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さいとうわたる●2001年東北学院大学法学部法律学科卒業。
2 0 0 1 年 学 校 法 人 東 北 学 院 入 職 、法 人 事 務 局 財 務 部を経て
2017年より学長室勤務。2019年東北大学大学院経済学研究
科博士前期課程修了。修士（経営学）。同博士後期課程在学中。
東北大学履修証明プログラム2017-18「アカデミックリーダー育
成プログラム
（LAD）」修了。
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情報提供
情報提供依頼

▶学生調査の結果から教学改善
▶中長期計画のKPI設定を支援
活用例

報告
諮問

報告
学長からの諮問
情報収集・分析
委員会への報告
RQ
措置

教学改革推進委員会等

▶IR委員会、教学改革推進委員会に提出
▶公開可能なデータはウェブに掲出
データの公開法

長
学

▶各部門担当者から収集
▶学生調査等を実施して収集

IR委員会

報告・提言
分析・報告
指示

データの収集法

※2018年5月1日現在

▶学内外の情報の収集と分析
▶教学・研究・経営に関する
意思決定支援のための政策提言

IRカルテ

組織・構成員
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▶継続的な改善のための意思決定支援
▶マネジメントサイクルの循環

第4回

東北学院大学

（兼任も含めて職員３人）

学生数／11239人
教員数／312人 職員数／168人
学部／文学部、経済学部、経営学
部、法学部、工学部、教養学部
キャンパス／土樋キャンパス、泉キャ
ンパス、多賀城キャンパス

主な業務

組織・体制

IRでまわす! PDCAサイクル
東北学院大学
狙い

