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大学教育に関する定期的調査 

 

大学教育に関する定期的調査にはさまざまなものがあります。多くの調査機関は、各大学の指標

を集計して全国平均などの指標を公開しています。全国平均の指標と比較することで、所属大学の

特徴を把握することができ、教学マネジメントの推進に役立つでしょう。 

 

学校基本調査（文部科学省） 

学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を収集することを目的としてい

る。国公私立のすべての学校を対象とし、文部科学省が全数調査で毎年実施している。高等教育

機関については、学生、教職員、卒業後の進路、学校施設、学校経費に関するデータが収集されて

いる。各高等教育機関からのデータを文部科学省が集計し、文部科学省と総務省統計局のウェブ

サイトで公開している。 

主な指標：学生数、教員数、職員数、進路就職先、区分別経費 

 

学校教員統計調査（文部科学省） 

 教員構成や教員の属性、職務形態などを明らかにすることを目的としている。国公私立のすべて

の学校を対象とし、文部科学省が全数調査と標本調査で 3 年ごとに実施している。高等教育機関

については、教員個人情報と教員異動に関するデータが収集されている。各機関からのデータを文

部科学省が集計し、文部科学省と総務省統計局のウェブサイトで公開している。 

主な指標：教員数、教員の年齢、学歴、勤務年数、週担当授業時間数、給料月額、 

採用・転入・離職状況 

 

学術情報基盤実態調査（文部科学省） 

国公私立大学の学術情報基盤の状況を明らかにし、改善に向けた基礎資料を収集することを目

的としている。すべての大学を対象に、文部科学省が全数調査で毎年実施している。大学図書館、

コンピュータ、ネットワークに関するデータが収集されている。郵送、オンラインで回収した各大学か

らのデータを集計し、文部科学省と総務省統計局のウェブサイトで公開している。 

主な指標：図書館の職員数、蔵書数、図書・雑誌受入数、サービス状況、学内 LAN の整備状況、ネ

ットワーク関連業務担当教員数、パソコンの整備状況 

 

大学における教育内容等の改革状況について（文部科学省） 

 大学における教育内容・方法の改善に向けた取り組みを調査し、国民への情報提供および各大

学の積極的な教育内容の改善に関する取り組みを促すことを目的としている。国公私立の大学を

対象に、文部科学省が全数調査で毎年実施している。大学改革に向けた組織的な取り組みに関す
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るデータが収集されている。大学が記入した調査票を回収し、文部科学省が集計結果をウェブサイ

ト上で公開している。 

主な指標：カリキュラム編成上の工夫、教育方法の改善の状況、教職員の資質向上などの取り組

み状況、入学者受入れに関する取り組み、海外の大学との交流状況 

 

全国学生調査（文部科学省） 

 全国共通の質問項目により、学生目線から大学教育や学びの実態を把握し、大学の教育改善や

国の政策立案など、大学・国の双方においてさまざまな用途に活用することを目的とする。全国の

大学生を対象として大規模なアンケート調査であり、学生がスマートホンを活用して質問項目に回

答する。 

主な指標：大学での授業の特徴、大学での学習経験、身についた能力、受講した授業の形態 

 

大学等卒業予定者の就職内定状況等調査 （文部科学省・厚生労働省） 

大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職内定状況を把握し、就職問題

に適切に対処することを目的としている。国公私立の大学・短期大学などのうち設置者や地域など

を考慮して抽出された学校を対象に、文部科学省と厚生労働省が抽出調査で年 4回（10月、12

月、2 月、4 月）実施している。大学が調査対象学生への電話と面接により回収したデータを文部

科学省と厚生労働省が共同で集計し、就職内定率、分野別内定率、就職希望率に関するデータを

厚生労働省のウェブサイトで公開している。 

主な指標：学生の就職希望の有無、内定状況、内定を受けた時期 

 

大学ポートレート（大学改革支援・学位授与機構） 

大学の多様な教育活動の状況を、国内外のさまざまな人にわかりやすく発信することにより、大

学のアカウンタビリティの強化、進学希望者の適切な進路選択支援、日本の高等教育機関の国際

的信頼性の向上を図ることを目的としている。公表される教育情報は、大学みずからが責任をもっ

て提供する情報である。 

主な指標：教育上の目的など、入試、進路、教員、キャンパス、学部・研究科などの特色、カリキュラ

ム、学費・奨学金 

 

学生生活調査（日本学生支援機構） 

学生の標準的な生活状況を把握し、学生生活支援事業の改善を図るための基礎データを収集

することを目的としている。国公私立の大学・短期大学の学生を対象とし、日本学生支援機構が無

作為抽出方法により隔年で実施している。学生の経済状況、生活状況に関するデータが収集され

ている。各高等教育機関が調査票に記入したデータを日本学生支援機構が集計し、ウェブサイトで

公開している。 
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主な指標：学費、生活費、学生の収入状況、家庭の年間平均収入額、アルバイト従事状況、奨学金

の受給状況、通学時間 

 

留学生に関する調査（日本学生支援機構） 

 外国人留学生の在籍状況、日本人学生の留学状況を把握し、留学生施策に関する基礎資料を

得ることを目的としている。国公私立のすべての大学・短期大学を対象として、日本学生支援機構

が全数調査で毎年実施している。外国人留学生の在籍状況、進路状況、学位授与状況、日本人学

生の留学状況に関するデータが収集されている。各高等教育機関が調査票に記入したデータを回

収し、日本学生支援機構が集計結果をウェブサイトで公開している。 

主な指標：留学生数、出身別留学生数、分野別留学生数、留学生宿舎の状況、日本人留学生数 

 

障害のある学生の修学支援に関する実態調査（日本学生支援機構） 

大学・短期大学における障害学生の状況と支援状況について把握し、障害学生の修学支援の

充実に資することを目的としている。すべての国公私立の大学・短期大学を対象とし、日本学生支

援機構が全数調査で毎年実施している。障害学生の状況と支援に関するデータが収集されている。

各高等教育機関が記入した調査票を回収し、日本学生支援機構が集計結果をウェブサイトで公

開している。 

主な指標：障害学生数、障害学生への修学支援状況、入学者選抜における配慮と特別措置の状

況、発達障害の学生への支援状況 

 

学校法人等基礎調査（日本私立学校振興・共済事業団） 

私立学校の財務状況、教育条件の把握を通して、日本私立学校振興・共済事業団の業務の基

礎資料、学校法人の経営の参考資料とすることを目的としている。すべての私立大学・短期大学を

対象に、日本私立学校振興・共済事業団が毎年実施している。管理運営、教育条件、財務状況に

関するデータが収集されている。電子調査（基礎調査 e-マネージャ）により私立大学・短期大学か

らの回答を集計し、結果を『今日の私学財政』（刊行物／インターネット）と『入学志願動向』（刊

行物／インターネット）において公開している。 

主な指標：設置学校一覧、法人組織構成図、学生数、教職員数、学生納付金、資金・消費収支計算

書、人件費、寄附金 

 

学生生活実態調査（日本私立大学連盟） 

 学部学生の生活状況の調査を通して、加盟大学と日本私立大学連盟の諸活動を検討するため

の基礎資料を提供することを目的としている。加盟する大学の学部学生を対象に、日本私立大学

連盟が 4 年ごとに標本調査で実施している。進学目的、入学後の満足度、大学生活、進路に関す

るデータが収集されている。各加盟大学が記入した調査票を回収し、日本私立大学連盟が集計し

た結果をウェブサイトと報告書『学生生活白書』で公開している。 
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主な指標：学生の進学目的・理由、充実度・期待、経済状況、大学生活、正課教育、正課外活動、不

安・悩み、進路希望 

 

学生生活実態調査（全国大学生活協同組合連合会） 

 大学生活における経済的な側面と大学生の意識や行動を明らかにし、大学生活の充実と生協の

諸活動に資することを目的としている。国公私立大学の学部学生を対象に、全国大学生活協同組

合連合会が標本調査で毎年実施している。大学生の経済生活と行動、日常生活、大学生活に関す

るデータが収集されている。全国大学生活協同組合連合会が報告書で結果を公開している。その

概要についてはウェブサイトにて公開している。 

主な指標：生活費、仕送り額、奨学金受給状況、サークル参加状況、アルバイト状況、生活時間、政

治への関心 

 

ＴＨＥ世界大学ランキング日本版（Times Higher Educationおよびベネッセグループ） 

 Times Higher Education（タイムズ・ハイヤー・エデュケーション）がベネッセグループと協力し

て発表する日本版の大学ランキングである。各大学の教育成果、研究成果、国際性などの幅広い

指標によって総合的な順位が決められる。学生、高校教員、企業の人事担当者、研究者などの評

判も含まれる。毎年の結果はウェブ上で公開され、総合スコアと分野別スコアが表示される。 

主な指標：学生 1 人あたりの教員比率、大学の推奨度、高校教員の評判、企業人事の評判、研究

者の評判、外国人学生比率、日本人学生の留学比率 

 

図表でみる教育（OECD） 

経済協力開発機構（OECD）が世界の教育の現状を示す国際的な教育指標集である。幼児教

育から高等教育までのさまざまな指標が国際比較できる形で公開されている。調査結果は、

OECD のウェブサイトでエクセルの形式でダウンロードできるようになっている。報告書として、

「Education at a Glance」という名称で毎年刊行され、日本語でも『図表でみる教育』として刊

行される。 

主な指標：最終学歴別の就業状況、高等教育進学率、高等教育機関における留学生と外国人学

生、国内総生産に対する教育支出の割合、教育支出の公私負担割合、公財政教育

支出 

 

出所 中井俊樹編（2021）『大学 SD講座２ 大学教育と学生支援』玉川大学出版部． 
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大学教育に関する政策文書一覧 

 

大学教育にかかわる政策動向を把握するうえで、中央教育審議会答申などの政策文書は重要

な情報源です。審議会は大臣や長官の諮問に応じて、政策課題にかかわる調査や議論を行い、答

申として政策提言を行います。この答申によって法令の改正が行われることもあります。なお、答申

にいたる議論の過程も審議まとめや中間報告などの形で公表されることもあります。これらの資料

の多くは HP上でアクセスすることもできます。 

 

1991年 大学教育の改善について（大学審議会答申） 

各大学が多様で特色あるカリキュラムを可能にするための、大学設置基準の大

綱化・簡素化についての具体的内容を含む。また生涯学習などに対応する履

修形態の柔軟化についても言及する。 

 

1991年 学位授与機関の創設について（大学審議会答申） 

生涯学習体系への移行や、多様な高等教育機関の発展などの観点から、短期

大学や高等専門学校、大学以外での教育施設での修了者に対する学位授与

を行う機関の創設について述べられている。 

 

1991年 平成 5年度以降の高等教育の計画的整備について（大学審議会答申） 

18 歳人口の急減を見すえた、高等教育計画の策定。教育機能の強化や生涯

学習などへの対応による質的充実と、大学の規模や地域配置など整備につい

て提言している。 

 

1993年 大学入試の改善に関する審議のまとめ（大学審議会報告） 

大学入試センター試験の利活用促進、特色ある多様な入学者選抜の実現や国

公立大学の受験機会の複数化の改善、推薦入学についてまとめられている。 

 

1996年 21世紀を展望した我が国の教育の在り方について（第一次答申）（中央教育審議会答

申） 

子どもたちが「ゆとり」の中で「生きる力」を育むための教育への転換を主張す

る。大学については入学者選抜の改善が今後の検討課題として言及されてい

る。 

 

1997年 平成 12年度以降の高等教育の将来構想について（大学審議会答申） 
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高等教育の発展の方向と規模に関して、平成 12 年度から 16 年度にかけの

高等教育の将来構想を示す。 

 

1997年 遠隔授業の大学設置基準における取扱い等について（大学審議会答申） 

マルチメディアを活用したテレビ会議式遠隔授業の制度的取扱い、設置基準上

での位置づけについて。124 単位のうち 30単位までという上限などが設定さ

れる。 

 

1997年 高等教育の一層の改善について（大学審議会答申） 

大学の理念・目標の明確化、教養教育の重要性の再確認、学習効果を高める

工夫、教育活動の評価のあり方など、高等教育の質の一層の充実を図るため

の方策についてまとめる。また、専門学校卒業者の編入学，科目等履修生の既

修得単位の在学期間への通算や校地面積基準の緩和などの制度改正につい

ても提言している。 

 

1997年 21世紀を展望した我が国の教育の在り方について（第二次答申）（中央教育審議会答

申） 

1996 年の第一次答申をうけて、個人の能力・適性に応じた教育について提示

している。大学については受験競争の行き過ぎを指摘し、その改善のための課

題などを示している。また、大学入学年齢の特例措置についても言及している。 

 

1998 年 21 世紀の大学像と今後の改革方策について―競争的環境の中で構成が輝く大学―

（大学審議会答申） 

課題探求能力の育成、教育研究システムの柔構造化、責任ある意意思決定と

実行、多元的な評価システムの確立の 4 つを基本理念として示し、その具体的

な改革方策を提言している。 

 

1999年 初等中等教育と高等教育の接続の改善について（中央教育審議会答申） 

高等教育の役割を「課題探求能力」と「専門的素養のある人材として活躍でき

る基礎的能力」の育成にあるとし、そのための初等中等教育と高等教育の接続

について述べる。特に、高等学校との連携という面から、入学者選抜の改善や

入学後の学習支援のあり方について具体的に言及している。 

 

2000年 文部省高等教育局「大学における学生生活の充実方策について－学生の立場に立った

大学づくりを目指して」（報告） 
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「学生中心の大学」への視点の転換を主張し、従来正課教育の補完としてみら

れていた正課外活動を、学生の発達に資するものとして積極的にとらえ直す。学

生相談をはじめとして、指導体制の充実方策を具体的に提示している。調査研

究会の座長が廣中平祐山口大学学長であったことから、「廣中レポート」と呼

ばれる。 

 

2000年 グローバル化時代に求められる高等教育の在り方について（大学審議会答申） 

高等教育制度及び教育研究水準の両面にわたって国際的な通用性・共通性

の向上と国際競争力の強化を目指した改革を進めるため、教育の充実や情報

通信技術の活用、学生・教員などの国際的流動性の向上などの五つの視点に

立って具体的改革方策を提言している。 

 

2000年 大学入試の改善について（大学審議会答申） 

アドミッション・ポリシーの明示をはじめとした、大学入試改善のための基本的な

視点を示す。また大学入試センター試験や各大学における入学者選抜の改善

についても言及している。 

 

2002年 新しい時代における教養教育の在り方について（中央教育審議会答申） 

大きな社会的変動の中で「品格ある社会」を実現するために、「新しい時代の

教養」を生涯にわたって学ぶことが必要であるとする。大学については、学部に

おいて専門基礎教育とともに教養教育が中心になるとし、教養教育の再構築

の必要性を主張する。 

  

2002年 大学等における社会人受け入れの推進方策について（中央教育審議会答申） 

高度で先端的な知識・能力の修得が生涯にわたって求められている状況を踏

まえ、大学が社会に幅広く学習機会を提供することを提唱する。具体的な方策

として、長期履修学生制度の導入や専門大学院 1年生コースや通信制博士課

程の制度化について論じられている。 

 

2002年 大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について（中央教育審議会答申） 

大学の質の保証の必要性を述べたうえで、設置認可制度の弾力化、第三者評

価制度の導入、法令違反状態の大学に対する是正措置の導入などから成るシ

ステムの構築について言及している。 

 

2003年 新たな留学生政策の展開について（中央教育審議会答申） 
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留学生数の増加などの現状における、大学などにおける留学生の受け入れ体

制の質的充実と国際競争力の強化、日本人学生の海外留学の支援をはじめと

した留学生政策の充実をはかっている。 

 

2005年 我が国の高等教育の将来像（中央教育審議会答申） 

「知識基盤社会」としての 21 世紀における高等教育の全体像やそのあり方、

高等教育への支援についての将来構想をまとめている。大学教育については

特に学士課程教育を再構築する必要性、分野ごとのコア・カリキュラムの作成

などによる質の向上について述べられている。 

 

2007年 教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について（中央教育審

議会答申） 

2006 年の教育基本法改正を受けて必要となった制度の改正についてまとめ

られている。大学については履修証明制度に関する規定の新設することについ

て言及されている。 

 

2008年 学士課程教育の構築に向けて（中央教育審議会答申） 

学士課程教育における 3 つの方針の明確化などを通じて、学位の水準を明確

にするよう改善を促す。また、教職員への研修の活性化や教員業績における教

育面の重視などについても言及している。 

 

2008年 教育振興基本計画について～「教育立国」の実現に向けて～（中央教育審議会答申） 

平成 18 年の教育基本法改正によって規定された教育にかかわる基本的計

画。10 年間を通じて目指すべき教育の姿を提言している。大学については「社

会の信頼に応える学士課程教育等を実現する」のほか、国際化や質の向上・保

証を推進するといった基本的方向が示されている。 

 

2010 年 大学における社会人の受入れの促進について（論点整理）（中央教育審議会大学分科

会大学規模・大学経営部会） 

大学における社会人の受け入れについて検討の方向性を提示している。学位

プログラムの編成や履修証明制度の活用促進、柔軟な学修形態の提供などが

大学の取り組みとして期待されている。 
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2010 年 我が国の大学と外国の大学間におけるダブル・ディグリー等、組織的・継続的な教育連

携関係の構築に関するガイドライン（中央教育審議会大学分科会大学教育の検討に関する作業

部会大学グローバル化検討ワーキンググループ） 

現行の学位制度を前提として、それに付随して外国の大学から学位が授与さ

れる場合の「プログラム」や「単位互換」といった用語の定義やカリキュラムの

編成や学位審査にかかわる留意点について整理している。 

 

2010 年 東アジア地域を見据えたグローバル人材育成の考え方～質の保証を伴った大学間交流

推進の重要性～（中央教育審議会大学分科会大学教育の検討に関する作業部会 大学グローバ

ル化検討ワーキンググループ） 

学術・文化・経済などで密接な関係をもつ東アジア地域の大学間交流の重要

性やその基本的な考え方、推進の方法について述べている。大学間交流プログ

ラムや大学間交流に対する評価のための取り組み、質保証について具体的に

言及している。 

 

2010 年 今後の学生に対する経済的支援方策の在り方について（論点整理）（中央教育審議会

大学分科会学生支援検討ワーキンググループ） 

学生を取り巻く経済・雇用情勢の悪化の中で大学生への経済的支援の充実の

必要性を主張する。具体的には日本学生支援機構による奨学金事業における

家計基準の見直しや無利子奨学金の拡充についての論点がまとめられてい

る。 

 

2011年 今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（中央教育審議会答申） 

発達の段階に応じたキャリア教育・職業教育の方向性について述べている。大

学教育については、教育課程内外を通じたキャリア教育の推進や職業教育の

位置づけなどが提言されている。 

 

2012年 大学改革実行プラン（文部科学省） 

「激しく変化する社会における大学の機能の再構築」と「大学のガバナンスの

充実・強化」を柱とした改革プラン。大学教育の質的転換や大学入試改革、大

学の質保証の徹底を 3つの段階に分けて推進することを計画する。 

 

2012 年 新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考え

る力を育成する大学へ～（中央教育審議会答申） 
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学士課程教育の質的転換の始点として学修時間の増加・確保すること、組織

的・体系的な教育課程への転換を目指した具体的な改善方策について提言し

ている。学修成果の把握の具体的方策の研究・開発や大学評価の改善などに

ついて言及している。 

 

2013年 第２期教育振興基本計画について（中央教育審議会答申） 

第 1期から引き継いだ、向こう 5年間の教育に関する総合的計画。「学生の主

体的な学び確立による大学教育の質的転換」などや「点からプロセスによる質

保証を重視した高大接続」などがミッションとされている。 

 

2014年 大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）（中央教育審議会大学分科会） 

大学が教育研究機能を最大限に発揮するためには、学長のリーダーシップ下

でのガバナンス体制の構築が不可欠であるとする。教授会の役割の明確化な

どについてまとめられている。 

 

2014 年 新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学

者選抜の一体的改革について（中央教育審議会答申） 

高大接続改革のための大学入学者選抜の抜本的改革について提言している。

それまでの大学入試センター試験に代わる新テストの導入が提言されるほか、

高等学校段階での基礎学力を評価するための新テストの導入についても言及

されている。 

 

2016 年 「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー），「教育課程編成・実施の方針」

（カリキュラム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用

に関するガイドライン（中央教育審議会大学分科会大学教育部会） 

2017年 4月 1日施行の学校教育法施行規則によって、策定と公表が義務づ

けられた三つのポリシーについてその策定の意義と策定、運用における留意す

べき事項を明文化している。 

 

2018年 第３期教育振興基本計画について 

同名計画の第 3期で、向こう 5年間について言及している。「社会人の学び直

しの推進」や「高等教育のシステム改革」が教育政策の目標とされている。 

 

2018年 2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（中央教育審議会答申） 
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学修者本位の教育への転換をはかるための教育研究体制の整備、教育の質

の保証や高等教育機関の規模、地域配置について提言している。教学マネジメ

ント指針の策定や学修成果の可視化や情報公表の在り方についてなどの検討

課題についても明文化している。 

 

2020年 教学マネジメント指針（中央教育審議会大学分科会） 

学修者本位の教育に向けた教育改善に取り組みつつ、社会に対する説明責任

を果たしていく大学運営としての教学マネジメントのための指針。FD と SD、教

学 IR を基盤として、学修目標の具体化、授業科目・教育課程の編成・実施、学

修成果・教育成果の把握・可視化について示されている。 

 

2020 年 中央教育審議会大学分科会「教育と研究を両輪とする高等教育の在り方について‐教

育研究機能の高度化を支える教職員と組織マネジメント」（審議まとめ） 

高等教育機関における教育と研究を一体不可分ととらえ、その両方の活性化に

向けての方向性を示す。大学教員の意識や組織マネジメントに関する現状や課

題を示したうえで、教育研究を担う大学教職員のあり方、事務職員への期待、

組織マネジメントの確立・推進などについてまとめられている。 

 

2021 年 教育再生実行会議「ポストコロナ期における新たな学びの在り方について（第十二次提

言）」 

ポストコロナ期における新たな学びの姿とそのための方策がまとめられている。

ニューノーマルにおける高等教育の姿やグローバルな視点での新たな高等教

育の国際戦略が示されている。提言した教育再生実行会議は 2021年に廃止

された。 

 

 

出所 中井俊樹編（2021）『大学 SD講座２ 大学教育と学生支援』玉川大学出版部． 


