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　本稿の目的は，全国の国立大学のセンター等設置の状況を把握し，その上で特に近年その機能の
拡大が求められている大教センター等に着目し，福島大学への示唆を得ようとするものである。分
析は，主に財団法人文教協会『全国大学一覧』を利用し，全国の国立大学における教育研究施設等（セ
ンター等）及び大教センター等の設置状況を分析した。分析の結果，大教センター等の設置状況等
は大学規模等によって異なっていること，大教センター等には「企画・調査研究」・「FD」・「点検・
評価」・「共通教育」・「学生支援」などの機能が備わっていることが分かった。福島大学には本格的
な大教センターは設置されていないが，近年求められる改革を実行するために，総合教育研究セン
ターは各センター・部局等とのより緊密な情報共有・連携の在り方を考える必要があるだろう。
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１．はじめに
　本稿の目的は，全国の国立大学のセンター等設置の
状況を把握し，その中でも特に近年その機能の拡大が
求められている大学教育関係のセンター等（以下，大
教センター等）に着目し，福島大学への示唆を得よう
とするものである。
　大教センター等の機能の種類と拡大については，川
島（2008）が既にまとめている。川島はまず，「それ
らの組織は，各大学における教育改善事業等のいわば

「牽引車」的役割を期待されつつ，①FD の企画・実施，
②全学共通教育の実施・改善，③教育評価の企画・担当，
④学習支援方策の開発・実施，⑤高大連携の企画・実
施，⑥インターンシップ事業の推進，⑦アドミッショ
ン活動の担当・展開」（川島，2008，p.1）などの，多
様な役割を担うことになっている場合が多いと指摘し
ている。そして，大教センター等の設置の背景として，

「⑴共通教育の実施責任「受け皿」として」「⑵FD へ
の期待」「⑶学生の学力問題」「⑷多様化する教育ニー
ズ」（同，p.2）を挙げ，1991年の大学設置基準の改正

（大学設置基準の「大綱化」）以降，大教センター等設
置に様々な影響が加わっていることを示している。こ
うした現状について「政策的文脈と社会的文脈のそれ
ぞれ２点から，都合４つの要因からの説明が可能」（同，
p.3）と述べている。
　しかしその一方で，2008年に中央教育審議会「学
士課程教育の構築に向けて（答申）」が出されたこと
によって，「教養部の「後継組織」やFD推進のための
専門組織といった個別課題の解決のためのセンターと
いった観点というよりは，学士課程教育の全体デザイ
ンの中で，大学教育センター等が再定位される必要が

生じてきた」（同，p.4）とも述べている。また他方で，
同答申においてさらなるFD推進の拠点として大教セ
ンター等が注目されていることも引いており，近年の
大教センター等がどのような状況にあるのか，興味深
い点である。
　先の川島が研究代表者となった国立教育政策研究所
編（2006，2008）と本稿との違いは，国立大学に対象
を限定していること，全ての国立大学を対象としてい
ることである。全国立大学のセンター等の状況を整理
し，冒頭で述べたように福島大学への示唆を得ようと
いうのが本稿の目的である。

２．使用するデータ・分析の方法及び本 
　稿の構成
１）使用するデータとその性質
　本稿で主に使用するデータは，財団法人文教協会か
ら出されている『全国大学一覧』（平成24年度版）で
ある。同書には，国公私立大学の学部・研究科等の入
学定員・編入学定員の他，国立大学におけるより詳細
な状況，大学附属病院や大学附属図書館などの情報な
どが掲載されている。同書を使用する理由は，国立大
学の入学定員等の他，上記の「国立大学におけるより
詳細な状況」の中に，「国立大学学部附属教育研究施
設等」が掲載されているためである。この「国立大学
学部附属教育研究施設等」は，国立大学の学部や研究
科・その他の施設の附属教育研究施設等（以下，セン
ター等），あるいは全学センター等が掲載されている
唯一のデータと言っても過言ではない。ただし，以前
は文部科学省が国立大学に設置すべく予算化し各大学
に設置した施設を示していたのに対し，国立大学の法
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人化後は大学によって設置形態が異なり，旧来と同様
の設置形態と思われる施設について，各大学の判断に
より掲載されるようになったようである1。従って，
大学によっては全てのセンター等を記入しているかど
うか不明であり，実際にWEBサイト等で存在は確認
できるものの同書には掲載されていないセンター等も
散見される。本稿は，そうしたデータの限界を認識し
た上で分析しており，分析結果や考察も留意しなけれ
ばならないことは承知している。
　その他後述するように，第4節においては，全国大
学教育研究センター等協議会の加盟大学のデータも分
析している。全国大学教育研究センター等協議会は，
平成８年（1996年）４月に国立11大学を会員校として
スタートし，広島大学高等教育研究開発センター（当
時は大学教育研究センター）に事務局がおかれたもの
である。平成22年９月現在，会員校は36校を数えるに
至り，設立時より，高等教育に関する各種の意見交換
や共同研究，人事交流等を行い，国立大学法人をはじ
め，全国の諸大学が直面している様々な問題や課題を
解明し，大学改革と再建に貢献すべく活動を推進して
いる組織である（広島大学高等教育研究開発センター
WEBサイト2より）。

２）分析の方法と本稿の構成
　本稿の分析は，国立大学のセンター等あるいは大教
センター等の状況を分析した研究が国立教育政策研究
所編（2006，2008）やその調査結果を利用した田中

（2009）の他ほとんど見当たらないことから，ともか
く丹念にその状況を分析するという，いわば基礎的分
析である。その原則の上で，詳細な分析方法と本稿の
流れを示すと，以下の通りとなる。
　第１に，国立大学の学部・研究科数や規模（入学定
員）の状況を分析する。それは，大教センター等の設
置が，各大学の学部・研究科数とは無関係ではないと
考えられるからである。この点を，第３節第１項にて
分析する。
　第２に，国立大学のセンター等の設置の状況を分析
する。この点は第３節第２項で分析するが，設置主体

（学部・研究科・全学など）を問わない全体的な状況と，
そのうちどれほどが全学センター等なのかなどの観点
から分析を行う。以上の第１・第２の分析においては，
それぞれ記述統計量を算出し，その値を丹念に読み解
くことで進めていく。
　第３に，大教センター等の設置の状況を分析する。
一言に大教センター等とは言っても，その名称は様々
であり，ここに１つの分析上の難点がある。この分析
は第４節第１項で展開するが，当該箇所でも繰り返す
ように，センター等の名称に「高等教育」「大学教育」「教
養教育」「一般教育」「共通教育」「教育開発」「教育」（た
だし，単科大学に多くあるように，特定の分野の名称

がついている場合を除く。）などの言葉がついている
センター等をカウントするという方法を採用する。分
析には主に，SPSS Text Analytics for Surveys ３を
利用したが，機械的に分類する方法だけでは不十分で
あったため，追加的に手作業での分類も行っている。
テキスト分析には常に付きまとう問題ではあるが，そ
の点における分析の客観性については一定の限界があ
ることをあらかじめ断っておきたい。
　第４に，大教センター等に置かれている部門の状況
について，全国大学教育研究センター等協議会の加盟
大学に焦点を絞り，現状を分析する。この点は第４節
第２項で分析するが，部門等の名称についてやはり第
４節第１項と同様の方法を採用する。そのため，留意
点についても同様であることを申し述べておきたい。
　第５に，大教センター等に配置されている人員につ
いて，上記協議会に限定し，現状を分析する。この点
は第４節第３項で分析するが，大教センター等に専任
教員・特任教員等・兼担教員・その他の教員がどれほ
ど配置されているか現状を分析する。
　第５節では，上記の４つの分析をもとに，福島大学
の全学センターの在り方に対する示唆について，考察
を行う。福島大学は，既に法人化後の平成16年10月に
全学再編を行っており，さらなる組織改編・再編は難
しいことであるが，今後の全学センターや学類・事務
局等との情報共有・連携の在り方について述べる。

３．国立大学の部局とセンター等の概況
１）国立大学の部局数・規模の状況

　まず，全国国立大学の学部3・研究科数4の状況を確
認する。学部数が０の大学は，いわゆる大学院大学と
呼ばれるものであり，国立では全国に４大学（政策研
究大学院大学，総合研究大学院大学，北陸先端科学技
術大学院大学，奈良先端科学技術大学院大学）存在す
る。また，かつては研究科を持たない国立大学も存在
したが，平成22年度に筑波技術大学が修士課程を設置
したことにより，全ての国立大学が研究科を持つに
至っている。
　歪度5を見ると学部・研究科ともにプラスとなって
いることから，右に裾が長い分布となっている。しか
も，研究科のほうがその値が大きい。尖度をみると，
学部ではマイナス，すなわち比較的扁平な形となって
いる一方，研究科（大学院）ではプラス，すなわち尖っ
た形状をしていることになる。実際ヒストグラムを作
成して確認しても，この値が示す通りの形状となって

表１　学部数・研究科数の記述統計量 
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いる。平均値と中央値はさほど違いはないが，最小値
と最大値のレンジ（範囲）や標準偏差を見ると，やは
り研究科数の方が大きくなっている。なお，最頻値は
学部数・研究科数とも１であり，単科大学が多いこと
を示唆していると同時に，学部数では５学部以下が７
割以上を，研究科数では６研究科以下で約７割を占め
ている。それ以上の大中規模な大学は，旧帝大他比較
的少数の大学に限られている。以下，これらの点に留
意しながら分析していかなければならない。
　併せて入学定員6についても簡単に確認しておく（表
は割愛）。基本的には，学部数・研究科数の傾向と同
様の傾向を示しているが，平均値・中央値・合計とも
学部より大学院の方が小さいことは異なっている。ヒ
ストグラムを作成し，確認してみても大部分が700人
未満のところに集中している（なお，75パーセンタイ
ル値は学部定員で1694.25，大学院定員で649である）。
このような結果，平成24年度においては，全国の国立
大学は，合計で学部数359・学部定員96,462，研究科
数485・大学院定員58,750を持っている。

　以上の部局数・規模の状況から，国立大学を規模別
に類型化したものが表２である。主に学部数・研究科
数からの類型化であるが，大学院大学を除いては学部
数で，大学院大学においては研究科数から類型化した。
学部数もしくは研究科数が１の場合は単科大学，２～
３の場合は小規模大学，４～６の場合は中規模大学，
７以上を大規模大学とした。その結果，概ねすべての
カテゴリーに４分の１ずつ入ることとなった。
２）センター等の数

　続いて，大教センター等の分析に入る前に，学部・
研究科・全学が設置するセンター等の状況を見てみる。
ちなみに，センター等の名称として最も多かったもの
は「保健管理センター」であった。最小値は総合研
究大学院大学で，この大学は６つの研究科を持ってい
るものの，博士課程しか有していない，かなり特殊な
大学である。平均値は約16，中央値は13であり，標準
偏差もそれらから見て比較的大きい値を示している。
歪度はプラス，尖度もプラスであることから，右に裾
の長い尖った分布となっている（また，ヒストグラム

を確認してもそうした形状を示している）。最大値は
九州大学の73であるが，75パーセンタイル値は21であ
る。上位10大学を見てみると，九州大学73，東京大学
56，東北大学49，大阪大学44，名古屋大学42，広島大
学40，京都大学37，北海道大学35，千葉大学・熊本大
学32と，旧帝大やそれに次ぐ大規模大学が占めている。

　大学の規模別に設置しているセンター等の平均値
（表４）を見ても，上述の傾向ははっきりとうかがえる。
学部・研究科数が増えればセンター等の数が増えるこ
とは容易に想像がつくが，大規模大学の平均値が単科
大学・小規模大学・中規模大学と比較して格段に大き
く，一部の大規模大学が平均値を押し上げている格好
となっていることを示している。

　そうしたセンター等を設置している主体が学部や研
究科等なのか，それとも全学的な組織なのかを分析し
たものが表５である。ここでは，全学的な組織が設置
しているセンター等の数を全てのセンター等の数で除
し，「全学率」という指標を作成した。全学率の値の
分布をみてみると，最大値は１（すなわち，センター
等の全てが全学的な組織によって設置されていること
を意味している。）で，平均値・中央値ともに0.8弱と
かなり高い値を示している。最頻値も１である。一方
で，全学率が低い値を示しているのは，京都大学（0.19）
と東京大学（0.25）であり，学部や研究科附属のセ
ンター等や全国共同のセンター等が多い。日本を代表
する２大学の全学率が低いことは興味深い事実である
が，それに次ぐのが山形大学（0.42）であることから
も，キャンパスが分散していることは理由の１つかも
しれない。なお，歪度・尖度はともにマイナスであり，
ヒストグラムを見ても左に裾が長く，最頻値の１を除
いては比較的正規分布に近い扁平な分布をしているこ
とが確認される。

　表４と同様に，規模別に全学率の平均値を求めたも

表２　国立大学の規模別類型化 

表３　センター等合計の記述統計量 

表４　規模別に見たセンター等合計平均値 

表５　全学率の記述統計量 

表６　規模別に見た全学率の平均値 
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のが表６である。上述のように，外れ値的に低い値を
示しているのは京都大学と東京大学のみであり，ここ
では表４に見られたような大きな差は見られない。そ
れでも，規模が大きくなるにつれ全学率が低くなって
いくのは想像される通りである。

４．大教センター等について
１）大教センター等の設置状況
　前節では，大学全体のセンター等の設置状況と，設
置主体について概観した。この節では大教センター等
に着目するが，分析は設置主体が全学である場合に限
定する。確かに，単科大学の場合には，学部（研究科）
が大教センター等を設置している可能性は否定できな
い。しかし，学部・研究科まで分析対象とすると，全
体で1,395（表３参照）もあるセンター等の全てを調
べることとなり，時間的にも能力的に無理がある。そ
うした理由から，ここでは全学が主体となっているセ
ンター等のうち大教センター等と思われる組織の設置
状況を確認する。

　大教センター等あるいはその機能の一部を持つと思
われるセンター等を設置している大学をカウントした
結果が，表７である。表の左の数字は大教センター等
の数であり，括弧の中は該当する大学数である。あく
まで名称からの判断であり，実際には予想外の名称の

センターがその責務を負っている可能性は否定できな
い。名称に「高等教育」「大学教育」「教養教育」「一
般教育」「共通教育」「教育開発」「教育」などの言葉
がついているセンターをカウントした結果であるが，
先述のように存在が明らかであるにも関わらず記載さ
れていないセンター等（例えば，次項に登場する北海
道大学高等教育推進機構など）がある。
　まず，上述のような名称を持つセンター等がない大
学が35で約４割存在する。大教センター等と思われる
センター等を持つ大学は51に上っているが，うち10は
２つのセンター等を有している。東北大学・山形大学・
長岡技術科学大学・金沢大学・三重大学・熊本大学は，
共通教育及びFDや大学教育全般の企画等の機能を持
つと思われる名称のセンター等を有しているパターン
であり，電気通信大学・信州大学・岡山大学は全学教
育に関わるセンターが学生支援等の他のセンターと機
構という形で緩やかに結びついているパターンで，セ
ンターと機構の両方がカウントされた形となっている
（旭川医科大学はやや特殊であった7）。

　以上の現状を，大学の規模別にまとめたものが表８
である。最大の特徴は，単科大学や小規模大学におい
ては大教センター等が設置されていないことが多い一
方，中規模大学・大規模大学においては１つ以上設置
されていることが多いことである。単科大学において
は，当該学部（研究科）のカリキュラムそのものが大
学全体のカリキュラムとなることを示しており，学部
（研究科）の委員会や評議会等で一貫したカリキュラ
ム開発・教養教育・FD活動などを行っていることが
多いと考えられる。また，２～３学部（研究科）の小
規模大学においても，学部間（研究科間）の調整は委
員会や教育研究評議会等で十分であることを示してい
るのかもしれない。一方で，４学部（研究科）以上を
有する中規模大学・大規模大学は，委員会や教育研究
評議会での議論の主目的が，学部（研究科）間の利害
調整等となる可能性もあり，学士課程教育（大学院教
育）や共通教育・FD活動を主体的に担う組織が必要
であることを示しているように思われる。

表７　大教センター等数別大学名一覧 表８　規模別に見た大教センター等設置状況 
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２）全国大学教育研究センター等協議会加盟大学にお
　ける組織体制
　以上の分析では，『全国大学一覧』を利用して，セ
ンター等の名称から大教センター等と思われる組織を
拾い上げ，その設置状況を国立大学の規模とクロスさ
せて眺めてきた。ここでは，大教センター等がどのよ
うな下位部門等を有しているかについて，より深く掘
り下げる。
　既に述べたように，本来，特に単科大学の特性を考
慮すれば，学部や研究科等が設置するセンター等の組
織の現状を詳細に分析するのが望まれるが，全体で
1,395（表３参照）もあるセンター等の全ての組織体
制を調べることは時間的にも能力的に無理がある。そ
こで，代替的な方法として，「全国大学教育研究セン
ター等協議会」（以下，協議会）に加盟する36機関・
組織のうち，大学ではない国立教育政策研究所高等教
育研究部を除く35大学のセンター等の名称と，下位部
門等の名称の一覧を表９に示した。なお，協議会に加
盟している大学・組織一覧は，広島大学高等教育研究
開発センターのWEBサイト8に掲載されている。

表９　協議会加盟大学一覧
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　初めに，表７と表９の間に存在する相違点について
説明しておく。表７で０，すなわち大教センター等を
設置していないとカウントされながらも，表９で協議
会に加盟している大学のうち，福岡教育大学はその名

称が「教育実践総合センター」であり，他の教員養成
系学部等の附属センターと同じ名称であったため，前
項の分析ではカウントしていなかった9。その他，北
海道大学高等教育推進機構・富山大学大学教育支援セ
ンター・九州大学基幹教育院・琉球大学大学教育セン
ターは，『全国大学一覧』には掲載されていない。第
２節で述べたように，全てのセンター等が掲載されて
いるとは限らず，分析上の限界であった。
　また，必ずしも前項の分析で大教センター等と判断
したものとは名称が同じでなかった大学も存在した。
新潟大学・鳥取大学・愛媛大学・大分大学は機構の下
部組織が加盟組織となっているので大きな問題はない
が，東京工業大学は前項の分析では「教育環境創造研
究センター」をその名称から大教センター等と判断し
たが，協議会に加盟しているのは「教育工学開発セン
ター」であり，『全国大学一覧』には掲載されていな
い（また掲載されていても「工学教育」という名称か
ら，大教センター等とは判断しなかったであろう）。
それ以外の加盟大学の組織は，前項の分析で大教セン
ター等と判断したものであった。

　さて，表９における各部門の名称から，その機能別
に大学数をまとめたのが表10である（「部門なし」「そ
の他」以外は，度数の降順に掲載している）。最も多
いのが「企画・調査研究」であり，学士課程教育（大
学院教育）全体のデザインや大学教育（高等教育）の
在り方そのものの基礎的な調査研究などの機能を担っ
ていると考えられる。「部門なし」の７大学も，そう
した大学教育全体，あるいは様々な機能を複合的に
担っている可能性は高いだろう。順に，「FD」（ICT
教育も含めれば，さらに多くなる。）・「点検・評価」・「共
通教育」・「学生支援（キャリア・学力）」といった先
行研究で登場した機能を持つ加盟大学も比較的多い。
一方で，「入試」・「生涯学習・大学開放」といった高
校や社会との接続を大教センター等に組み込んでいる
加盟大学は少数であり，「教育・発達」の機能を組み
込んでいる大学は島根大学へ教員養成機能を移した鳥
取大学と，教員養成系単科大学の福岡教育大学のみで
あることがわかる。

表10　協議会加盟大学における機能別大学数
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３）協議会加盟大学における人員配置

　最後に，協議会加盟大学における人員についての分
析結果を提示する。表11は，協議会加盟大学の大学セ
ンター等に配置されている人員を，専任教員・特任教
員等（客員教員を含む。）・兼担教員（ここにセンター
長を含んでいる場合も多い。）・その他の教員別にまと
めたものである。東北大学高等教育開発推進センター
や九州大学基幹教育院は，専任教員がかなり充実して
いる大教センター等であることが一目瞭然である。一
方で，専任教員を１人も配置していない大教センター
等は山形大学教育開発連携支援センターのみである
が，当該組織は従来「高等教育研究企画センター」と
いう名称であり，専任教員１名，客員教員３名程度，

兼担教員10名程度であったが，平成23年に学内の全セ
ンター改組により専任教員は基盤教育院に配置換えが
なされたという。現在，高等教育研究企画センターが
担っていた業務を，もともと担っていた専任・兼担教
員等が引き継いで実施しているという10。
　その他の大教センター等のうち，平成22年７月に設
置されたばかりの富山大学大学教育支援センターにお
いてやや脆弱な人員であるが，富山大学大学教育支援
センター規則によれば，専任教員の他「センター長の
推薦に基づき，学長が命ずる」兼任教員を置くことも
規定している11。それ以外の大学においては，北陸先
端化が技術大学院大学を除いて専任教員は全て２名以
上であり，また専任教員が比較的少数の場合にも特任
教員等もしくは兼担教員が複数名配置されている状況
がうかがえる。

５．考察―福島大学への示唆
　本稿では，全国の国立大学のセンター等設置の状況
と現状について，基礎的な分析を行った。福島大学に
は純粋な大教センター等はないが，高等教育開発部門
がその役割の一部を担っている。本稿の分析の結果か
ら見えてきた福島大学及び総合教育研究センター高等
教育開発部門等へのインプリケーションには，以下の
ようなものがあろう。
　第１に，高等教育開発部門は企画・調査研究，FD
といった多くの協議会加盟大学の大教センター等で行
われている機能を既に担っていることである（第４節
第２項参照）。現在，高等教育開発部門は特任准教授
２名体制で，全学の企画・調査研究とFDを分担また
は協力して進めているが，他大学の大教センター等が
担っている機能を，兼担教員等の支援もない状況の中
一部門・特任２名体制で担っている現状は，非常に不
安定な状況と言わざるを得ない（第４節第３項参照）。
　第２に，「点検・評価」・「共通教育」・「学生支援（キャ
リア・学力）」については，福島大学においては高等
教育開発部門以外の部門や学内委員会が主に担ってい
る役割である。「点検・評価」は学類ごとの評価組織・
全学評価委員会・評価室などが主に担っている。ただ，
教育評価の一部については，高等教育開発部門長が委
員となっている教育企画委員会が担っている。一方，
「共通教育」については共通教育委員会が主にその役
割を担っているが，高等教育開発部門からは部門員が
１人オブザーバーとして参加しているに過ぎない。「学
生支援」については，高等教育開発部門でも学修支援
の機能を有しているが，実績としてはほとんどない。
現状の体制を維持することを前提にすれば，「学生支
援」の機能は総合教育研究センター内の他の部門や，
情報処理センター・図書館（学術情報課），保健管理
センター・学生総合相談室（学生課），地域創造支援
センター（地域連携課），就職支援室，入試課などと

表11　協議会加盟大学に配置されている人員
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も連携を深めていかなければならない機能であるが，
自センター以外の組織との情報共有・連携はたやすい
ことではない。それよりもまず，現状行われている各
種の支援の内容（学修面での支援なのか，キャリア形
成等での支援なのか，心身面での支援なのかなど）を
再定義することが先決かもしれない。
　福島大学は形式的には２学群制を採っており，表８
の全国動向から判断すれば本格的な大教センターは必
ず必要というレベルではないかもしれない。しかし，
教職員学生とも，事実上は４学類（≒学部）制である
という意識の方が高いことは恐らく疑いの余地はな
く，そうであるならば現行の企画・調査研究やFDの
機能のみならず，「点検・評価」「共通教育」などの機
能も含みこんだ全学的な調整機能を持つ大教センター
の必要性も浮上してこよう。現状においても，総合教
育研究センター高等教育開発部門は全学的な「点検・
評価」「共通教育」の調整等にも協力しているところ
である（もちろん総合教育研究センターの全ての部門
が全学的な視野に立って活動していることは，ここで
明言しておく）。
　1980年代半ばの臨時教育審議会や大学審議会の設
置，そして1991年の大綱化答申以降，大学改革や教養
教育を担う組織として大教センター等が拡大してきた
が，大学改革を要請する答申は大学審議会が姿を消し
た2000年以降も中央教育審議会から矢継ぎ早に出され
ており，直近でも「学士課程教育の構築に向けて」

（2008）や「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～」（2012）が出されるなど，教学面や
運営・経営面において大学には実に様々な改革が求め
られている。福島大学においても，総合教育研究セン
ターの部門間のみならず，学類や他のセンター，事務
局等との情報共有・連携の在り方を本格的に考えてい
かなければならないだろう。

＜注＞
１　財団法人文教協会へのメール問合せに対する回答より。
２　http://rihe.hiroshima-u.ac.jp/viewer.php?i=217
３　「学部」には学群・学域も含む。学部定員も同様である。
なお，福島大学は「２学部」とみなされる。

４　「研究科」は修士課程・専門職学位課程・博士課程（修
士課程後期）のいずれかを持つ研究科の他に，教育組織
でないものも含まれている。具体的には，「研究科」と
いう呼び名の他，学府・研究域・研究院・研究部・教育
部・情報学環を含んでいる。大学院定員のほうも同様で
あるが，当然教育組織でないものの入学定員は０である。

５　記述統計量に登場する指標について，簡単に説明を加
えておく。最小値・最大値・平均値は省略するとして，
中央値は全データをその大きさの順に並べた時にちょう
ど真ん中にくる値であり，標準偏差はデータのばらつき

具合を示すものである。
　　また，歪度と尖度はともにデータの分布を表現する統
計量である。歪度はデータの分布が左右対称の時に０，
左に裾が長い時にマイナス，右に裾が長いときにプラス
の値となる。尖度は正規分布の時に０，扁平な分布の時
にマイナス，尖った分布の時にプラスの値となる。加え
て，最頻値は最も頻度の高い観測値である。

６　学部の入学定員には夜間主学部・コース等の入学定員
も含まれている。また，大学院の入学定員は修士課程（博
士前期課程）・専門職学位課程・博士課程の合計である。

７　旭川医科大学は，「教育センター」と「教育研究推進
センター」をカウントした結果だが，前者は，「カリ
キュラム部門，共用試験部門，臨床実習部門，チュー
トリアル教育部門，地域医療教育部門，授業評価・Ｆ
Ｄ部門，スキルズラボラトリー部門の7部門で構成さ
れ て お り 」（http://www.asahikawa-med.ac.jp/index.
php?f=facilities_guide+kyoiku_center），本稿の大教セ
ンター等に近いセンター等であったが，後者は「教育
研究支援部」「知的財産支援部」「技術支援部」で構成
さ れ て お り（http://www.asahikawa-med.ac.jp/arec/
committee_CARE.html），大教センター等というよりは
知的財産センターや大学開放センターのような役割を
持っているもののようである。あくまで機械的に分類し
た結果なので，ここではそのまま示した。

８　http://rihe.hiroshima-u.ac.jp/viewer.php?i=217
９　なお，当該センターは「教育実践総合センターは平成
24年11月１日新設の「教育総合研究所」に発展・解消
いたしました。」とのことであり（http://www.fukuoka-
edu.ac.jp/~jissen/より），表中では教育総合研究所の部
門名を掲載している。

10　山形大学への電話取材により。
11　http://www3.u-toyama.ac.jp/soumu/kisoku/
　pdf/398_5.pdf
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