解明されました。
　 記念講演に続いて開催されたシンポジウムでは、
藤田英典氏（共栄大学）をお招きし、「大学教育・
教養教育の現代的課題とその評価・質保証の在り方
について」のテーマでご報告いただきました。ま
た、渡部昭男氏（神戸大学）が「『発達保障』5 0周
年と『Right to Development』－大学評価学会の掲げ
る『学生の発達保障を可能にするような教育・研究
のありよう』とは－」のテーマで報告されました。
お二人の報告を受けて、植田健男氏（名古屋大
学）、碓井敏正氏（京都橘大学）がコメントを行
い、引き続きフロアーの参加者を交えた議論が行わ
れました。
　分科会は、初日（10日）の午前中に開催された第1
分会（会員自由論題報告会）を含め、四つの分科会
が開催されました。今回は、「学校評価から学ぶ」

（第2分科会）というテーマで、中等教育段階までの
評価を視野に入れた分科会が開催されるなど、新た
な試みも行われ、それぞれの分科会で活発な議論が
行われました。11日の午前中に開催された第2分科会
の閉会時に、東日本大震災での犠牲者を追悼し、黙
祷を行いました。
　 最終日（11日）の午前、午後の分科会が終わった
後に、総括討論が行われました。司会は、橋本勝氏
（富山大学）が担当しました。各分科会の座長から
分科会の様子が報告され、これを受けて、限られた
時間ですが、議論を深め、大会の到達点と今後の課
題を確認しました。
　なお、分科会の様子についても、学会年報『現代
社会と大学評価』に掲載する方向が確認されており
ますので、分科会における報告（概要）について
は、年報、第8号の刊行をお待ちください。
　第9回全国大会には2日間で63名（実参加）の参加
がありました。懇親会には27名の参加がありまし
た。初日は小雪がちらつくなど、あいにくの天気で
したが、岡山茂大会実行委員長の行き届いたご配慮
で、快適な2日間を過ごすことができました。開催校
である早稲田大学に改めて感謝申し上げます。

文責　大学評価学会事務局

全国大会の報告
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記念講演 
「東日本大震災・原発事故と社会のための学術」

広渡清吾氏（専修大学、前日本学術会議会長）

大会初日（3月10日）に行われた、広渡清吾氏の記
念講演「東日本大震災・原発事故と社会のための学
術」は、「3.11」の衝撃から1年を翌日に控えてのも
のでした。冒頭では、日本学術会議会員（2000年7月
から会員、2003年7月～2005年9月第2部長、2005年10

月～2011年3月第1部長、同年4～7月副会長、7～9月
会長）として直面した最後の6か月（2011年3月11日
以降）が、東日本大震災と原発事故を考える毎日で
あったことが述べられました。
日本学術会議が、「学術のための学術」（science 

for science）と「社会のための学術」（science for 
society）の二つを学術会議の使命として定式化し、
学術の不可分の2つの役割の推進に取り組んでいるこ
とが紹介されました。そして、大震災と原発事故へ
の対応は、「社会のための学術」のあり方、市民社
会・政府に対する助言・提言を具体的にどうするか
を問われるものであった、とされました。
大震災・原発事故に対する日本学術会議の取組み

として、組織的には、東日本大震災対策委員会（会
長を委員長、幹事会メンバーを構成員）を設置し、
大震災関係について対外的意思の発出の権限を幹事
会から委譲され、迅速な対応を行う権限が与えられ
たこと、重要なテーマに即して３つの分科会（放射
線の健康への影響と防護分科会、被災地域の復興グ
ランド・デザイン分科会、エネルギー政策の選択肢
分科会）が設置されたことなどが紹介されました。
　2011年9月22日付の幹事会声明「東日本大震災から
の復興と日本学術会議の責務」については、かつて
ない取組みも未曾有の困難にてらせば不十分；市
民、市民社会および政府に対する助言、提言活動の
あり方、「社会のための学術」とは何かを本質的に
深める必要；学術から「一つの声」を発信すること
の意義と方法のより深い探究、といった課題が示さ
れているとされました。
　学術と社会の関係をめぐっては、放射性物質の拡
散による健康被害とエネルギー政策の選択肢という
２つの事例が例示されました。これらの事例を通じ

て、個人とし
ての科学者の
活動と科学者
の代表機関と
しての活動と
いう問題を示
されました。
そして、科学
者は自分の領
域で、科学的
な知見に関わ
ることを通じ
て社会に貢献
するが、同時
に、専門的な
領域の知見を深めるだけではなくて、科学というも
のの在り方、社会に対する関係、政府に対する関係
といったものを独自に科学者として考えなくてはい
けないという課題を背負っているのではないか、と
指摘されました。
　最後には、「社会のための学術」を具体化するた
めの学術の、市民社会と政府に対する関係の在り方
を十分に深く考察すること。そして、学術を正しく
活かすための、市民社会と政府の学術に対するあり
方を議論する必要があること。さらに、「社会のた
めの学術」をつくり上げていく上において、科学者
個人の責任と、学術コミュニティー、科学者コミュ
ニティーを代表する組織（例えば、日本学術会議）
の目的と義務というのをどのように関連付けて理解
するかということ、といった課題が示されました。
また、日本学術会議におけるワンボイスを形成する
際の手順、思想に位置付けられた方法についても言
及されました。
　講演を受けてフロアーから、科学者コミュニ
ティーにおける「一つの声」や脱原発を決定したド
イツにおける倫理委員会と日本学術会議の違いなど
についての質問が出され、広渡氏がこれに答えまし
た。

文責　細川孝（龍谷大学）
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第一報告では、藤田
英典氏（共栄大学）が
「大学教育・教養教育
の現代的課題とその評
価・質保証の在り方に
ついて」と題して報告
されました。報告は、
１　現代社会の構造変
容と大学教育の課題、
２　問い直される知と
教養の在り方、３　教
養の意味と教養教育の展
開、４　教養の再構築と教養教育の充実に向けて、
５　大学教育の評価と質保証の在り方、の5点から構
成されました。
　１では、現代社会のビジョンというものが再構築
をせまられていることが指摘され、不透明性の時代
における教育の課題が考察されました。経済・社会
基盤のラジカルな変化、大学教育のユニバーサル化
（ユニバーサル・アクセスの時代）、高度情報消費
社会・高刺激社会の進展、境界解体的変化（ICT化・
グローバル化・サービス経済化・少子高齢化・生涯
学習社会化）と自己実現志向の拡大、の4点に言及さ
れ、そのようなもとで、大学に対して、汎用性・柔
軟性のある能力の形成が非常に重要だといわれるよ
うになっていること、大学教育の在り方、特に教養
教育の在り方に非常に大きな課題を突きつけている
と考えられることが述べられました。
　２では、科学技術・経済発展の二面性と知の地殻
変動的な変化、メディアの地殻変動と知識基盤の変
容、グローバル化時代の特徴と課題、市民社会の課
題と市民的教養の形成、という4点について考察され
ました。
３では、理念としての教養と教養主義・知性主義

の没落について述べたうえで、内容、目的、方法の
それぞれから見た教養について考察されました。そ
して、一般教育を中心にして学士課程が編成されて
いるアメリカの大学と日本の大学との違いが指摘さ
れました。

　４では、知の公共性と研究・教育の公共的責任と
いうことに言及されました。そこでは、大学教育の
課題として、市民性・市民的教養の形成と学問的・
機能的能力の形成に加えて、知の構築性と知識のマ
ネジメント機能を果たしているということに自覚的
であることの必要が指摘されました。そして、これ
からの教養教育と学士課程教育の課題について述べ
られました。
　５では、時間の関係でわずかしか言及されません
でしたが、フンボルト大学の正面玄関のメッセージ
に言及しながら、質の向上に向け問い直し編み直す
一歩一歩が重要であることを強調されるなどしまし
た。

　続いて、第二報告で
は、渡部昭男会員が
「『発達保障』50周年
と『Right to 

Development』―大学
評価学会の掲げる『学
生の発達保障を可能に
するような教育・研究
のありよう』とは―」
と題して報告されまし
た。
　まず、大学評価学会の「学会通信」を対象にした
考察から、「発達保障」が学会設立時におけるキー
ワードでありながらこれまで学会内に十分浸透して
こなかったことを指摘しました。そして、初代の学
会共同代表である故田中昌人氏の略歴に触れなが
ら、「発達保障」の概念の発展について考察されま
した。そのうえで、これからの10年間を通じて、学
会活動において「発達保障」が実質ともにキーワー
ドになっていく必要があるのではないかと述べまし
た。
　その手がかりの一つとして、田中氏の提起した発
達理論仮説をあげられました。学生・院生の「タテ
への発達」（変換可逆操作―抽出可逆操作―創出可
逆操作の階層）と「ヨコへの発達」（操作特性の交

　「『質保証』を問い直す―発達保障からのアプローチ―」のテーマで開催されたシンポジウムは、井上
千一会員の司会で進行されました。

シンポジウム 
「『質保証』を問い直す―発達保障からのアプローチ―」
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　第一分科会の発表は、琉球大学の岩崎保道会員の
「大学における教員業績評価の現状」であった。大
学の教員業績評価は近年重視されてきたがそれ自体
は義務化されておらず、基準や評価項目など統一さ
れていないので、現状を把握するために大学の評価
担当課長に対してアンケートを実施したものであ
る。またいくつかの大学については訪問調査を実施
したという。報告ではアンケートの集計結果を紹介
し、若干のコメントがあった。
報告で示された調査結果の主な点をあげると、国

立大学、公立大学、私立大学でアンケートの回答率
にかなりの差があるが、回答した大学ではいずれも
90％をこえて実施している。実施の目的は教育・研
究活動の促進が80％を超えているが、国立大学では
社会に対する説明責任が50％弱あげられている。公

立大学では教員個人の能力開発の手段とする回答が
60％をこえているのに対して、国立大学、私立大学
では40％前後にとどまる。また評価結果の活用とし
ては、国立大学が賞与および給与をあげているとこ
ろが60％前後あるのに対して、私立大学では昇任を
50％弱が、公立大学では雇用継続・任期延長を34％
余りがあげ、それぞれ設置者別に一番多い回答と
なっている。これは活用の仕方は設置者別にかなり
異なっていることを示す。実施の成果としては教員意
識の変化や教員の教育力向上をあげるところがおお
い。他方、実施の課題として複数の項目が50％をこ
える大学であげられていることが注目された。
　討議では、教員業績評価は大学評価に含まれるの
か、個人、学部、大学レベルの評価の関係をどうと
らえるか、評価結果の活用について給与や賞与があ

第１分科会　　
「自由論題」

換性の拡大）の双方の実践づくりということです。
また、「学生・院生の発達保障を可能にするような
教育・研究のありよう」の点検・評価と創出・創造
に向かうという課題です。
　続いて、人間の発達を取り囲む環境の発展につい
ても、大学評価学会の活動に位置付けなければなら
ないことを指摘されるとともに、Right　to　
Development（発展への権利）という第三世代の人権
論を手掛かりにしながら、「発達」の概念を考察さ
れました。そのうえで、「無償教育の漸進的導入」
についての考察が行われました。
　そこでは、大学評価学会の特別委員会の活動等も
取り込まれて、高校授業料の無償化の三つの論理と
いうものが、いま展開されていると指摘されまし
た。また、現在の高等教育の進学率では、高校の論
理をそのまま大学にも当てはめるという形では、高

等教育の無償化は実現していかず、高等教育独自の
論理を見つけていく必要があるとの見解が示されま
した。その点で、韓国における取り組みが参考にな
ることが指摘されました。
　最後に、発達保障には、人間発達という考え方と
同時に、環境の発展というものを積極的に取り入れ
て行く必要があることが指摘され、自らが勤務する
神戸大学大学院人間発達環境学研究科についても言
及がありました。
　以上の報告をうけて、碓井敏正会員と植田健男会
員がコメントを行いました。さらに、フロアーの参
加者を含めた議論が行われました。討論者からのコ
メントを含め、シンポジウムの様子は、学会年報
『現代社会と大学評価』第8号に掲載予定ですので、
詳しくは。そちらをご覧ください。

文責　細川孝（龍谷大学）
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　今年度大会の第二分科会は「学校評価から学ぶ」
というテーマを設定しました。本学会は大学を対象
にしていますが、学校、とりわけ高等学校はその入
試の段階で偏差値による序列化が進み、卒業生の進
路により社会的にも評価を受けるという意味で大学
との類似性が高く、その評価活動においても形骸化
が進んだり教職員の人事評価との連携が進められた
りするなど、大学評価と同様の課題を抱えていま
す。今回の分科会では、小池由美子会員(埼玉県立川
口北高校)「学校評価と４者協議会―高校までの改訂
と大学評価」、勝野正章会員(東京大学)「学校評価と
学校づくり―現状と課題」の２つの報告をもとに、
フロアも交えた議論を行なうことで、大学評価学会

として学校評価の動向からどのようなことを学ぶこ
とができるのか、大学評価の方向性をどのように考
えていくべきか、などを探る上で貴重な機会となり
ました。
　言うまでもなく、民主党政権誕生後、学校と保護
者・地域住民とのコミュニケーションを通じた学校
づくりのツールとして学校評価の役割の転換が図ら
れています。勝野会員の報告では、学校評価を行な
う上で各学校がその目的・目標を具体的に設定する
ことが求められた結果、評価しやすい数値目標を掲
げる傾向があることが紹介されました。その結果例
えば、「進学率◯％を達成するための教育」という
ような、数値目標が教育活動の内実を既定してしま

第2分科会　　
「学校評価から学ぶ」

げられているが具体的にはどう行わ
れているか、教員業績評価の資料が
提出されない場合のペナルティとは
何か、なぜペナルティを科すのか、
などの質問が出されたが、報告者か
らは今回は回答の整理である、質問
項目以上の内容は調べていない等の
回答があった。
  今回の発表は大変重要なテーマでありながら、発表
者とフロアのあいだでややすれ違いがあったように
思う。発表という点からすれば発表者の意図が十分
に伝えられなかったことを意味する。発表において
は調査用紙を資料として提示し、調査者がどういう
意図で選択肢を用意したのか、調査設計のねらいが
説明される必要がある。また調査は一研究者として
行ったのか、大学の担当部署として行ったのかとい
う点も、結果の解釈に関わる事である。
　教員業績評価の現状を明らかにしようとする意図
は重要であるが、アンケートという手法はなかなか
難しいところがある。回答を選択させる場合は、同
じ問いでも回答者によってしばしば理解は大きくわ
かれ、さまざまな事実が同じ項目でカウントされ数
量化されることになる。報告では、調査結果に関し
て報告者の「活用方法が不十分」という指摘が何回
かされたが、それは「活用すべきだ」という報告者
の立場に基づくものだろうが、その指摘の前に具体
的な事実がどうであるかを示す必要があるだろう。

　発表においての時間的制約の問題もあろうが、分
析は調査者の結論だけでなく、研究対象をどうとら
えているか、その意義、必要性などをどのように考
えているのかを説明する必要がある。調査の結果
は、調査者が自分の見解にそって解釈しているので
あるから、学術的発表としては前提となる調査者自
身の見解を明らかにすることが不可欠だろう。今回
の報告に限ることではなく、自らの報告に際しても
心したいことである。
　大学評価が取り上げられてからこれまで、教員評
価などの個人の評価が大学評価の中でどのような意
義があるのかについては、十分検討がされずにさま
ざまな個人評価が行われてきた。しかしその中で働
く教職員個人の業績や活動はその個人の責任として
とらえるのでいいのかという問題がある。これまで
の大学評価では、労働条件（賃金だけでなく）・労
働環境の問題が著しく軽視されているが、それも個
人の活動や業績を大きく左右する要素であり、大学
評価の重要な一部分というべきであろう。本学会の
重要な課題としてこのことを指摘し、今後の研究の
発展を期待したい。

文責　蔵原清人（工学院大学）
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　 職員問題を扱う第３分科会は、本学会を含め「これまで議論されてきた事務職員に関わる課題の多くは、
大学マネジメント論に代表されるように、その目線は大学の管理・運営に置かれており、日常の職員業務の現
実からは乖離した議論が先行してきた」との認識から、あらためて、事務職員の職場における諸問題から学生
支援の課題を取り上げることとした。今大会のテーマにある発達保障の視点から、実際の職場に根差した、
現実感のある議論を行うことを通じて、職場の課題を共有し、学生、さらには事務職員の発達といったこと
を考えることを狙いとした。
　報告されたレポートは，次の2本であった。

第3分科会
「学生支援と発達保障」

う逆転がおきており、こうした数値目標の達成度を
評価する現在の学校評価では、信頼関係の構築にい
たるコミュニケーションにはなりえないとの指摘が
ありました。
　小池会員からは、そうした評価に対するオルタナ
ティブとして、埼玉県における学校評価懇話会の実
践事例が報告されました。これは、学校の教職員、
保護者、地域代表、生徒の四者が協議をして学校づ
くりを進めていくというものであり、合意形成・意
思決定のプロセスとしての評価活動にステークホル
ダーの参画を進めるしくみです。そのしくみづくり
のプロセスから、学校管理職の意向による取組の違

いや、生徒を参加させることによる生徒と教職員双
方の変化、などについても紹介されました。
　会場からは、大学評価と学校評価の異同や大学に
おける学生参画型FD活動との共通性についての質問
が出される一方で、学校評価の導入に対する政策決
定者側の意図を理解しておく必要性があること、
「評価」をとりまく専門用語を本質的な議論や理解
が十分でないままに使用することで、学校側に誤っ
た経営手法を導入させている研究者側にも責任があ
ること、などのコメントも示されました。

文責　日永龍彦（山梨大学）

（１）「『もう大学生?まだ大学生?』学生支援につながる対応とは
　　　--事例をとおして職員の対応を考える--」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土舘大学・苫米地示路）

　報告者の大学では学部事務室制をとっている。彼
の所属する事務室では学生係が置かれ、職員は学
科、学年で担任制で該当する学生に対応している。
一人の職員が担任する学生数は200人から400人ほ
どであり履修指導、数学支援などが業務となってい
る。担任する学生が決まっているので継続一貫した
ケアが可能である。かつて旧制の大学には学生主事
という役職があったが、担任制をとることによっ
て、役職はないもののそれに近いものになっている
感じを受けた。
　このような環境で学生と対応してきた事例と経験
から職員のあり方についての報告であった。対応事
例とその経験から学生支援に必要なことについて詳
細に報告されたが、学生の問題であるので、ここで
は対応事例と支援に必要なことだけをあげておく。
[対応事例]
　1)言動に問題がある学生　 2)「今から死にます」
という学生　 3)毎日のようにクレームを言いに来る
学生　 4)精神的に問題がある保護者　　5)教室借用

でごねる学生　 6)異常な行動をとる学生　 7)相談内
容が一貫しない学生　 8)教員からいじめをうけてい
る学生と保護者　 9)２年連続介護等体験中止の学生　
10)ゼミ教員と問題をおこした学生と教員
[学生支援に必要なこと]
　1)緊急避難措置などの法的な知識を知っておく　
2)職員一人が対応するのではなく、複数の職員で対
応する　3)個人情報には配慮しつつ他部署とも連携
する　4)初歩的なカウンセリングスキルを身につけ
る　5)事例を蓄積し職場内で共有する　6)時として
ある程度突き放すことも必要　7)学生の話しを最後
まで聞く努力を惜しまない　7)対応事例を職場内研
修に活用する　8)迅速に対応する横の連携(部署の
キーパーソンを活用)
　さらに対応の際に心がけたいことには次の4点が
ある。
　　1)見る（見ざるではなく）　2)聴く（聴かざる
ではなく）　3)話す（言わざるではなく）　4)絡む
（放任ではなく）
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　また「大人にならない,なれない」大学生の原因の
一つには職員の問題もある。それを克服するために
は次のような意識改革が必用である。
　1) 大学は、大人ではなかった入学生を大人となり

得る状態、または大人にして「社会に送り出す
機関である」という意識を職員が共有すること

　2) 職員は大学の構成員として、教育を分担している
        ことを認識し行動すること
　3) 教育の場は教室だけではなく、学生に対応する

全ての職場にあると認識すること（職員も教育
者）

　最後に「卒啄」（孵化寸前の雛がくちばしで卵の
殻を突いて外に出ようとするのを、親鳥が外から突
いて手助けをすること(Wikipediaから)）という言葉
をあげ、「社会に羽ばたく前の大学生に対する、私
達大学職員の役割を表現している言葉だと思ってい
る」として報告を終了した。

　この報告に対して「学生のケア」では、授業を通
じて学生のことをつかんでいる教員との連携も大事
であるとの意見が参加者からだされた。

（苫米地示路）

（２）「東日本大震災と学生ボランティア
　　　--支援活動における学生の成長と職員の協働--」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本福祉大学・津田道明）

　 最初に大学における「ボランティアセンター」の
組織化について、その状況の報告があった。
　 多くの大学で、多様な組織形態を持つ、“ボラン
ティアセンタ一”が組織されている。大学を知的探求
の共同体とすれば(そのダイナミズムの担保の一つの
条件は、まぎれもなく学生の教育研究活動への主体
的参加である。少なくない大学が、このような多様
な活動を展開してきた学生の実践をもとに、ボラン
ティアセンターの組織運営にあたって、学生代表の
参加を承認し、“共同デスク”化を実現している。こ
のような事例は、「大学のありかた、大学改革の課
題の探究にあたっても注目すべき事柄である。
　次に日本福祉大学の取組について報告があった。
 日本福祉大学では、３月14日に「東北地方太平洋
沖地震対策本部」を設置した。発足当初から、セン
ター長、副センター長には教員の役職者がついた
が、日常的運営にあたる対策本部の事務局長には学
生がついた。そして6月からは、副センター長を２
名体制として、学生代表も加わえた。まさに学生代
表の参加を承認し、“共同デスク”化をはかったわけ
である。
　 ３つ目として、地域や大学のさまざま取組として
募金活動の広がりがある。
　 およそ人が集まったところでは必ず何らかの募金
活動が行われたのではないか、といえるほど、募金
活動が街頭以外でも多様に取り組まれたことは、注
目すべきものである。ボランティア元年にならぶ寄
付元年ともいえよう。その中の一つとして「伊那市
の美鷺小l年2組の子どもたちが被災地のひとびとの
ために役立ててほしいと義援金1万2000円を寄付し
た」事例を紹介した(2011年3月18日信濃毎日新聞社

説より)。
　 さらに学生のボランティア活動は彼ら自身の成長
につながっている例として、「日本福祉大学の場合
でも、とくにNPO活動が活発な領域-医療、福祉、
子ども(教育)、地域づくりなど-の活動からも大きな
影響を受けている」「福島県立医科大学の学生の声
に見られるように、大学構成員の共同行動そのもの
からも大いに学んでいる」ことをあげた。
　 このように内容は多岐にわたっている。最後に次
のように職員の役割にふれて報告を終えた。

　 こうした大学改革の前進にむけて、第一に大学構
成員聞の多面的重層的な関係構築にあたって、組織
運営(組織マネジメント)の実務家の存在意義は明ら
かである。それは教育研究組織を「コントロールJす
ることでもなければ管理することでもない。学生組
織に対しても同様である。言葉の正確な意味でその
行為は学校におけるアドミニストレーションといっ
て良い。
　 第二に職員は、大学と地域との社会的諸関係を多
様に形成する上で独自の役割がある。大学の日常的
な基盤的な機能維持活動は社会のさまざまな団体や
企業、自治体と関わっている。この接点に大学事務
局と職員は存在しており、この機能が関係強化に向
かつて働くか弱体化に向かうかが問われている。
　 このように、学習・教育研究の基盤的な領域にお
いて、職員が持つ多様な力量を発揮すること、ある
いはそれが未開拓であるとすれば、それにむけて自
己を成長させることは、職員個人にとっても、事務
組織全体にとっても、大学全体にとっても、きわめ
て有効性を持つ。
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本分科会は、第8回大会に続き開催された。私立大
学や国立大学にも通じる課題を意識し、制度的な評
価や大学評価に関する政策の存在が大学評価に及ぼ
してきた影響を解明していくことに力点をおいてい
る。
報告は2本であった。まず、光本が「公立大学評価

の動向と問題点」について総括的に考察した。公立
大学に関する制度的な評価の一つである公立大学法
人評価は「地方分権改革」と「大学改革」という、
二つの政策的要請に従ってつくられた。この過程
で、制度趣旨の異なる認証評価制度の結果を法人評
価の中で活用することを求めるという「ハイブリッ
ド型構造」の評価制度が成立した。しかしながら、
順次実施されている公立大学法人評価の例を検討す
ると、現在まで、中期目標期間に行われた認証評価
の結果が次期の中期目標の策定や終了時の「検討」
に活用されている例はないことがわかる。各地方自
治体の地方独立行政法人評価委員会が定めた評価の
サイクルも、そうした運用を想定するものとなって
いない。「中期目標期間の業務実績を評価し、次の
中期目標につなげていくPDCAサイクル」の建前は
（「PDCAサイクル」に対する批判とは別に、）崩壊
していると見るべきであるとともに、中期目標・計
画の策定過程を実際に規定しているものは何なのか
を実態に即して明らかにしていく必要がある。
つづいて、谷口正弘氏から、「自己点検・評価と

認証評価との間―大学基準協会での認証評価実務と
公立大学での自己点検・評価実務の経験から―」と
題する報告が行われた。谷口氏はかつて、札幌市立

大学の事務局経営企画課において認証評価報告書の
作成作業にたずさわっていた。さらに、それ以前に
大学基準協会に勤務したこともある。大学側と評価
機関側、両方の実務経験から、谷口氏は、大学基準
協会の「新大学評価システム」が評価基準・評価項
目等を整理したことにより、大学側の負担が軽減さ
れた反面、基準協会の意図する評価の方向が必ずし
も大学側に理解されていない実態があること、その
原因の一つとして、ピアレビューの理念や評価水
準・コミュニケーションの後退があるように思われ
ることなどを指摘した。両者のコミュニケーション
の不全は、大学側が「PDCAサイクル」を取り入れ
る“わかりやすい道”に走り、自らの方向を見失うこ
とにつながりやすい。「了解志向的な関係性（コ
ミュニケーション過程）」（重本直利）を、大学で
の自己点検・評価活動だけでなく、認証評価におけ
る大学と認証評価機関との間でも存在すべきもので
ある、というのが谷口氏の提言であった。
質疑の中では、参加者から、独立行政法人制度の

下で大学評価に関する専門評価委員会が置かれた経
緯についての補足説明がされた。両報告を通じて浮
かび上がってきたのは、評価委員会を含む評価機関
と大学側のコミュニケーションの実態と、それが大
学評価に及ぼす影響についての研究の必要であった
ように思われる。年1回の分科会だけでなく、研究会
の機会を生かして事例研究をすすめること、アン
ケート調査のデータを整備することなど、学会とし
ても追求していくべきだろう。

文責　光本滋（北海道大学）

第4分科会
「公立大学評価の現状と課題」

　これまでも分科会では「教職協働」「大学職員の専門性」について話題としてきた。ただどうしても総花的
な「大学職員論」になってしまうことが多かったように思われる。今回は総論ではなく「教職学協働」につ
いて「各場面、場面で、どう協働できるか」という具体的な事象に近づいたものであったと感じる。また学
生がボランティア活動の経験をとおして感じた「ボランティア活動では職員と学生が同じ活動をしたり、時間
の共有をすることになり、学生と職員との間に新たな関係を築くことができるものと思う。そのことは職員
の意見、考えの説得力や信頼性を増す」という感想は、職員・学生が協働するボランティア活動に限らず「職
学協働」「教職協働」といった協働の大切さを示しているといえるのではないか。

文責　塩野博雄（立教大学）

　 そしてそれは職員間の競争的関係や支配的管理関
係ではなく、大学の役割、理想を掲げた人間的な信

頼と業務の協働化によってこそ果たされる。
（津田道明）
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全国大会 写真館

いつもにこやかな理事たち

大会2日目総括討論（早稲田大学1号館にて）

懇親会（大隈庭園ガーデンハウスにて）

第２回田中昌人賞受賞者

第２回 田中昌人記念学会賞受賞者
日永龍彦氏　　細川孝氏
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日時：2012年3月10日（土）13:00～13:35

場所：早稲田大学（早稲田キャンパス）22号館202教室

＜議事＞
１．議事に先立って、川口洋誉理事と上中良子会員が議長に選出された。

２．2010年度活動総括（案）について
＜学会年報およびシリーズ本の編集について＞
①『現代社会と大学評価』第6号を、（1年半遅延して）2011年9月に刊行した。
②シリーズ本は、以下の3点を刊行した。
　・『大学改革・評価の国際的動向』（第3巻）
・『ＰＤＣＡサイクル、三つの誤読』（第4巻）

　・『大学評価基本用語100』（第5巻）
＜研究会活動および関連の取り組みの経過＞　
①第33回研究会：2011年6月18日（土）（於：龍谷大学深草学舎）
　・小池由美子氏（埼玉県立川口北高校）「学校評価と四者協議会－草加東高校の開かれた学校づくり」

　　・野中郁江氏（明治大学）「私立・国立同等の原則」

※　龍谷大学社会科学研究所（大学評価・大学経営研究センター）ならびに高等教育研究会（京都）との共催。
   ②第34回研究会
　　下記の④を参照
③第35回研究会：2011年11月12日（土）（於：早稲田大学（早稲田キャンパス））
　・渡部昭男氏（神戸大学）「高校授業料無償化の争点－法制定過程とその後－」

 ・重本直利氏（龍谷大学）「教育・研究にふさわしいマネジメントへの転換、ＰＤＣＡサイクルからＣＤＨＡコ
     ミュニケーションへ－日本私大連盟・ＰＤＣＡサイクル研修批判－ 」

※　龍谷大学社会科学研究所（大学評価・大学経営研究センター）との共催。
　 ④2011年度大学評価サマーセミナー：2011年8月26日（金）、27日（土）（於：愛知工業大学本山キャンパス）
　　・サマーセミナー①「大学評価とＰＤＣＡ」
　　・特別セッション　沢田昭二氏(名古屋大学名誉教授)「坂田昌一のめざした研究体制」
　　・サマーセミナー②「大学評価基本用語100― 大学評価の概念と方法 ―」
　　・サマーセミナー③「職員問題研究会」（第34回研究会）
　　　　武市全弘氏（名古屋大学）「国立大学法人における職員評価のＰＤＣＡ」
　　　　津田道明氏（日本福祉大学）「大学職員の協働・連携と『ＰＤＣＡサイクル』」
        ・サマーセミナー④「大学評価の国際動向」
⑤非常勤講師問題に関する緊急ミーティング（労務理論学会第21回全国大会プログラム外企画）：
   2011年6月12日（日）（於：中央大学（多摩キャンパス））
・塚田亮太氏（専業的非常勤講師）「専業的非常勤講師の教育・研究の実態」

　　 ・細川孝氏（龍谷大学）「龍谷大学における非常勤講師問題」
※　労務理路論学会、龍谷大学社会科学研究所（大学評価・大学経営研究センター）との共催。

＜国際人権Ａ規約第13条問題特別委員会の活動＞
　大学学費問題に関する韓国-米国-日本が連帯した声明（2012年3月2日）
＜その他、会合および諸活動＞
・第5回理事会（2011年3月13日、京都橘大学）
・第6回理事会（8月28日、名古屋大学）

大学評価学会 第９回年次総会 報告
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・第7回理事会（11月12日、早稲田大学）
・第8回理事会（2012年3月10日、早稲田大学）
・東日本大震災の募金（@100×219人分を日本赤十字社に募金（寄付））
・会員有志による共同研究活動を、龍谷大学社会科学研究所共同研究「『無償教育の漸進的導入』と大学法人経営―
日本の高等教育システム転換の課題―」（研究代表者：細川孝（大学評価・大学経営研究センター））として実
施。

・2012年3月10日現在の会員数　214人。内訳は、会員　206人、協力会員 8人（団体会員2を含む）。
　　　⇒　以上承認。

３．2011年度決算（案）および監査報告（別紙参照）
　　別紙にもとづき決算報告があり、ひきつづき監査報告が行われた（会計監査人が欠席のため、代読）。
　　　⇒　以上承認。

４．2012年度活動方針(案)について
＜研究会等の開催予定＞
・研究例会の開催（年3回）。以下研究例会の開催日程案。
第36回研究会；6月9日（土）（於：龍谷大学）
※　龍谷大学社会科学研究所（大学評価・大学経営研究センター）との共催。

第37回研究会：8月25日（土）（京都市内を予定）
  ＊　総会開催後に、9月1日（土）に開催日を変更。
第38回研究会：11月10日（土）（東京都内を予定）

＜学会年報の刊行＞
　　　・刊行が遅れている『現代社会と大学評価』第7号を2012年度早期に刊行する。
　　　・『現代社会と大学評価』第8号を2012年度内に刊行する。

＜出版活動＞
・『職員評価問題』関連のシリーズ本を刊行する（担当編集委員：津田理事）。

＜委員会などの諸活動＞
・韓国をはじめとする海外の大学関係者との交流の継続。
・国際人権Ａ規約第13条問題特別委員会（略称：13条特別委員会）の取り組み、他団体との協力・共同関係の推
   進。
・共同研究の推進（龍谷大学社会科学研究所共同研究プロジェクト他）。
・シリーズ本6巻以降の刊行ならびに企画立案。

＜通信発行＞
・『通信』は第30号～32号の3回発行（5月、9月、1月を予定）。

　　＜その他＞
・理事会は、次回総会までに、3月11日（早稲田大学）、8月26日（京都市内）、11月10日（東京都内）、2013年3

月9日（龍谷大学）を予定（＊　8月26日の理事会については、総会開催後に、9月1日（土）に開催日を変
更）。

　　　⇒　以上承認。

５．2012年度予算（案）について（別紙参照）
　別紙にもとづき予算（案）の提案があった。
　　　⇒　以上承認。

６．第２回田中昌人賞について（報告）
　植田選考委員会委員長より、理事会において以下の2名の会員に第２回田中昌人記念学会賞を授与することが承認され
たとの報告があった（敬称略）。
　　日永龍彦、細川孝
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７．「田中昌人記念学会賞」運営規程の改正について（報告）
　理事会において「田中昌人記念学会賞」運営規程を改正することが承認されたとの報告があった（改正後の規程は、第
Ⅳ期第8回理事会報告を参照）。

８．第Ⅴ期（2012年～2015年）理事選出選挙について
　理事選出管理委員会（藤原篤志氏（駒澤大学）、三島倫八氏（龍谷大学））からの提案にもとづき、学会規約の《内
規》６．の定めるところにより、総会議決(規約、第21条)で以下の20名の理事を選出した（敬称略）。
　　池内了（総合研究大学院大学、宇宙物理学）、石井拓児（名古屋大学、教育学）、
        井上千一（大阪人間科学大学、経営学）、植田健男（名古屋大学、教育経営学）、
　　岡山茂（早稲田大学、フランス文学）、海部宣男（放送大学、天文学）、
　　川口洋誉（愛知工業大学、教育学）、蔵原清人（工学院大学、高等教育論）、
　　塩野博雄（立教大学、大学アドミニストレーション論）、
        重本直利（龍谷大学、社会経営学）、津田道明（日本福祉大学、大学職員論）、
        中村征樹（大阪大学、科学技術史）、橋本勝（富山大学、大学教育論・経済統計学）、
        日永龍彦（山梨大学、教育学）、藤原隆信（京都経済短期大学、NPO論）、
        水谷勇（神戸学院大学、教育学）、光本滋（北海道大学、高等教育論）、
        村上孝弘（龍谷大学、大学アドミニストレーション論）、
        望月太郎（大阪大学、哲学）、渡部昭男（神戸大学、教育行政学）

９．会計監査人の委嘱について
会計監査人を以下の2名の会員に委嘱することを承認した（敬称略）。

角岡賢一（龍谷大学）、塚田亮太（専業的非常勤講師）

10．第10回全国大会について
　以下の要領で第10回全国大会を開催することを承認した。
　・開催日時：2013年3月9日（土）～10日（日）
・開催場所：龍谷大学（深草学舎）
・大会テーマおよび報告者は2012年9月頃までに決定する。

11．顧問の委嘱について（報告）
　理事会において以下の3名の会員に顧問を委嘱することが承認されたとの報告があった。
　　継続：細井克彦氏（大阪市立大学名誉教授）、三輪定宣氏（千葉大学名誉教授）
　　新規：碓井敏正氏（京都橘大学）

以上

2011年度決算案（2011年3月1日～2012年2月29日）
１．収支決算表（2011年3月1日～2012年2月29日）

2011年度予算 2011年度決算 内容
 前期繰越金 2,954,644 2,954,644
 会費収入 1,340,000 　　　873,000 過年度会費を含む
 年報・シリーズ本販売売上 711,000 393,600
 全国大会参加費 220,000   99,000 第8回大会
 全国大会開催補助 80,000 58,000 京都橘大学から
 雑収入 0 4,670 懇親会残金

＜収入合計＞ 5,305,644 4,382,914
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会計監査報告書

    ２．貸借対照表（2012年2月29日現在）

資産資産 負債負債
 現金 366,310 次期繰越金 1,686,641
 郵便振替口座 1,320,331

合計 1,686,641 合計 1,686,641

 理事会費 350,000 215,600 交通費、昼食代
 年報・シリーズ本編集費 2,850,000 1,892,013 ｼﾘｰｽﾞ第5巻買取含
 会報・リーフレット作成費 80,000 62,370 通信3回
 通信費 120,000 118,624 メール便代他
 大会・研究会 400,000 311,573 会場代、予稿集他注１
 事務用品費 50,000 16,368 封筒、宛名シール他
 支払手数料 30,000 19,825 郵便振替手数料他
 委託費 70,000 38,000 会計・会費管理委託
 予備費 1,355,644 21,900 震災募金 注2

＜支出合計＞ 5,305,644 2,696,273
＜次期繰越金＞ 0 1,686,641

　注）
 １．大会・研究会の支出には、全国大会懇親会の費用（120,000円）から参加者負担分84,000円を控除した36,000

円を含んでいる。
   2．予備費は、東日本大震災の募金として、理事会での決定にもとづき、会員1人あたり100円を、日本赤十字社

を通じて支出したものである（2011年3月13日時点の会員数219名）。
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2012年度予算案（2012年3月1日～2013年2月28日）
2012年度予算 2011年度決算 2011年度予算

 前期繰越金 1,686,641 2,954,644 2,954,644
 会費収入 1,310,000 　　　873,000 1,340,000
 年報・シリーズ本販売売上 440,000 393,600 711,000
 全国大会参加費 150,000   99,000 220,000
 全国大会開催補助 0 58,000 80,000
 雑収入 0 4,670 0

＜収入合計＞ 3,586,641 4,382,914 5,305,644
 理事会費 300,000 215,600 350,000
 年報・シリーズ本編集費 1,400,000 1,892,013 2,850,000
 会報リーフレット作成費 160,000 62,370 80,000
 通信費 130,000 118,624 120,000
 大会・研究会 400,000 311,573 400,000
 事務用品費 50,000 16,368 50,000
 支払手数料 30,000 19,825 30,000
 委託費 70,000 38,000 70,000
 予備費 1,046,641 21,900 1,355,644

＜支出合計＞ 3,586,641 2,696,273 5,305,644
＜次期繰越金＞ 0 1,686,641 0

注）
1. 　会費収入は、会員数を235名（現職教職員210名、現職教職員以外20名、協力会員5名）とし、納入率約80％で、予
算計上した（@6,000×168＋@3,000×16＋@1,000×4＝1,060,000円）。過年度分については、40名分
（@7,000×10＋@6,000×30＝250,000円）を計上した。

2. 　 年報・シリーズ本販売売上げは、年報第7号（@2,000×0.4×250＋@2,000×30＝260,000円）、同第8号
（@2,000×30＝60,000円）とシリーズ本第4巻（ＰＤＣＡ、@1,000×0.4×250＋@1,000×20＝120,000円）を見込
んだ。

3. 　全国大会参加費は、会員40名（@1,500）、院生等会員10名（@1,000）、非会員20名（@4,000）を見込んだ。
4. 　 年報・シリーズ本編集費は、年報第7、8号編集経費・印刷費（500,000×2＝1,000,000円）、シリーズ本第6巻
（テーマは事務職員を予定、400,000円）を計上した。

5．　会報・リーフレット作成費については、「学会通信」3回と学会リーフの刊行を含んでいる。
6．　委託費は、会計業務の他、「学会通信」の編集と会員名簿の作成を含んでいる。
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大学評価学会　第Ⅳ期第8回理事会

・日時：3月10日（土）12:15～12:45
・場所：早稲田大学（早稲田キャンパス）22号館618教室
・出席：理事14名、委任状理事3名（欠席理事2名。なお、出席幹事6名）

【報告事項】
１．『現代社会と大学評価』第7号、第8号の編集について
　 事務局から、年報、第7号の編集状況について報告があった。特集の1篇を除いて原稿がそろっており、月内に原稿の提
出がない場合には、この原稿を除いて印刷会社に入稿することが確認された。編集委員会事務局から、年報、第8号の編
集状況について報告があった。

２．国際人権Ａ規約第13条特別委員会「『韓国－米国－日本』が連帯した大学学費問題に関する2012年3月2日付の声
明」について
特別委員会担当の渡部幹事から、国際人権Ａ規約第13条特別委員会として取り組んだ「『韓国－米国－日本』が連帯し

た大学学費問題に関する2012年3月2日付の声明」について報告があった。

３．会計監査の実施について
　事務局から、3月6日に会計監査を行ったことが報告された。

４．共同事務局について
　 事務局から、大阪大学の大学教育実践センターが2012年3月末をもって廃止されることから、同大学と龍谷大学との共
同事務局体制を解消することが報告された。

５．第Ⅴ期理事会（2012年3月～2015年3月）の推薦について
　事務局から、理事選出選挙管理委員会に20名の理事候補者の名簿を提出したことが報告された。

６．総会の運営について
　事務局から、総会の運営について報告があった。

７．シンポジウム・各分科会の記録（「学会通信」に掲載）について
　事務局から、記録の担当について報告があった。

【審議事項】
１．第Ⅳ期第7回理事会議事録（案）承認について
　　第Ⅳ期第7回理事会（2011年11月12日開催）議事録（案）を承認した。

２．会員の異動について
4名の加入、5名の退会、1名の会員種別の変更を承認した。入退会ならびに会員種別の変更承認後の会員数は、以下の

とおりとなった。
会員　206人、協力会員　8人（うち団体会員2）、計　214人（団体2を含む）。

３．顧問の委嘱について
　以下の3名の会員に顧問を委嘱することを承認した。
　　継続：細井克彦（大阪市立大学名誉教授）、三輪定宣（千葉大学名誉教授）
　　新規：碓井敏正（京都橘大学）

理 事 会 報 告
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６．会計監査人の委嘱について
以下の2名の会員に、会計監査人を委嘱することを承認した。
角岡賢一氏（龍谷大学）、塚田亮太氏（専業的非常勤講師）

７．第９回会員総会について
第９回会員総会の議事について承認した。

８．著作権ポリシーについて
　 学会誌『現代社会と大学評価』およびシリーズ本に関わる著作権ポリシーについての検討を次回以降の理事会で行うこ
とを承認した。

以上

大学評価学会　第Ⅴ期第1回理事会
・日時：2012年3 月11 日（日）12:40～13:20
・場所：早稲田大学（早稲田キャンパス）1号館404教室
・出席：理事16名、委任状理事1名（欠席理事3名。なお、出席幹事5名）

「田中昌人記念学会賞」運営規程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年8月3日施行

１）＜名称＞「田中昌人記念学会賞」とする。
２）＜目的＞この賞は、本会設立に尽力された初代代表・故田中昌人先生の業績を偲びその名を記憶すると
ともに、本会活動の一層の発展を期するために設ける。

３）＜対象者＞本会会員とする。原則として若手の研究者とするが、年齢制限は特に定めない。
４）＜対象業績等＞対象は本学会誌および本学会シリーズ本での掲載原稿とする。ただし、学会外の出版物
およびそこでの掲載原稿も可とするが、この場合は会員２名以上の推薦者による推薦とする。なお、自己
応募はなしとする。

５）＜選考委員会＞選考委員は理事会において2年ごとに選出する。委員定数は3～5名とする。なお、委員
には理事が含まれなければならない。任期は1年とする。選考委員の互選で委員長を選出する。必要な場
合は副委員長をおくことができる。

６）＜選考期間・結果公表等＞2年ごとに行われ、選考結果は、理事会に報告・審議され、2年ごとの総会
時に公表される。受賞者には記念品等を贈呈する。贈呈は総会の場において行う。

７）＜規程変更＞本運営規程の変更は理事会において行う。

＜付記事項＞
１）第1回の選考については、推薦受付締切を2009年10月31日とする。
２）第1回選考委員については、第Ⅲ期第３回理事会承認（2008年11月15日）に基づき、井上理事、碓井
理事、津田理事、細川事務局次長の４名とし、委員長は碓井理事とする。

３）2012年3月10日に開催した第Ⅳ期第8回理事会において、５）＜選考委員会＞および６）＜選考期間・
結果公表等＞に関する規定を変更した。
本改正にもとづく、第3回田中昌人賞の選考委員は、2013年3月に開催する理事会において選出し、選

考結果の公表は、2014年3月に開催する総会において行われる。以降、2年ごとに選考委員を選出し、2
年ごとに選考結果を公表する。

４．第２回田中昌人記念学会賞について
　 植田選考委員会委員長より、以下の2名の会員に第２回田中昌人記念学会賞を授与したいとの提案があり、これを承認
した。
　　日永龍彦、細川孝

５．「田中昌人記念学会賞」運営規程の改正について
　以下のとおり、「田中昌人記念学会賞」運営規程を改正することを承認した（下線部分が改正された）。
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【審議事項】
１．理事会役員の選出について
代表理事に以下の理事を選出した。
　植田健男、海部宣男
副代表理事に以下の理事を選出した。
　橋本勝、日永龍彦
事務局長に以下の理事を選出した。

　　渡部昭男

２．幹事の委嘱について
　以下の7名の会員に幹事を委嘱することを承認した。

岩波文孝（駒澤大学）、小山由美（日本大学）、田中秀佳（名古屋大学大学院）、
永井康代（元大阪薫英女子短期大学）、林尚毅（龍谷大学）、細川孝（龍谷大学）、
米津直希（名古屋大学大学院）

３．担当理事制の導入について
　以下の分類にしたがって、担当理事制を導入するとともに、幹事の役割を明確化することを承認した。
　　・総務（会員の入退会（会員名簿の管理）・会費徴収・会計等の会務）
      ・会議関係（理事会・総会の準備、議事録の作成）
　　・広報（学会ウェブサイト、学会リーフレット、会員拡大のための施策）
      ・「学会通信」の発行
　　・研究会の企画
　　・全国大会プログラム委員会
　　・学会年報編集委員会
　　・研究企画（シリーズ本の刊行、共同研究・成果の冊子化）
　　・国際人権Ａ規約第13条問題特別委員会
　具体的な担当については、事務局で検討し、理事会ＭＬで提案することとなった。

４．年報編集委員会について
　第8号については、現在の編集委員会で担当し、第9号の編集から石井理事が編集委員として加わることが承認された。

以上

2012年度（2012年3月1日～2013年2月28日）の学会年会費の請求書を別途、お送りさせていた
だきます。過年度分が未納の方につきましては、2012年度分とあわせてお支払いいただきますようお
願いいたします。

大学評価学会事務局 会計担当　細川孝　
612－8577　京都市伏見区深草塚本町67　龍谷大学　　　　　　　　　
　　   e-mail：hosokawa@biz.ryukoku.ac.jp　　 　
電話・Fax：075（645）8634＜ダイヤルイン>

大学評価学会年会費納入のお願い

mailto:hosokawa@biz.ryukoku.ac.jp
mailto:hosokawa@biz.ryukoku.ac.jp
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　2012年2月14日から17日の4日間、渡部昭男会員
（神戸大学）、望月太郎会員（大阪大学）と日永龍
彦（山梨大学）（以下、筆者）の3名は、龍谷大学社
会科学研究所との共同研究の一環として、韓国を訪
問しました。訪問目的は、韓国で進む高等教育の漸
進的な無償化に向けた動きの調査であり、日本希望
制作所の桔川純子氏に調査日程のコーディネートと
通訳をお願いし、「参与連帯」、「韓国大学教育研
究所」、「大学教授労組」などを訪問しました。
韓国では、4年制大学卒の学歴が安定した職に就く

ために不可欠な条件となっているため、進学率も
80％を超えており、大学進学競争は過酷です。その
一方で、日本の学生納付金にあたる「登録金」（①
大学の入学金、②授業料、③税源不足を補う手段と
して、父母の組織が会費として徴収する期成会費の３
つの費用から成る）が1000万ウォンもの高額にな
り、家計を圧迫することになったり、自ら学費を
賄って大学に通っている学生は休学して学費を稼がざ
るを得なくなっていたりしています。
1994年に設立され韓国の代表的な市民運動団体と

して周知されている参与連帯は、韓国大学教育研究
所や大学教授労組などとも連携しながら、登録金半
額化の運動を展開してきました。その過程で、参与

連帯関係者がソウル市長に当選し、全国に先駆けて
ソウル市立大学の登録金が2012年度から半額化され
ることになりました。また、先日行なわれた総選挙
においては、与党であっても登録金の半額化に正面
切って反対はできないような状況も生まれているよ
うです。
　全国的な運動へと広がっていった背景には、1980
年代後半の韓国における民主化運動の主体となった
世代の子どもたちが大学生になり、登録金が高いこ
とを実感として共有していたこと、BSEに冒されてい
る可能性のある米国産牛肉の輸入反対運動に参加し
た中学生たちが大学生になったこと、などがあるこ
とも訪問先でのインタビューを通じてわかりまし
た。しかも登録金の半額化だけでなく、大学教授労
組では登録金の後払い制（大学卒業後就職してから
支払う）の実現を、韓国大学教育研究所では登録金
依存率が高い大学の財政構造の改革を主張するな
ど、さまざまなアプローチを組み合わせて高等教育
の漸進的無償化を進めていることもわかりました。
　また、ソウル市の若者支援施設であるハジャセン
ター、子育てや安心できるオーガニックの食材購入
等の共同化や代案学校（オルタナティブ・スクー
ル）の運営などの活動を通じて自律的なコミュニ
ティ作りを展開しているソンミサンマウルへの訪
問、代案大学の設立準備を進めている大学教員らと
の交流などを通じて、将来の職を求めて無理してで
も大学進学を目指してきた今までの韓国社会での生
き方を選ばない、すなわち、オルタナティブの教育
の道を開拓しようとする動きにも触れることができ
ました。労働市場においても学閥の影響が根強い韓
国社会で、このような動きがどう展開していくかも
引き続き注目していきたいと思っています。
　なお、今回の訪韓中、ソウル新聞とハンギョレ新
聞の二紙から取材を受けました。韓国では大学教授
自身が高等教育の無償化に注目することは稀であ
り、海を越えてわざわざこの問題を調査しにきた筆
者らは、新聞記者にもずいぶん物珍しく写ったよう
です。
本学会は「国際人権A規約第13条問題特別委員

会」を設置しており、先の3月2日には、韓日米3カ国
共同で高等教育の漸進的無償化を求める宣言を公表
しました。今後も継続的に韓国・米国の関係者との
連携を進めていきたいと思います。

文責　日永龍彦（山梨大学）「2012年2月15日付ソウル新聞朝刊」に取材の様子が掲
載されました。

韓日連帯による高等教育の漸進的無償をめざして
韓国高等教育 調査団報告
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 今年度の研究会は、第36回研究会のほか、以下の研究会を予定しております。詳細が決まり次第、学会ウェ
ブサイトや「学会通信」を通じてご案内します。
　・第37回研究会
　　　日　時：8月31日（金）13:30～17:00

場　所：京都市内
内　容：韓国から研究者を招いて「無償教育の漸進的導入」に係るシンポジウム（予定）
※　龍谷大学社会科学研究所（細川グループ）との共催。

　・第38回研究会
　　　日　時：9月1日（土）午後［事情により8月25日の予定を１週間延期しました］

場　所：京都市内
内　容：事務職員評価に関する研究会

　・第39回研究会
　　　日　時：11月10日（土）13:30～17:00
         場　所：東京都内
         内　容：公立大学の大学評価・大学経営をテーマにした研究会（予定）

◇◇　第37～39回の研究会について　◇◇

　以下の要領で大学評価学会第36回研究会を開催いたしますので、ご参加ください。
　　・日　時：2012年6月9日（土）13時30分～17時
　　・場　所：龍谷大学深草学舎 紫英館6階会議室
　　　　　　http://www.ryukoku.ac.jp/fukakusa.html
　・内　容：渡部昭男氏（神戸大学）・日永龍彦氏（山梨大学）・望月太郎氏（大阪大学）

　　　　　　  「高等教育における『無償教育の漸進的導入』に係る韓国の動向」
　　　　　　 腰山千明氏（龍谷大学大学院）
　　　　　　  「社会権規約13条が保障する高等教育無償化についての一考察」
　　・その他：龍谷大学社会科学研究所2012年度共同研究「『無償教育の漸進的導入』と大学法人経営―日
　　　　　　本の高等教育システム転換の課題―」（研究代表者：細川孝（大学評価・大学経営研究セン
　　　　　　ター））2012年度第1回研究会との共催です。
　関連して、以下のような研究会が開催されます。関心をお持ちの方は、ご参加ください。
　　・主　催：龍谷大学社会科学研究所 細川グループ（大学評価・大学経営研究センター）
　　・日　時：2012年6月10日（日）10時～12時30分
　　・場　所：龍谷大学深草学舎 紫英館2階大会議室
　　　　　    http://www.ryukoku.ac.jp/fukakusa.html
　　・内　容：ミニ・シンポジウム「研究者の人権と大学評価・大学経営」
　　　　　　 片山一義氏（札幌学院大学）

「今日の大学経営と整理解雇－専修大学北海道短期大学を中心に－」
馬頭忠治氏（鹿児島国際大学）

「大学の自治とアカウンタビリティ」
                  討論者：下山房雄氏（九州大学名誉教授、元下関市立大学学長）

大学評価学会第36回研究会について

研究会のご案内

http://www.ryukoku.ac.jp/fukakusa.html
http://www.ryukoku.ac.jp/fukakusa.html
http://www.ryukoku.ac.jp/fukakusa.html
http://www.ryukoku.ac.jp/fukakusa.html
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　 以下のとおり、年報『現代社会と大学評価』の「投稿規程」を改訂しました。原稿の送付先が変更になっておりますの
で「執筆要領」の10．でご確認ください。

年報『現代社会と大学評価』　投稿規程
1． 投稿資格
 原則として、当学会会員とする。

２． 投稿内容　
大学評価に関する学術論文（以下論文）、研究ノート、書評、資料紹介等とし、未発表のものに限る。

３． 原稿枚数
原則として、論文・研究ノートは18,000字以内（欧文の場合は6,500語以内）、書評・資料紹介等は4,000字以内と

する。
なお、この字数には図表、注、参考文献も含まれるものとし、刷り上がりで論文・研究ノートについては24頁以内、

書評・資料等については、6頁以内とする。
４．使用言語
      審査および印刷の関係上、使用言語は日本語、英語のいずれかとする。
５．執筆要領
　別に定める執筆要領にしたがうこととする。

６．原稿審査
    提出された原稿は、特集論文を除き、審査の上掲載の可否を決定する。論文・研究ノートは1編につき編集委員会が
 依頼する2名の会員により審査を行う。その他の原稿は編集委員会において審査を行う。尚、審査の過程において、編
 集委員会より、原稿の修正を求めることがある。
７．その他

必要事項については編集委員会において定める。
８．規程の制定と施行

本規程は2004年度運営委員会において承認後、運営委員会開催日をもって施行する。
改正は、理事会の承認によって行う。
第１号（2005年3月刊）については、原則として、本規程案に準じて運用を試行する。

［附則］2011年4月24日改正（３、６、９）。
　　　　　2012年4月24日改正（７を削除。以下、８以降を繰り上げ）。

年報『現代社会と大学評価』　執筆要領
１．原稿用紙
　原稿用紙はA4用紙を使用し、1ページあたり40字×30行、横書きとする。欧文の場合はA4用紙にダブル・スペースで
印字する。

２．執筆者名
　 執筆者名は本文とは別の用紙に記し、執筆者の所属（大学の場合は学部・研究科等）、職名を付す。大学院生の場合
は課程、学年等を明記する。執筆者の氏名・所属・職名の英語表記を併記する。

３．図・表
　　　　　　 図、表は本文原稿とは別にし、1枚の用紙に1つだけとし、図1、表1という形でそれぞれの図表に一連番号
をつける。また本文中に、それら図表の挿入希望箇所を「表1入る」という形で指示する（ただし、組みあがりの関係
で必ずしも希望どおりにならない場合もある）。

４．章立て
見出しには第、章、節等の文字は使用せず、見出し番号は以下に統一する。

年報『現代社会と大学評価』投稿規程の改訂について
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はじめに（序、序論など。またなくてもよい）はじめに（序、序論など。またなくてもよい）はじめに（序、序論など。またなくてもよい）

Ⅰ

１．

（１）

（２）

２．

Ⅱ

Ⅲ

おわりに（結び、結論など。なくてもよい）おわりに（結び、結論など。なくてもよい）おわりに（結び、結論など。なくてもよい）

５．注　
      注は本文のおわりにまとめ、(1)、(2)の形で通し番号をつける。注の形式はおおむね次のとおりとする（これとは別
      の形式による注記を希望する場合は編集委員会に相談すること）。
（１）日本語文献

①単行本：著（編）者名『書名』（シリーズ名）出版社、出版年、ページ。
②論文：執筆者名「論文名」『雑誌名』巻、号、出版年月日、ページ。または執筆者名「論文名」編者名『書名』
出版社、出版年、ページ。

   ③新聞：『新聞名』年月日、（夕刊の場合のみ明記）
（２）外国語文献　著者名は、原則として姓を先、名を後にし、共著の場合は2人目から倒置しない。

①単行本：著（編）者、書名（イタリック、または下線を引く、以下書名は同様）、出版地、出版社、出版年、
ページ。

②論文：著者名、“論文名”、雑誌名、巻、号、出版年、ページ。
③新聞：新聞名、年月日、ページ。

（３）インターネット情報の引用アドレスとサイト名を明記すること。またアクセスの日時も明記することが望まし
い。

６．英文要旨
      論文・研究ノートには500語程度の英文アブストラクト（要旨）と3～5語／句の英語キーワードを添付する。英文ア
    ブストラクトは、執筆者の責任において、ネイティブ・チェックを受けるものとする。論文・研究ノート以外の原稿
    は、英文アブストラクトは不要とする。
７．原稿提出方法
      原稿はワードプロセッサーにより作成し、特集論文執筆者は原稿を2部、その他の執筆者は4部を、テキストファイル
    形式（ワード、エクセルも可）で保存したメディア（ＣＤ、ＵＳＢフラッシュメモリなど）とともに編集委員会に提出
すること。
８．校正
      執筆者による校正は2校までとする。
９．原稿提出期日と刊行期日
　  原稿提出期日は、9月末日とする。なお、提出された原稿等は一切返却しないので、必ず写しを取っておくこと。刊行
期日は原則として7月とする。

10．原稿送付先・問い合わせ先
大学評価学会年報編集委員会

　　〒448-8542 刈谷市井ケ谷町広沢１愛知教育大学
　　教育実践総合センター １F 石井拓児研究室
　　Tel：0566-26-2579
　　Email：takuishi@auecc.aichi-edu.ac.jp
［附則］2011年4月24日改正（２、６、７、９、10）。
　　　　2012年5月18日改正（10）。

mailto:takuishi@auecc.aichi-edu.ac.jp
mailto:takuishi@auecc.aichi-edu.ac.jp
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【大学評価学会の日誌】

　 編集・発行： 大学評価学会　
　　　　　　　 　　　　　　〈学会事務局〉　〒657-8501　 神戸市灘区鶴甲3-11 神戸大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 発達科学部 渡部昭男研究室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail:akiowtnb@port.kobe-u.ac.jp
                        　　　　　 〈事務連絡先〉   〒612-8577    京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  経営学部 細川孝研究室
                                                         　　　　　               Tel/Fax：075(645)8634（細川）
                                                          　　　　　          e-mail: hosokawa@biz.ryukoku.ac.jp
 　　　　URL：http://www.unive.jp/

　　　　　　　　　　　　　 〈会費納入先〉　郵便振替口座番号：00950-4-296005　名称：大学評価学会　

　2012年    3月  6日（火）　　会計監査（於：龍谷大学）
                 3月10日（土）、11日（日）　第9回全国大会（於：早稲田大学）
　　　　     3月10日（土）　　第Ⅳ期第8回理事会、第9回総会（　〃　）
                 3月11日（日）　　第Ⅴ期第1回理事会（　〃　）
＜予定＞
2012年    6月  9日（金）     第36回研究会（於：龍谷大学）

　〃　　　　        第10回全国大会プログラム委員会（　〃　）
  8月31日（金）      第37回研究会（京都市内）
  9月  1日（土）      第38回研究会（　〃　）
  9月  2日（日）      第Ⅴ期第2回理事会（於：龍谷大学）
11月10日（土）      第39回研究会、第Ⅴ期第3回理事会（東京都内）

　 2013年   3月  9日（土）、10日（日）   第10回全国大会（於：龍谷大学）
　　　　　  3月  9日（土）　   第Ⅴ期第4回理事会、第10回総会（　〃　）

　 ※　9月1日（土）の研究会ならびに2日（日）の理事会は、当初の予定より、1週間遅く開催することとなりました。
理事、幹事のみなさまは、今年度の理事会は、9月2日、11月10日、2013年3月9日となっておりますので、ご

予定ください。

新事務局長挨拶

　新しく事務局長となりました渡部です。
　専門は教育行政学・地域教育学・発達保障論でして、大学・大学院では田中昌人先生にもご指導をいただきまし
た。設立以来の会員でしたが、第一回田中昌人記念学会賞をいただいたこと（2010年）、鳥取大学から神戸大学
に異動したこと（2011年）をきっかけに、相当の周回遅れで学会活動に参加させていただきました。
　学会が十周年を迎えようとしている区切りに大役を仰せつかり、身の引き締まる思いです。本学会は、大学評価
はもとより、大学・学術の社会的役割、法人経営、私立公立問題、センターや附属機関のあり方、職員の取り組
み、FDや授業づくり、高大連携、学生の発達保障など、多くの重要課題を扱っています。今後さらに新しい会員も
迎えながら、理事・幹事をはじめ会員の皆様方にご助力をいただき、次にまたバトンタッチできるよう努めたいと
思います。
　ここ神戸大学発達科学部のある六甲山麓からは、神戸港や瀬戸内海、天気の良い日には関空や紀州まで眺望でき
ます。そして、季節や一日の時間帯によっても様々に姿を変え、観る者を楽しませてくれます。瀬戸内生まれの楽
天家、取り柄は「意気軒昂」です。どうぞ宜しくお願いいたします。

　渡部昭男（わたなべあきお）

mailto:akiowtnb@port.kobe-u.ac.jp
mailto:akiowtnb@port.kobe-u.ac.jp
mailto:hosokawa@biz.ryukoku.ac.jp
mailto:hosokawa@biz.ryukoku.ac.jp
http://www.unive.jp
http://www.unive.jp

