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JMUにおけるアセスメント
‐現状と展望 ‐
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資料４

Great to be Back in Japan!
Rotary Group Study Exchange Member to Akita, 2004
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再び日本を訪れられたことをとても嬉しく思います

ロータリー研究グループ交換メンバーとして秋田へ（2004年）
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Overview

• Quick CARS Facts
• Current Distinguishing Practices

• General education
• Academic degree programs
• Student affairs

• Challenges/Opportunities
• Questions
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報告の流れ

• CARS の概要

• 現在の特筆すべき取組

• 一般教育

• 学位プログラム（学問分野）

• 学生支援

• 課題と展望

• 質疑応答
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Student Learning & 
Developmental Outcomes: 

What students know, think, or do 
as a function of their JMU 
experience.

FOCUS 

7

学生の学びと成長の成果

学生がJMUにおける経験を通して、何を知

り、考え、行うようになったか。

重視していること
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To be internationally recognized 
as a standard of excellence for 
programs, practice, and 
scholarship in assessment and 
measurement.

VISION 

Ten national 
awards/recognitions 
– most in USA
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評価・測定に係る教育プログラム
・実践・研究において、卓越した
取組として国際的評価を受けるこ
と。

目標

受賞歴10回
– ほぼ全てが米国で
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Why do Assessment?

•Accountability/Accreditation
• Improvement
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なぜアセスメントを行うのか?

• アカウンタビリティ（説明責任）

/アクレディテーション（適格認定）

• 改善
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米国におけるアクレディテーション
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Our Office

CARS & PhD Program

• Ten Faculty

• Two Staff

• 15 Graduate Students/ 
Assessment Assistants

[Largest in U.S.A]

Intersecting Work

Applied Assessment 
Practice

Teaching

Scholarship
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JMUアセスメント研究所

研究所 & 博士課程

• 教員：10人

• 職員：2人

• 博士課程学生・アセス
メント助手（15人）

[米国最大]

横断的取組

アセスメントの実践

教育

研究
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Areas of  Service

General 
Education

Degree Programs
(e.g., Biology 

B.A.)

Student 
Affairs
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実践的取組の範囲

一般教育 学位プログラム
（例, 生物学の学士

プログラム)

学生支援
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Resources Provided to JMU Faculty and Staff  

• One-on-one consultation
• Weeklong assessment 

workshop for beginners
• Training on how to 

evaluate assessment 
reports

• Advanced 
methodological support

1) State Learning 
Outcomes 

2) Map to 
Courses

3) Select Methods

4) Analyze and 
Interpret Results

5) Report to 
Stakeholders

6) Use Results for 
Improvement
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JMU 教職員に提供している資源

• 個別相談

• アセスメント・ワークショ
ップ（一週間・初級）

• アセスメント・レポート
（自己評価書）を評価する
ための研修

• 方法論的支援（上級）

1) 学修成果を定
義する

2) 科目に割当て
る

3) 方法を選択す
る

4) 結果を分析・
解釈する

5) ステークホル
ダーに報告する

6) 結果を改善に
活用する
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Distinguishing Practices
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特筆すべき取組
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Assessment Days

• Before classes begin, ALL first-year students take 
general education and attitudinal tests (PRE)

• ~ Two years later, same students take same tests 
again (POST)

• Compare scores for value added
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アセスメント・デイ

• 入学して授業が始まる前に、初年度の学生は
全員、「一般教育」と「態度」に関するテス
トを受ける（PRE：実験前）

• 2年後、同じ学生が同じテストを受ける
(POST：実験後)

• 得点を比較して付加価値を診断する
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Infographics
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結果を図表で可視化

JMUの学生の情報リテラシーは優れている。
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Peer Review of  Assessment

• All academic degree programs submit assessment 
reports

• JMU faculty and staff  - after training - evaluate these 
reports

• Feedback from this review shared back to programs 
and administrators
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アセスメントの同僚評価

• 全ての学位プログラムが、アセスメント・レ
ポートを提出する。

• 研修を受けたJMU教職員が、アセスメント・レ
ポートを評価する。

• 評価結果は、学位プログラムと執行部に報告
される。
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Example Feedback Report
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報告書のサンプル
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1.学生本位の学修目標：A.明瞭性と具体性

3. 目標達成度を評価するための組織的方法: A. 目標と尺度の関係

3.E.妥当性に関するその他の根拠

4. プログラム・アセスメントの結果：A. 結果の提示

4.B. 結果の経年変化

4.C.結果の解釈

5.結果が教員やステークホルダとどのように共有されているかが述べられている

6. 結果が改善にどのように活かされているかが述べられている:
A.  学生の学びと成長に向けたプログラムの修正・改善

6.B.アセスメント・プロセスの改善

7.総評1.B. 志向性

2. 科目・学習経験は目標に紐付けられている

Quality of  Assessment Aggregated 
Across All Programs
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アセスメントの質
全プログラムの平均
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Improvement

• Partner with faculty 
and curriculum 
experts to make 
program changes; re-
assess to affirm 
effectiveness.
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改善

• 教員・カリキュラ
ム専門家と連携し
て、プログラムの
改善に取り組む。

（効果を検証するた
めに、再度評価を行
う）
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Implementation Fidelity

• Do staff  implement program as planned?

• Serve as “secret shopper” and provide feedback to 
program
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忠実に実施されているか

• プログラムは教職員によって計画通り実践さ
れているか。

• 「匿名の客」の役割を果たし、プログラムに
フィードバックを行う。
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Challenges/Opportunities

• Make learning improvement more pervasive

• Examine effects of  learning beyond graduation 
(post-collegiate outcomes)

• Include students in additional parts of  assessment 
process

• Convey to stakeholders importance of  learning 
outcomes when evaluating quality
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課題と展望

• 教育改善を浸透させる

• 学びの卒業後の効果を検証する（学修成果の
卒業後調査）

• アセスメント・プロセスに学生参加の要素を
加味する。

• 質の評価における学修成果の重要性について、
ステークホルダーに理解させる。
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Questions?
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ご質問はございませんか？
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