▶IRデータベースを各種基幹システムと連携
▶依頼があった組織から必要なデータ提供を受ける
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＊2

データ提供
分析依頼
活動
報告
管理・
監督

＊１「レベル１ ：一般に公開可能」
「レベル２：教職員に対してのみ公開可能」
「レベル３：執行部や学部長、管理職など限られた者に対してのみ公開可能」の３段階
＊２「データの利用目的」
「個人特定可能性」
「データ処理担当」
「回答データ保存法」
「公開範囲」
「結果のフィードバック」
「問い合わせ先」

教学IRデータ管理・分析部門長

私たちの役割は、状況を可視化し
データに基づく議論を推進すること

データの収集法
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注目のKPI

教学IR委員会

主な業務

▶データの収集・分析および各部署のIR支援
▶IRデータベースの一元管理

IRカルテ

＊3

教学IR推進室

▶教学に関する企画立案の支援
▶全学FD研修への活用
活用例

＊３ 大量の文章データを単語に分割し、
出現頻度や相関関係を分析することで有益な情報を抽出する手法
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組織・構成員

教学IR推進室（学長、副学長を含む16人。そのうち

学長

IRデータベースを通して共有
データの公開法
（公開レベルに応じてアクセス制限あり）

首都大学東京
第1回

新連載
データ分析の実務担当は、兼担教員２人、兼任職員１人）

学生数／9086人
教員数／674人 職員数／368人
学部／人文社会、法、経済経営、
理、都市環境、
システムデザイン、健
康福祉
キャンパス／南大沢キャンパスはじめ
７キャンパス
THE世界大学ランキング2018／
501-600位、
日本版／総合36位
※2018年5月1日現在のデータ

教学に関わる計画立案・意思決定・
自己点検評価活動の支援

組織・体制

IRでまわす! PDCAサイクル
首都大学東京
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