
目標管理型自己点検に基づく教員業績評価 
平成 21 年度実施にあたって（090731 改定版） 

 
  大学評価センター 

 

 

当マニュアルは、平成 19 年度に策定された基本方針「目標管理型自己点検に基づく教員業績評

価について」に基づき、当該評価を具体的に実施するため大学評価センターが作成したものです。 
 

Ⅰ 基本方針に対する補足 

 
１ 評価対象の教員について 

原則として、平成 21 年 4 月 30 日現在、在籍する本学の教授、准教授、専任の講師、助教及び

助手を対象とし、かつ、平成 22 年 3 月 31 日まで継続して勤務する予定の方とします。 
ただし、以下の方は対象外とします。 
（１）5 月 1 日以降に採用された教員又は 3 月 31 日以前に退職予定である教員 
（２）年度内に長期の研修及び病気休業・産前産後休業・育児休業を要する教員 
（３）特任教員など、定員の定めのない教員 

 
２ 評価者について 
（１） 当該基本方針でいう「学科長及び課程長等」については、学科長・課程長・各共同利用施

設等の長を想定したものです。但し、各部局内の組織編成状況等に鑑み、各部局において

「学科長等」に相当するものとして学科長以外の評価者を決定していただいても結構です。 
（２） 補助者については、評価者が自らの指名により設けることができますが、その数は概ね２

名としてください。補助者の業務としては、評価作業等、評価者が行うすべての実務を手

伝うことができることとしますが、部局等の長及び各教員との協議等の直接的なやりとり

については評価者自身が行ってください。また、評価結果の内容についても評価者の責任

において記載してください。 
 
３ 評価の方法について 
（１） 所定の様式に基づき各教員が年度当初に年度目標を定め、年度末に自己点検を行い、その

結果に基づき評価者が評価することになります。 
（２） 当該基本方針でいう「定性的」とは、数値に固執しない、内実的な活動に対する評価を志

向していることを意味しています。 
（３） 当該基本方針でいう「総括評価」とは、評価結果をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評定するこ

とを意味します。 
Ａ・・・かなり評価できる。 

      Ｂ・・・評価できる。 
      Ｃ・・・努力が必要 

Ｄ・・・一層の努力が必要 
    なお、具体的な評価作業については、「Ⅱ 実施の手順」を参照してください。 
（４） 当該評価は各教員を相対的に比較するものではないので、あくまで評価の基準は各教員自

らが立てた年度目標です。したがって、目標のレベルには個人差があることを前提に、年

度目標とその結果を比較することで評価を行ってください。 
（５） また、当該評価結果は昇給昇進に直接反映するものではありません。人事査定等努力が必

要と判断された活動業務においても、評価者は各教員のインセンティブを高めることを念

頭に置き、ポジティブな助言を付してください。 



（６） 入試問題等、匿名を有する委員会の活動については、学科長等も把握しているはずなので、

学部内委員会等として具体的な記載は結構です。ウェイト比を設定する際には考慮してく

ださい。 
 
４ 評価の活動業務について 

当該基本方針でいう「ウェイト化」とは、それぞれの業務に費やす時間的割合を０から１．

００の範囲で明らかにすることです。但し、厳密にそれぞれの業務の活動時間を算出すること

は困難なので、ウェイト比の配分に当たっては、科研費申請時のエフォートの考え方（各教員

の全仕事時間に対する実施に要する時間の割合）に準拠してください。 
 
５ 評価の時期について 

評価の対象となる活動期間は「平成 2１年度」の一年間です。 
 
Ⅱ 実施の手順 

 

４月 

１ 教授会等における確認 
各部局等の教授会等において、下記のことについて確認してください。 

（１） 評価者（各センター長、学科長、課程長、その他）と各評価者が評価する教員（学科、課

程、系等で該当する教員等：以下、評価対象教員） 
評価者は、今後の実務的なマネジメントを御願いします。 

（２） 補助者の決定 
評価者は、必要に応じ、その場で補助者を決定してください。  

（３） 取組スケジュール 
下記参照願います。 

 

２ 年度目標の設定 
（１） 評価者は、教授会等後速やかに、自己点検シート（別紙１：エクセルシートのファイルの

表面）を評価対象教員へ直接送信してください。シート・ファイルは評価センターから各

部局等の事務組織にあらかじめ電子メールにて送信しておきますので、各事務組織は各評

価者に対し速やかに配付してください。 
（２） 評価者である学科長、課程長等の評価は学部長が行うので、各事務組織は学部長にもファ

イルの送信等を行うよう留意願います。 
（３） 各教員は、年度目標およびウェイト比（シート表面）を入力し、４月３０日（木）までに

評価者へ電子メールにて返信してください。 
（４） 各教員は、それぞれの基本業務にかかる年度目標の設定に当たっては、表１を参考に記載

してください。



（表１）年度目標の設定に当たっての留意事項 

 

 

全体的な 

留意事項 

 

・「活動としての目標」（以下、活動目標）もしくは「活動の結果得

られる成果の目標」（以下、成果目標）を具体的にする。 

・可能なら数値で表現される目標を提示する。 

・エビデンスの準備も考慮して目標を設定する。 

・部局の目標や取り組んでいる改善事項との整合性を心がける。 

 

評価領域ごとの目標の視点（例） 

 

 

 

 

教 育 

 

・部局の目標に照らした教育目標の設定 

・授業評価等の指摘、自らの発意に基づく授業の改善 

・学習相談に関する具体的取組、昨年を省みた上での改善取組 

・研究業績の授業への反映 

・学生からの積極的な意見の聴取 

・教育補助者の有効活用、その資質の向上 

・ＦＤの実施 

・障碍者、留学生等への配慮 

 

 

 

 

研 究 

 

 

 

 

・学会誌への投稿、発表 

・学会での報告発表 

・学会賞等の受賞 

・学会での役割、活動 

・発明、工業所有権等の取得 

・外部資金の獲得 

・所属部局以外との共同研究 

・作品発表、演奏 

 

 

 

社会貢献 

 

 

 

・学外の審議会、委員会等への参画 

・学外の各種調査、研究会等への参画・ 

・教育臨床としての具体的取組 

・生涯学習への貢献 

・国際貢献としての具体的取組 

・地域貢献としての具体的取組 

・産業支援としての具体的取組 

・他機関における具体的な教育支援 

 

 

管理運営 

 

・全学的委員会での具体的貢献 

・所属部局における委員会での具体的貢献 

・所属学科等の管理運営における具体的貢献 

・入試関連業務における具体的貢献 

 

進路指導 

 

・進学指導のための具体的取組 

・就職支援のための具体的取組 

 

その他 

 

・診療活動及び医療支援など 

 



（５） 「教育」「研究」「社会貢献」「管理運営」「進路指導」を基本業務としていますが、必ずし

も全ての教員が４つすべての項目に従事するとは限らないので、各部局の状況に鑑み、記

載してください。 
したがって、医学部等において診療等に従事する方々は、「診療」等の業務を追加し、

年度目標を設定してください。具体的には、自己点検シートの下段の空白欄に記載してい

ただくことになります。 
（６） ウェイト比の合計は必ず１．００となるよう留意してください。 
 

５月 

３ 年度目標の確定 
（１） 評価者は、評価対象教員から提出された自己点検シートをペーパー出力し、評価業務ご

との年度目標及びウェイト比を速やかに確認してください。 
（２） 評価者は、評価対象教員の自己点検シートを確認後、５月１１日（月）までにペーパー

出力されたシートを部局等の長へ提出してください。同時に、評価者は、年度目標及び

ウェイト比について再検討を要すると判断した場合、当該教員の年度目標及びウェイト

比に対する取り扱いに関して当該教員と協議し、５月２２日（金）までに調整を行って

ください。 
（３） 評価者は、当該教員との協議において、必要があると判断した場合、部局等の長を含め

３者で協議を行ってください。 
（４） 部局等の長及び評価者と当該教員の間で修正のための調整がつかなかった場合、当該教

員の意向を尊重してください。但し、評価者は、年度末の評価の際、修正要請に関する

顛末を評価シート（別紙１の自己点検シート裏面）に簡潔に記載してください。 
（５） 評価者は、上記（１）～（４）までの取組を５月２９日（金）までに完了し、各事務担

当組織は評価者から自己点検シートをとりまとめ、エクセルファイルで６月５日（金）

までに評価室へ提出してください。先に部局等の長へ提出されたペーパー出力されたも

のは、そのまま部局等の長が保管してください。 
（６） 事務担当組織は、とりまとめたエクセルファイルについて十分注意して保管してくださ

い。 
 

翌年１月 

４ 各教員による自己点検作業の実施 
各部局等の教授会等において、下記のことについて確認してください。 

（１） 部局等の長は、各教員に対し、次の三つのことをお伝え下さい。 
① １月末時点をもって年度の活動を自己点検し、自己点検シートに記載すること 
② 自己点検結果を記載した自己点検シートを２月８日（月）までに評価者へ電子メー

ルにて提出すること 
③ 自己点検結果を示すエビデンスはあらかじめ保管するよう心がけること 

 

翌年２月―３月 

５ 評価者による評価作業の実施 
（１） 評価者は、各教員が提出した年度目標及び自己点検結果（自己点検シート表面）に基づき、

活動業務域ごとに次のように評価してください。 
① 年度目標及び自己点検結果を比較検証し、評価してください。 
② 評価結果は、評価シート（自己点検シートの裏面）の覧に記述してください。 
③ 記述した評価結果を４段階で評定し、評価シート（自己点検シートの裏面）の覧に



記載してください。４段階とは以下のとおりです。 
Ａ・・・かなり評価できる。 

        Ｂ・・・評価できる。 
        Ｃ・・・努力が必要 

Ｄ・・・一層の努力が必要 
（２） 評価者は、評価対象教員の自己点検シートの裏面にある評価結果及び評定を記載し、評価

作業を速やかに完了してください。 
（３） 評価者は、評価対象教員の自己点検シート（表面）及び評価シート（裏面）を両面にてペ

ーパー出力し、２月２２日（月）までに評価対象教員にフィードバック（配付）してくだ

さい 
（４） 評価対象教員は、評価結果に対して協議を要すると判断した場合、３月１日（月）までに

評価者へ申し出てください。 
（５） 評価者は、当該教員から申し出を受けた場合、部局等の長及び当該教員との３者協議の場

を設けてください。 
（６） 評価者は、３者協議の結果を踏まえ、部局長等の了解の下、必要と判断した場合、評価結

果を修正し、当該教員にかかる評価作業を完了してください。 
（７） 評価者は、両面にてペーパー出力された最終の自己点検シート（表面）及び評価シート（裏

面）を部局等の長に提出してください。部局等の長は、それを保管すると共に、以前の自

己点検シートを破棄してください。 
（８） 評価者は、上記（１）～（７）までの取組を３月１５日（月）までに完了し、各事務担当

組織は評価者から自己点検及び評価シート（両面）をとりまとめ、エクセルファイルで３

月１９日（金）までに評価室まで提出してください。 
（９） 大学評価センターでは、全ての教員の自己点検シート（表面のみ：評価シートは非公開）

をＨＰで公開する予定ですが、公開を希望しない教員の自己点検シートについては公開し

ません。 
 
６ 評価結果についての使い道について 
（１） 部局等の長は、当該評価の結果を基に、必要に応じて当該教員に対して助言を行ってく

ださい。 
① 業務ウェイトのバランス 
② 各活動に対する目標の立て方 
③ 活動の方法          等 

（２） 部局等の長は、助言を行った場合、その結果をとりまとめ（様式任意）、評価センター長

へ報告してください。 
 
Ⅲ その他留意事項 
 
１ 部局の長の評価について 
（１） 部局等の長の評価は、部局の長が所属する学科等の評価者が評価してください。 
（２） 部局等の長としての管理業務については、評価の対象外としてください。したがって、部

局等の長は部局等の長としての管理業務を除外した上でご自身の年度目標を定めてくだ

さい。 
 
２ 評価者の評価について 
（１） 評価者の評価にあたっては、部局等の長が評価してください。 
（２） 学内共同利用施設等において、その長が評価者となる場合、当該施設の担当理事が評価し

てください。 
（３） 各部局等の事務組織は、部局の長が評価者の評価を、また当該担当理事が当該学内共同利



用施設等の長の評価を円滑かつ遅滞なく実施できるよう、実務的に支援してください。 
 
 
 

＊ 上記事項についての問い合わせ先 
  

 
 




