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平成 24 年度 琉球大学 

       目標管理型自己点検に基づく教員活動評価実施要項 

 
 

 目標管理型自己点検に基づく教員活動評価の目的は、「本学の教員が目標を持って自らの活動に臨むと

ともに、その活動を定期的に自己点検し、他者からの評価を通して、教員活動の自己改善を行う。さら

に教員活動の自己点検結果を社会へ公表し、説明責任の遂行を図る」ことにあります。 

この実施要項は、平成 24 年 1 月 24 日に改訂された基本方針「琉球大学目標管理型自己点検に基づく

教員活動評価に係る基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、当該活動評価を具体的に実施す

るためのものです。 

なお、各教員が作成した「年度目標」と自己点検した「年度末自己点検結果」のシートは、平成 25 年 

5 月以降に学内外へ公表されますので、記載に当たっては公表されることを念頭に置いてください。学

科長等による教員活動評価のシートは公表されません。詳しくは、「Ⅲ 年度末自己点検結果の公表につ

いて」（5 ページ）をご覧ください。 

各部局等の事務部においては、評価が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。 

 
 

Ⅰ 基本方針に対する補足説明について 

１．評価対象の教員 

教員活動における自己点検・評価については、原則として、平成 24 年 4 月 30 日現在、本学に在

籍する専任の教員（教授、准教授、講師、助教、助手、特命教員及び特任教員）で、かつ、平成 25
年 3 月 31 日まで継続して勤務する予定の者を対象とします。 
ただし、次のいずれかに該当する者は対象外とします。なお、研修終了（復職）後あるいは特別

な事由の解除後は本人の申し出により教員活動評価の対象とすることができます。 
（１）県外・国外への研修の事由により、平成 24 年 4 月 30 日現在、勤務地（本学）を離れている者 
（２）病気、産前産後休暇・育児休暇等の特別な事由により、平成 24 年 4 月 30 日現在、休職してい

る者 
（３）その他、上記に準ずる特別な事由があると部局等の長が認めた者 

 
２．評価の基本活動業務 

基本方針でいう「ウェイト化」とは、それぞれの基本活動業務（「教育」、「研究」、「社会貢献」、「管

理運営」、「進路指導」及び「診療」）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。ただし、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ですので、ウェイト比の配

分に当たっては、科学研究費補助金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。 
 

３．評価者 

（１）基本方針でいう評価者としての「学科長及び課程長等」とは、学科長・課程長、学内の各施設

等の長を想定しており、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等以外の者、例えば、教育学部においては専修又はコースの長等を評価者

に設定することも可能です。なお、上記の「評価者」に係る評価については「部局等の長」が行

います。また、「部局等の長」に係る評価は「部局等の長が所属する学科等の評価者」が、「施

設等の長」が評価者となる場合は「当該施設の担当理事」が評価してください。 
（２）基本方針でいう「評価補助者」については、評価者が自ら指名することができますが、その数

は概ね 2 人以内としてください。評価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
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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。 
 

４．評価の方法 

（１）所定の様式（別紙 1，2）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）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評価

者による評価を志向していることを意味しています。 
（３）基本方針でいう「総括評価」とは、評価結果を以下のＳ、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階で評定すること

を意味します。なお、具体的な評価作業については、「Ⅱ 評価の実施手順等について」の「２」

の評価の実施手順を参照してください。 
Ｓ・・・年度目標以上の成果が認められる 

  Ａ・・・年度目標を達成したと認められる 
  Ｂ・・・年度目標達成に向けての努力は認められるが、一部達成されていない 

Ｃ・・・年度目標がほとんど達成されていない 
（４）当該評価は各教員を相対的に比較するものではなく、あくまで評価の基準は各教員自らが立て

た年度目標となります。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、当該評価結果は教員の昇任、給与へ反映させるものではありません。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、評価してください。 
（６）入試問題等、匿名を有する学内委員会の活動については、学科長等も把握されていますので、

学部内委員会等として具体的な記載は結構です。匿名を要する学外の委員会・審議会委員に発令

されている場合は、委員会名は記載せず、単に「委員会委員」あるいは「審議会委員」とし、活

動等の内容は記載しないでください。複数の委員会・審議会に発令されている場合は、委員会の

数を（ ）書きで記載してください。ウェイト比を設定する際には考慮してください。 
（７）各教員が行った年度末自己点検結果（別紙 1「平成 24 年度教員活動における年度目標・自己点

検結果シート」）は、平成 25 年 5 月以降に学内外へ公表されますが、別紙 2「平成 24 年度学科

長等による教員活動評価シート」は公表されません。 
 

５．評価の活動期間 

平成 24 年度の評価の対象となる活動期間は、平成 24 年 4 月から平成 25 年 3 月までの１年間で

す。 
 

 

Ⅱ 評価の実施手順等について 

１．教員活動における自己点検・評価については、所定の様式（別紙 1，2）を使用して行います。所

定の様式は 2 枚綴りとなっています。1 枚目の別紙 1 は「平成 24 年度教員活動における年度目標・

自己点検結果シート」で、2 枚目の別紙 2 は「平成 24 年度学科長等による教員活動評価シート」で

す。別紙 1 に「所属」、「氏名」、「年度目標」、「ウェイト比」及び「年度末自己点検結果」を

記載しますと自動的に別紙 2 の当該箇所へ反映されます。 
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２．評価の実施手順は次のとおりです。 

(1) 

平成

24年

１月  

～ 

３月

下旬 

部局等の長による評価者の確定、各教員への説明 

①大学評価センター（評価室）は、平成 24 年 1 月下旬に各部局等の事務部（部局等の長）へ、

「目標管理型自己点検に基づく教員活動評価実施要項（別紙 1,2 を含む）」（実施要項）を

電子メールにて送付します。 

②部局等の長は、「評価者」及び「評価補助者」を確定し、平成24年2月あるいは3月の教授会

等で各教員に対し周知してください。年度目標の設定、自己点検結果、提出期限など、評価

に係る一連の作業の流れについても説明してください。また、各教員が行った年度末自己点

検結果（別紙1）については学内外へ公表されますので、公表を前提に年度目標を設定し、

自己点検を行うよう説明してください。 

(2) 

平成

24年

４月

上旬 

各教員による年度目標を設定（別紙1のシート） 

①事務部は、「評価者」が確定され次第、「評価者」へ実施要項を電子メールにて送付してく

ださい。 
②各評価者は、実施要項を受理した後、速やかに評価を受ける当該教員へ直接送付してくださ

い。 
※「部局等の長」の評価については「部局の長が所属する学科等の評価者」が行います。

③各教員は、別紙1に所属・氏名等を記載するとともに、「年度目標」及び「ウェイト比」を

設定し、平成24年4月16日（月）までに当該評価者へ電子メールにて送付してください。「

年度末自己点検結果」については、平成25年2月6日（水）に提出していただきますので、現

時点では空欄となります。 

④評価領域活動業務については、「教育」、「研究」、「社会貢献」、「管理運営」及び「進路指導」

を基本業務としますが、必ずしも全ての教員が 5 つすべての項目に従事するとは限りません

ので、各部局の状況に鑑み、記載してください。診療業務に従事している者は領域の空欄に

「診療」を追加し、年度目標を設定してください。 
⑤各教員は、それぞれの基本業務に係る年度目標の設定に当たっては、最終ページの「（別表）

年度目標の設定に当たっての留意事項」を参考に記入してください。なお、部局等の長とし

ての管理業務に係る評価は対象外となりますので、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。 
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。 

(3) 

平成

24年

４月

中・

下旬 

年度目標の確定（別紙1のシート） 

①各評価者は、当該教員から提出された別紙1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。なお、「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

された評価者は、当該教員と協議し、平成24年4月20日（金）までに調整してください。調

整がつかなかった場合は、必要に応じ、部局等の長を含め三者間で4月25日（水）までに協

議を完了させてください。三者間で修正のための調整がつかなかった場合は、当該教員の意

向を尊重してください。その際、評価者は年度末評価結果の記載に当たり、別紙2の下欄の

「備考」に、修正要請に関する顛末を簡潔に記載してください。 

②各評価者は当該教員の「別紙１」及び「提出有無の状況一覧（様式任意）」（①提出済みの

教員名、②未提出の教員名、③特別な事由による提出対象外の教員名を記載）を4月27日（

金）までに部局等の長へは紙媒体で、事務担当組織へはエクセルファイルで提出してくださ

い。なお、部局等の長は、1月の「年度末自己点検結果」が確定されるまで別紙１について

は保管してください。 
③事務部は、各評価者から「別紙１」及び「提出有無の状況一覧（様式任意）」をとりまとめ

、エクセルファイルで5月2日（水）までに評価室へ提出してください。 

(4) 

平成

25年

各教員による自己点検作業の実施（別紙1のシート） 

①各教員は、1月末時点をもって年度の活動を自己点検し、その結果を別紙1「年度末自己点検

結果」欄に記述のうえ、平成25年2月6日（水）までに当該評価者へ電子メールにて提出して
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１月  

～ 

２月 

ください。なお、別紙１は大学評価センターウェブページで学内外へ5月に公表されます。

学内広報ウェブページへも掲載されます。また、当該部局分については当該部局のウェブペ

ージへ掲載願います。 

②ウェイト比については、その実績を記載してください。 
③自己点検結果を示すエビデンスは各自保管し、部局等の長から請求があった場合は提出して

ください。 

(5) 

平成

25年

２月 

評価者による評価作業の実施（別紙 2のシート） 

①評価者は、各教員から提出された「年度目標」及び「年度末自己点検結果」に基づき、活動

評価領域ごとに次のように評価してください。 
・「年度目標」及び「年度末自己点検結果」を比較検証し、評価してください。 
・評価結果は、別紙 2 の「評価結果」欄に年度末自己点検結果に基づき、評価者が記載し

てください。 
・記載した評価結果を 4 段階で評定し、「評価」欄に記入（Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃのいずれかを

表記）してください。4 段階に係る評価の基準については「Ⅰ 基本方針に対する補足

説明について」の「4．評価の方法」を参照してください。 
②各評価者は、評価結果が記載された「別紙2」をペーパー出力し、平成25年2月20日（水）ま

でに当該教員にフィードバック（配付）してください。 

(6) 

平成

25年

３月

上旬 

教員による評価結果への意見申し出、三者協議の設定 

①評価結果に対して協議を要すると判断された教員は、平成25年3月1日（金）までに当該評価

者へその旨申し出てください。当該教員から申し出を受けた評価者は、部局等の長及び当該

教員との三者協議の場を設けてください。三者協議の結果を踏まえ、部局長等の了解の下、

評価結果の修正が必要と判断された場合は、評価結果を修正し、当該教員に係る評価作業を

3月8日（金）までに完了させてください。 

②評価者は、別紙1、最終評価が記載された別紙2及び「提出有無の状況一覧（様式任意）」を

3月15日（金）までに、部局等の長へは紙媒体で、事務部へはエクセルファイルで提出して

ください。 

(7) 

平成

25年

３月

中・

下旬 

評価結果への改善・取組み 

①部局等の長は、当該評価の結果を基に、必要に応じ当該教員へ次の項目について助言を行っ

てください。 

・業務ウェイトのバランス 

    ・各活動に対する目標の立て方 

    ・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）、平成 25 年 3 月 29

日（金）までに大学評価センター長へ報告してください。 

(8) 

平成

25年

３月

下旬 

評価結果の報告・取扱い 

①局等の長は、別紙1,2の保管に当たっては厳重に注意してください。平成24年4月に評価者か

ら紙媒体で受理した別紙１は破棄してください。 
②また、評価者においても最終評価の業務を終えた後、当該教員から送信された別紙1,2など

教員業績評価に係る書類はすべて破棄してください。 

(9) 

事務

部の

対応 

評価結果の評価室への報告 

事務部は、上記(6)で各評価者から受理した「別紙1」及び「提出有無の状況一覧（様式任意）

」をとりまとめ、エクセルファイルで平成25年3月21日（木）までに評価室へ提出してくださ

い。 
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Ⅲ 年度末自己点検結果の公表について 

目標管理型自己点検に基づく教員活動評価の目的が、「本学の教員が目標を持って自らの活動に臨むと 
とともに、その活動を定期的に自己点検し、他者からの評価を通して、教員活動の自己改善を行う。さらに

教員活動の自己点検結果を社会へ公表し、説明責任の遂行を図る」ことにあることから、確定後の年度末

自己点検結果は学内外へ公表されます。 

（１）学外公表 

①確定後の年度末自己点検結果を記載した別紙 1「平成 24 年度教員活動における年度目標・自己

点検結果シート」が公表されます。 

②公表時期は、平成 25 年 5 月以降の予定です。 

③大学評価センターウェブページで公表されます。 

（２）学内公表 

①確定後の年度末自己点検結果を記載した別紙 1「平成 24 年度教員活動における年度目標・自己

点検結果シート」が公表されます。 
※１．年度目標等を設定・確定されたが、特別な事由がなく、年度末自己点検結果を行って

いない教員については、別紙 1 の「年度末自己点検結果」欄は空欄のまま学内のみ公表

されます。 

※２．特別な事由がなく、別紙 1 を当該評価者へ提出していない教員については、「当該教

員名」が学内のみ公表されます。 

②公表時期は、平成 25 年 5 月以降の予定です。 

③大学評価センターウェブページ、学内広報ウェブページで公表されます。 

④当該部局分については、当該部局のウェブページへ掲載願います。 

（３）非公表 

学科長等による教員活動評価を記載した別紙 2「平成 24 年度学科長等による教員活動評価シー

ト」は公表されません。 

 

 

（別表）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」もしくは「活動の結果、得られる成果の目標」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 

・障がい者、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 
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 ・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 

※匿名を要する委員会・審議会の委員に発令されている場合は、委員会名は記載せず、

単に「委員会委員」あるいは「審議会委員」とし、活動等の内容は記載しないでくだ

さい。複数の委員会・審議会委員に発令されている場合は、委員会の数を（ ）書き

で記載してください。 

・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、地域貢献、産業支援としての具体的取組 

 

 

 

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 

※入試問題作成委員会委員のため、匿名を要する場合は、委員会名は記載せず、単に「委

員会委員」とし、具体的な内容は記載しないでください。複数の匿名を要する委員会

委員に発令されている場合は、委員会の数を（ ）書きで記載してください。 

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 

診療 ・診療活動及び医療支援など 

 
 
 

＊ 上記事項についての問合せ先 
 

 
 




