
平成１９年７月３日　入力担当者説明会用

変更前 変更後

00-01 組織登録票(大学等) ○
－

00-02 組織登録票(学部・研究科等) ○
－

00-03 組織登録票(学科・専攻等)

○

－

01-02 施設（附属図書館）

○

大学（図書
館・室単位）

分館数、部局図書館・室数、前年度大学総経費、延床面積、閲覧座席数、区分別職員数（専
任・臨時）、区分別司書資格者数（専任・臨時）、区分別図書冊数（和・洋）、区分別学術雑誌タ
イトル数（和・洋）、視聴覚資料点数、電子ジャーナル数、区分別図書受入冊数（和・洋）、区分
別学術雑誌受入タイトル数（和・洋）、年間開館総日数、開館総時間数、一般公開有無、区分
別貸出冊数(学内（学生）・学外)

項目：
区分別貸出冊数（学内・学外）

定義：
学内者（教員、職員、学生、研究員)への貸
出冊数及び学外者（一般市民、他大学学
生・研究者、大学以外の研究者）への貸出
冊数。
学術情報基盤実態調査　Ⅱ-(F)-2「館外貸
出冊数」の教職員の欄と学生の欄の合計
値及び学術情報基盤実態調査　Ⅱ-(F)-2
の「館外貸出冊数」の学外者の欄 に同じ。

項目：項目修正
区分別貸出冊数（学内（学生）・学外）

定義：文面修正
学内者（学生)への貸出冊数及び学外者
（一般市民、他大学学生・研究者、大学以
外の研究者）への貸出冊数。
学術情報基盤実態調査　Ⅱ-(F)-2「館外貸
出冊数」の学生の欄及び学術情報基盤実
態調査　Ⅱ-(F)-2の「館外貸出冊数」の学
外者の欄 に同じ。

01-01 学校用地

○

大学 用地面積 定義：文面追加
（学校基本調査　様式第２０号　記入上の注
意　学校施設の範囲　共同使用施設の記
入方法　土地面積の測定　学校土地の用
途別面積　を参照のこと。）

01-03 施設（保健センタ等）
○

大学（保健セ
ンタ単位）

延床面積、運営体制（記述）、健康相談(診断)実施件数、学生定期健康診断実施件数、教職
員定期健康診断実施件数

01-04 施設（博物館等）

○

大学（博物館
等単位）

延床面積、専任職員数、学芸員等数、非常勤職員数、歴史系資料所蔵点数、美術系資料所
蔵点数、自然史系資料所蔵点数、理工系資料所蔵点数、動植物系資料所蔵点数、その他資
料所蔵点数、年間開館総日数、一般公開有無、利用者数、企画展示実施件数、展示替え件
数、施設特徴（記述）

01-05 施設（寄宿舎等）
○

大学 寄宿舎等名称、建築年度、単身用平均床面積、単身用室数、単身用延べ入居者数、世帯用
平均床面積、世帯用室数、世帯用延べ入居世帯数

02-01 専任教員

○

学科・専攻 学科・専攻名、学科・専攻等コード、職名・男女別専任教員数、男女別みなし専任教員数、男
女別研究指導教員数、内男女別研究指導教員数（教授）、男女別研究指導補助教員数

項目：項目修正
助手欄は使用しないので、網掛処理

定義：文面追加
注意：*1の欄は使用しないこと。

02-02 本務教員（基本） ○ 学部・研究科 職名別・男女別・本務教員数

02-03 本務教員（年齢別） ○ 学部・研究科 職名別・年齢区分別教員数

02-05 本務教員（取得学位別） ○ 学部・研究科 職名別・取得学位別( 上位)教員数

02-06 本務教員（専門分野別） ○ 学部・研究科 職名別・専門分野別教員数

02-09 兼務教員 ○ 学部・研究科 学内兼務教員数、学外兼務教員数（教員）、学外兼務教員数（教員以外）

02-10 職員

○

大学 職種・勤務形態区分別職員数（常勤）、職種・勤務形態区分別職員数（常勤以外） 定義：文面修正
学校基本調査　記入上の注意　に準じた修
正（内容変更無し）

大学情報データベース　データ項目一覧

組織区分、代表者名、組織名称（和文）、組織名称（英文）、組織名称（ひらがな）、組織設置
目的、郵便番号、都道府県、所在地（和文）、所在地（英文）、設置年月日、廃止年月日、教育
研究分野名、設置者、設置者区分、設置者代表者名、監事名、理事名、備考、変更区分、組
織コード、上位組織(学部・研究科等)名称(和文)、上位組織(学部・研究科等)コード

※下線部分は任意項目

施設

教職員

組織

平成１９年２月１４日　セミナー
「大学情報データベースと評価への活用」からの変更点

（赤字な重要な変更）大項目
調査票
番  号

中項目（調査票）
共通

調査票
任意

調査票

収集する
組織レベ

ル

小　　項　　目
(赤字は平成19年2月セミナー時点からの変更箇所)
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平成１９年７月３日　入力担当者説明会用

平成１９年２月１４日　セミナー
「大学情報データベースと評価への活用」からの変更点

（赤字な重要な変更）大項目
調査票
番  号

中項目（調査票）
共通

調査票
任意

調査票

収集する
組織レベ

ル

小　　項　　目
(赤字は平成19年2月セミナー時点からの変更箇所)

02-11 研究員

○

学部・研究科 区分別研究員数 定義：
博士研究員（その他）
*4: 「博士研究員(その他)」： 競争的資金に
より受け入れている、又はその他奨励金・
助成金等を受けている博士研究員。（*3に
該当する者を除く）

定義：文面修正
博士研究員（その他）
*4: 「博士研究員(その他)」： 競争的資金で
雇用されており、主たる業務が当該大学で
の研究活動である者。左記に該当する特任
教員・客員教員等（本務教員以外の兼務教
員）も含む。（*3に該当する者を除く）

02-04 本務教員（在勤年数別） ○ 学部・研究科 職名別・在勤年数区分別教員数

02-07 本務教員（学外経験別） ○ 学部・研究科 職名別・学外経験別教員数

02-08 本務教員（前歴別） ○ 学部・研究科 職名別・前歴区分別教員数

03-01 学生（年次別）

○

学科・専攻 学科・専攻名、学科・専攻等コード、年次・男女別学生数、男女別留学生数、男女別社会人数 項目：
男女別留学生数　無し

項目：追加
男女別留学生数

定義：文面追加
男女別留学生数
男女別学生数合計のうち留学生の数。
 「留学生」：
　留学生とは、日本の大学等に留学する目
的を持って入国した外国人学生。すなわ
ち、出入国管理及び難民認定法第２条の２
別表第１の４に定める「留学」による在留資
格によって、入国した者。ただし、同法によ
る他の在留資格によって入国し、その後所
定の手続きを経て「留学」の資格に変更を
許された者を含む。

定義：文面修正
男女別留学生数以外の定義は、学校基本
調査　記入上の注意　に準じた修正（内容
変更無し）

03-03 科目等履修生等 ○ 学部・研究科 区分別・科目等履修生等数

03-04 入試状況（春期・入試区分別）

○

学科・専攻 学科・専攻名、学科・専攻等コード、定員、入試区分別実施回数、入試区分別募集人員、入試
区分別志願者数、入試区分別受験者数、入試区分別合格者数、入試区分別入学者数

定義：
定員
学科・専攻としての定員。
入学時は学科・専攻等への所属が決まらな
い形での入試を行っている場合は、「直属」
でまとめて記入。ただし学科・専攻等につい
てもその名称・コードと定員欄は記入（右側
の入試実施に関する欄は空欄とする）。

基準日：
前年度春期に入学した者

定義：文面追加
定員
学科・専攻としての定員。
入学時は学科・専攻等への所属が決まらな
い形での入試を行っている場合は、「直属」
でまとめて記入。ただし学科・専攻等につい
てもその名称・コードと定員欄は記入（右側
の入試実施に関する欄は空欄とする）。な
お、入学定員が年度単位で定められていて
春期・秋期分けて入力できない場合は、春
期のみ入力する。

基準日：
調査年度春期に入学した者

03-05 入試状況（秋期・入試区分別）

○

学科・専攻 学科・専攻名、学科・専攻等コード、定員、入試区分別実施回数、入試区分別募集人員、入試
区分別志願者数、入試区分別受験者数、入試区分別合格者数、入試区分別入学者数

定義：
定員
学科・専攻としての定員。
入学時は学科・専攻等への所属が決まらな
い形での入試を行っている場合は、「直属」
でまとめて記入。ただし学科・専攻等につい
てもその名称・コードと定員欄は記入（右側
の入試実施に関する欄は空欄とする）。

定義：文面追加
定員
学科・専攻としての定員。
入学時は学科・専攻等への所属が決まらな
い形での入試を行っている場合は、「直属」
でまとめて記入。ただし学科・専攻等につい
てもその名称・コードと定員欄は記入（右側
の入試実施に関する欄は空欄とする）。な
お、入学定員が年度単位で定められていて
春期・秋期分けて入力できない場合は、春
期のみ入力する。

学生
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03-06 学部等入試状況（出身高校所在
地別） ○

学部・研究科 都道府県・男女別入学者数 定義：文面修正
学校基本調査　記入上の注意　に準じた修
正（内容変更無し）

03-02 学生（年齢別）
○

学科・専攻 学科・専攻名、学科・専攻等コード、年次・男女・年齢区分別学生数、年次・男女・年齢区分別
留学生数、年次・男女・年齢区分別社会人数

03-07 学部等入試状況（前歴別）

○

学部・研究科 前歴区分・男女別入学志願者数、前歴区分・男女別入学者数 項目：
前歴区分・男女別志願者数

項目：項目名変更
前歴区分・男女別入学志願者数

定義：文面修正
学校基本調査　記入上の注意　に準じた修
正（内容変更無し）

03-08 大学院入試状況（前歴別）

○

学部・研究科 専攻等名、専攻等コード、前歴区分・男女別入学志願者数、前歴区分・男女別入学者数 項目：
前歴区分・男女別志願者数

項目：項目名変更
前歴区分・男女別入学志願者数

定義：文面修正
学校基本調査　記入上の注意　に準じた修
正（内容変更無し）
前歴区分について
当該大学卒業　→　当該大学出身者　に変
更

03-09 編入学者
○

学部・研究科 年次・男女・編入元区分別編入者数 定義：文面修正
学校基本調査　記入上の注意　に準じた修
正（内容変更無し）

04-03 学位等授与 ○ 学部・研究科 学位名称別・学位区分別・学位授与件数、備考

04-05 学生（休学者・退学者・転部転科
者・留年者）

○

学部・研究科 年次別休学者数、年次別退学者・除籍者数、年次別留年者数、年次別転科者数、年次別転
部者数（転入・転出）

定義：
年次別退学者・除籍者数
年次別の退学者・除籍者数を記入する。

・年次区分
　退学または除籍した年次とする。
　標準修業年限が４年の場合、「５年次」、
「６年次」の欄は使用しない。４年次まで進
級し標準修業年限を越えて退学または除籍
した者は、「４年次」の欄に含む。

定義：文面追加
年次別退学者・除籍者数
年次別の退学者・除籍者数を記入する。
ただし，大学院博士課程（後期）及び博士
課程（一貫）の卒業者のうち、所定の年限以
上在学し、所定の単位を修得したが博士の
学位を取得しなかった、いわゆる満期退学
者は退学者・除籍者に含めない。

・年次区分
　退学または除籍した年次とする。
　標準修業年限が４年の場合、「５年次」、
「６年次」の欄は使用しない。４年次まで進
級し標準修業年限を越えて退学または除籍
した者は、「４年次」の欄に含む。

04-06 学生（取得資格）

○

学部・研究科 資格名(含コード)別・在学者・卒業修了者受験者数（申請者数）、資格名（含コード）別・在学
者・卒業修了者合格者数（取得者数）

定義：
資格別の受験者数（申請者数）
資格名別の受験者数。
調査年度の前年度において当該組織に在
籍した学生で、前年度中に受験（申請）した
者を対象とする（つまり調査年度における新
卒生または在学生に限られる）。
したがって、卒業又は修了見込では受験資
格がなく、課程の卒業又は修了が受験要件
であるような資格は、調査の対象とはならな
い。組織で把握している範囲で記入する。
（教育課程の修了に強く関係する資格につ
いては、できるかぎり記入すること。）

・資格名、資格コード
　資格名は直接入力不可。資格コードを入
力すると、その資格コードに該当する資格
名が自動的に設定される。
　資格コードは、資格コード表参照。

定義：内容変更
資格名(含コード)別・在学者・卒業修了者受
験者数（申請者数）
資格別の受験者数（申請者数）。その取得
が学部・研究科の教育目的に強く関連して
いる資格のみに限定して記入する。
調査年度の前年度において当該組織に在
籍した学生のうち、前年度中に受験（申請）
した者を対象とする。ただし、資格コード表
のうち、※１に記載の資格（新司法試験、公
認会計士等）については、前年度在籍者に
限らずに、過去に当該組織に在籍した学生
のうちで、調査年度の前年度において受験
した者の数（申請した者の数）を記入する。
組織として受験者数を把握していない場合
には、記入しなくても良い。
また、大学での特定の科目の単位取得や
卒業を条件に、試験を実施せずに授与され
る資格・免許の場合には、申請者数を記入
する。

教育活
動
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平成１９年７月３日　入力担当者説明会用

平成１９年２月１４日　セミナー
「大学情報データベースと評価への活用」からの変更点

（赤字な重要な変更）大項目
調査票
番  号

中項目（調査票）
共通

調査票
任意

調査票

収集する
組織レベ

ル

小　　項　　目
(赤字は平成19年2月セミナー時点からの変更箇所)

資格のうち教員免許については、「0101：教
員免許全体」においてコード「0102：小学校」
～「0110：栄養教諭免許」のいずれかの教
員免許取得者全体の実人数を記入し、内
数として「0102：小学校」～「0110：栄養教諭
免許」の各免許取得者の実人数を記入す
る。「0109:司書教諭」は教員免許全体に含
まずに別途記入する。

・資格名、資格コード
　資格名は直接入力不可。資格コードを入
力すると、その資格コードに該当する資格
名が自動的に設定される。

定義：
資格別の合格者数（取得者数）
資格名別の合格者数。
上記の受験者のうち合格し資格を取得した
者の数。

・資格名、資格コード
　資格名は直接入力不可。資格コードを入
力すると、その資格コードに該当する資格
名が自動的に設定される。
　資格コードは、資格コード表参照。

定義：内容変更
資格名別の合格者数。その取得が、学部・
研究科の教育目的に強く関連している資格
のみに限定して記入する。
上記の前年度受験者のうちで、合格して資
格を取得した者の数。なお、資格コード表の
うち、※１に記載の資格（新司法試験、公認
会計士等）については、受験者数と同様
に、前年度在籍者に限らずに過去に当該組
織に在籍した学生のうちで、調査年度の前
年度において受験して合格した者の数を記
入する。

・資格名、資格コード
　資格名は直接入力不可。資格コードを入
力すると、その資格コードに該当する資格
名が自動的に設定される。
　資格コードは、資格コード表参照。
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平成１９年２月１４日　セミナー
「大学情報データベースと評価への活用」からの変更点

（赤字な重要な変更）大項目
調査票
番  号

中項目（調査票）
共通

調査票
任意

調査票

収集する
組織レベ

ル

小　　項　　目
(赤字は平成19年2月セミナー時点からの変更箇所)

04-07 卒業・修了者

○

学科・専攻 学科・専攻等名、学科・専攻等コード、進路先区分・男女別卒業者数、入学年度区分・男女別
卒業者数

定義：文面修正
学校基本調査　記入上の注意　に準じた修
正（内容変更無し）

04-08 就職者（職業別）

○

学科・専攻 学科・専攻等名、学科・専攻等コード、就職先(職業)区分・男女別就職者数 定義：
就職先（職業）区分
盲・聾・養

調査票注意事項：
※この調査票は、学校基本調査  「卒業後
の進路調査票(2-2)」の「7 職業別就職者
数」に準じており、転記により登録可能で
す。

定義：学校基本調査の変更に伴う名称変更
就職先（職業）区分
特別支援学校（盲・聾・養）

調査票注意事項：学校基本調査様式番号
追加
※この調査票は、学校基本調査  様式第３
０号「卒業後の進路調査票(2-2)」の「7 職業
別就職者数」に準じており、転記により登録
可能です

04-09 就職者（産業別）

○

学科・専攻 学科・専攻等名、学科・専攻等コード、就職先(産業)区分・男女別就職者数 調査票注意事項：
※この調査票は、学校基本調査 「卒業後
の進路調査票(2-2)」の「8 産業別就職者
数」に準じており、転記により登録可能で
す。

調査票注意事項：学校基本調査様式番号
追加
※この調査票は、学校基本調査 様式第30
号「卒業後の進路調査票(2-2)」の「8 産業
別就職者数」に準じており、転記により登録
可能です。

04-10 TA・RA ○ 学部・研究科 TA従事時間総計、RA従事時間総計

04-01 単位修得 ○ 学部・研究科 授業科目名、授業科目コード、履修登録者数、単位修得者数、不合格者数

04-02 他大学との単位互換の実績

○

学部・研究科 互換先大学等名、互換先大学等コード、履修者数、単位修得者数 定義：
機構が配付するコード表による。なお、コー
ド表で規定されていない機関については、
「XXXX」（アルファベット４文字）を入力←要
検討

定義：内容変更
機構が配付するコード表による。
なお、相手先がコード表で規定されていな
い外国の大学等である場合については、名
称「その他外国の大学」，コード"Z999"とし
て合計数を入力すること。また、相手先が
コード表で規定されていない国内の大学等
である場合については、当機構大学情報
データベース担当者へ連絡すること。

04-04 修士論文・博士論文等題目一覧
○

学科・専攻 専攻名、専攻等コード、修士論文・博士論文等題目

05-01 入学料・授業料

○

学科・専攻 学科・専攻名、学科・専攻コード、入学料、授業料、入学料免除申請者数、入学料全額免除者
数、入学料一部（半額）免除者数、入学料免除総額、免除期間区分別授業料免除申請者数、
免除期間区分別授業料全額免除者数、免除期間区分別授業料一部（半額）免除者数、免除
期間区分別授業料免除総額

05-02 奨学金採用 ○ 学部・研究科 団体区分別申請者数、団体区分・給付区分別採用者数

06-01 産業財産権・特許
○

学部・研究科 産業財産権の保有件数、特許出願数、特許取得数、特許ライセンス契約件数、特許ライセン
ス契約収入

06-02 科学研究費補助金
○

学部・研究科 研究種目別申請件数(新規・継続別)、研究種目別内定件数(新規・継続別)、研究種目別内定
金額(新規・継続別)、研究種目別間接経費(新規・継続別)

06-03 競争的外部資金 ○ 学部・研究科 区分別採択件数、区分別受入金額、区分別間接経費

06-04 共同研究・受託研究・受託研究
員

○

学部・研究科 相手先区分別・共同研究受入件数、相手先区分別・共同研究受入金額、相手先区分別・共同
研究員受入人数、相手先区分別・受託研究受入状況別受入件数、相手先区分別・受託研究
受入状況別受入金額、相手先区分別・受託研究員受入人数、相手先区分別・受託研究員受
入金額

06-05 寄附金・寄附講座 ○ 学部・研究科 寄附金受入件数、寄附金受入金額、寄附講座設置数、寄附講座受入金額

07-01 外国人学生
○

大学 国籍名(含国コード)、留学生区分・国籍・男女・分野別外国人学生数、留学生区分・国籍・男女
別専攻科・別科学生数、留学生区分・国籍・男女別聴講生等数、留学生区分・分野・男女別専
攻科・別科学生数、留学生区分・分野・男女別聴講生等数

共通調査票 任意調査票

07-03 学生海外派遣 ○ 学部・研究科 派遣先国名(含国コード)、派遣生人数

07-02 外国籍研究者 ○ 国籍名(含国コード)、出身国別・外国籍研究者区分別外国籍研究者数

07-04 教員・職員海外出張等
○

大学 出張先国名(含国コード)、役員海外出張人数、職名別教員海外出張人数、職員海外出張人
数

学生支
援

国際交
流

研究（外
部資金・
産学連

携）
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平成１９年７月３日　入力担当者説明会用

平成１９年２月１４日　セミナー
「大学情報データベースと評価への活用」からの変更点

（赤字な重要な変更）大項目
調査票
番  号

中項目（調査票）
共通

調査票
任意

調査票

収集する
組織レベ

ル

小　　項　　目
(赤字は平成19年2月セミナー時点からの変更箇所)

07-05 協定校等交流状況
○

大学 相手側(協定校等)機関名、相手側組織レベル、国・地域名(含国・地域コード)、日本側部局
名、日本側部局コード、教職員派遣者数、学生派遣者数、教職員受入者数、学生受入者数、
備考

08-01 公開講座 ○ 大学 名称、参加人数、実施回数、開始年月日、終了年月日、総開催時間数

08-02 講演会展示会 ○ 大学 名称、参加人数、実施回数、開始年月日、終了年月日、総開催時間数

08-03 オープンキャンパス ○ 大学 開催延日数、参加者数

10-01 自己点検・評価
○

大学 被評価組織名、被評価組織コード、評価実施体制、外部評価者数、外国人数、対象期間、評
価結果告知年月日、評価結果公開ＵＲＬ

10-02 第三者評価
○

大学 被評価組織名、被評価組織コード、評価機関名、評価対象機関、評価結果告知年月日、評価
結果公開ＵＲＬ

終版

共通 任意 合計

調査票数 30 25 55

小項目数 105 121 226

（参考：H19.2のセミナー時点での数）

共通 任意 合計

調査票数 31 24 55

小項目数 110 115 225

評価改
善活動

社会貢
献
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