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大学ポートレートの目的
大学ポートレートは、データベースを用いた大学の教育情報の公開・活用のための共
通的な仕組みとして、次のことを目的としています。
大学の多様な教育活動の状況を国内外の様々な者にわかりやすく発信することにより、大
学のアカウンタビリティの強化、進学希望者の適切な進路選択支援、我が国の高等教育機
関の国際的信頼性の向上を図る。
大学が自らの活動状況を把握・分析するために教育情報を活用することにより、エビデンス
に基づく学内のＰＤＣＡサイクルの強化による大学教育の質的転換の加速、外部評価による
質保証システムの強化を図る。
基本的な情報について共通的な公表の仕組みを構築し、各種調査等への対応に係る大学
の負担軽減することにより、大学運営の効率性の向上を図る。
（国際発信版）
Japanese Colleges and University Portraits (JPCUP) has been developed by higher education-related
associations including certified evaluation and accreditation organizations. It is a data portal for the publication
of educational information on national, public and private universities and colleges for all to use. JPCUP
information is provided by universities and colleges and has been available since March 2015.
Objectives
Providing information on educational activities and colleges: JPCUP enhances accountability of universities
and colleges, supports college choices of those who hope to participate in higher education, and increases
international recognition of higher education institutions in Japan.
Helping Universities and colleges use the educational information to better understand the status of their
own activities, and achieve any necessary changes in university education through internal quality
assurance.
Collating and publishing fundamental information to help universities and colleges respond to various
surveys.

（大学ポートレートHPより）
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日本語版トップページ
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国際発信版トップページ
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日本語版の構成
見出し項目

内容･選択項目
設置形態（詳細検索条件付き）
課程区分
学校名
学部・研究科名
学科・専攻名
キャンパス所在地 （都道府県の選択）

大学・短期大学検索
トップページ
大学ニュース
更新情報
センターからのお知らせ

大学ポートレート
について

ご利用の方へ

日本の高等教育
について

大学ポートレートについて（趣旨・目的）
運営体制
沿革
運営会議
大学ポートレートの見方
公表情報について・基本的な考え方
公表されている情報 （公表項目一覧）
公表の目的
公表の単位
公表の形式(※）
用語集
日本の高等教育の概要
大学評価について

(※）「公表の形式」
記載事項

検索機能改善情報
メンテナンス告知
運営会議開催
（パンフレット・国際発信版へのリンク）

高等教育制度の概要
文部科学白書
文部科学省「学制百二十年史」
認証評価連絡協議会

数値・文字・図・グラフ等を活用
ページビュー形式
各大学のウエブサイトへのリンクを活用
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国際発信版の構成
Top Page

Advanced Search
(⇒ Search Results
⇒ Refine Your
Search Results)

見出し項目
Home
Advanced Search
News from schools
What is Japanese College and University
Portraits?
Planning to Study in Japan?
Search by Institution
Search by Academic Unit (School, Dept, etc.)
Degrees
Type of Institution
School Size

内容・選択項目
Home 画面は、キーワード検索ボックスの下に、
[Find Your University: Major, Degrees, Location, Support, Institute
Type, Degree Programs Offered in English/ Supplementary Japanese
Language Class, Study Abroad Programs] で Searchボタン。
スクロールすると [Planning to study in Japan?],
[News from JPCUP], [News from schools]
入力
入力
Associate's, Bachelor's, Master's, Doctoral, Professional Degree, Juris Doctor

National, Public, Private, Company-established
No of Int'l Students

0-49, 50-99, 100-149… 50 刻みで 350- まで

Total No of Students

0-199 …200 刻み-999、1000-4999 …、10000- まで

Major

Select (別表より選択）

Location

Select（別表より選択）

Co-educational/Single-sex

Co-ed, Women Only, Women Only in Undergraduates/Co-ed in Graduates

For International Students
News from schools
Objectives
What is Japanese Management System
College and
Links
University Portraits?
JPCUP List of Data Items
Japanese school system
The Japanese education system, procedures for studying abroad, and living in Japan
Planning to Study in Scholarships
Japan?
Testimonials of studying in Japan
Job hunting
Researchers at Japanese universities and other institutions
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国際発信版
(For International Students）の構成
見出し項目
Acquirable Professional Qualifications
Tuition (maximum possible for first-year
student)

Support
Degree Programs Offered in
English/Supplementary Japanese
Language Class
Study Abroad Programs

内容・選択項目
Select (別表より選択）
プルダウン（100万、300万、500万、1000万）より選択
Tuition Waivers
Grants
Loan
Dormitories/School-supported Housing
Information on Housing
Rent Endorsement Service
Career Support
Degree Programs offered in English
Japanese Language Course at an affiliated school
Supplementary Japanese Language Class
Short-term Study Abroad in Japan
Long-term Study Abroad in Japan
Exchange Programs
MEXT Research Students

Length of Program
Entry Timing
Entrance Exam for International Students Select (別表より選択）
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日本語版と国際発信版の比較(1)
想定している利用者
（日本語版） 大学進学希望者、政府、企業、大学等 （「大学ポートレートについて」に記載）
（国公立版パンフレット：大学の特色を知り、卒業生の進路を知る
受験生の大学選択をサポート
私学版パンフレット：「受験生と保護者の方へ」、
「進路指導ご担当者の方へ」のメッセージ
（国際発信版） 主に日本留学希望者（国際発信版HPの構成から）
教育情報の公表により大学に期待されること （「大学ポートレートについて」に目的として記載）
（日本語版）
教育活動状況の発信により、
・アカウンタビリティ強化
・進学希望者の適切な進路選択支援
・大学が自らの活動状況を把握・分析するために活用
・基礎的な情報の共通的な公表の仕組みによる大学の負担軽減
（国際発信版）
教育活動状況の発信により、
・国際的信頼性の向上を図る
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日本語版と国際発信版の比較(2)
大学情報トップ
（日本語版）
基本情報、教育研究上の目的や建学の精神、特色等を確認できる
（国際発信版） ほとんどの情報（特に冒頭の基本情報）はリンク設定
（文字情報が少ない、学生数の円グラフは表示）
※E-mail/Contact Info (International Students) が空欄/
関連HPのアドレスのみ記載の大学がある
公表項目と掲載内容
公表項目
（日本語版） 「ご利用の方へ」に公表項目一覧へのリンクを掲載
（国際発信版） “What is Japanese College and University Portraits ?” に
“JPCUP List of Data Items”（PDF)へのリンクを掲載
掲載内容
（日本語版）

大学を検索後、
大学の基本情報及び学部・研究科等別の各種公表項目が確認できる
（国際発信版） “JPCUP List of Data Items” の項目が確認しにくい
（学部・研究科別の“more information ” からいくつかの公表項目は確
認できる）
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日本語版と国際発信版の比較(3)
大学ニュース／News from schools の更新状況と発信されている情報
（日本語版）
国公立大学：2019年10月29日・30日の2日間で、102件 (国立35大学、公立1大学）
私立大学： 2019年10月21日～30日の7日間で、35件（20大学、6短期大学）
（国際発信版） 2019年8月～10月の4か月間で、14件（国立11大学、公立3大学）
日本語版
発信情報
の種類

種別
イベント

研究

国公立大学
件数
内訳
件数
種別
41 学内向け
15 入試
学内外への発信
21 求人
国際交流
2 学内告知
研究
1 就職
産学連携
1 国際交流
職員
1 スポーツ
28 受賞
10 その他
ジャーナル掲載
10
合計
その他
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件数
8
6
5
4
3
2
5
102

私立大学・短期大学
種別
件数
入試
7
イベント
6
キャンパス
6
公開講座
1
その他
15
合計
35
※種別は５つに分類されている

※種別は発表者が分類

⇒ 大学ニュース／News from schools として発信する情報
・想定している利用者のうち誰を対象とするか
大学進学希望者？ 政府？ 企業？ 大学関係者？
・どのような情報を発信するか
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日本への留学希望者が必要とする情報
留学フェア・説明会における留学希望者からの主な質問事項
奨学金
○○を専攻できる大学・大学院
英語で学位を取得できるコース
入学試験
大学院の指導教官候補者をどうさがすか
授業料・生活費

⇒ 必要とする情報が検索できるか
（例えば） 英語で学位を取得できるビジネスの修士課程
１．Advanced Search 画面から
Degree: Master’s,
Type of Institution: National
Major(Business, Business Management、MBA) を選択
２．For International Students 画面から
Degree Programs Offered English
を選択
３．検索結果 ⇒ おおむね検索が可能
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検索結果
１７大学１９大学院をリストアップ
Degree Programs Offered in English の項 available から
リンクあり ⇒ 情報が確認できる ８件
リンクあり ⇒ Managementを含む他の分野（marine policy management,
sports management, urban and regional management) ４件
リンクあり ⇒ 特定の奨学金受給者用コースを表示 １件
リンクなし ⇒ Program Profile から情報が確認できる ２件
リンクなし ⇒ Managementを含む他の分野 (resource management) １件
リンクなし ⇒ 情報が確認できない ２件
※ 公立大学が表示される １件（リンク切れ
「〇〇学のみ可能」と日本語で表示あり）
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（参考）QS International Student Survey 2019 (1)
What five sources of information have you found most useful when choosing a university?
Official university website

77

General online search

62

Rankings

47

Course finder websites

39

Social media channels

35

Institution information sessions / events

33

Discussions with admission staff

28

Family and friends

27

Printed university prospectus / brochure

26

Other websites

22

Online forums / chat rooms

21

Advertisements

21

Non-institution websites about higher education

17

Discussions with alumni

16

Independen agency / consultants or education agents
Phone calls with institutions

16
13

大学選びに役立つ情報源（5つ選択）
１．大学のHP ２．オンライン検索 ３．ランキング ４．コース検索ウエブサイト
５．ソーシャルメディア ６．説明会・イベント ７．入試担当者との面談
８．家族や友人 ９．大学のパンフレット １０．他のウエブサイト …..
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（参考）QS International Student Survey 2019 (2)
What five things are most important to you when choosing a university?
It offers high quality teaching

57

It offers scholarships

55

It is welcoming to international students

54

It offers a specific course I am interested in

48

It has a good reputation for my chosen subject area

42

The overall reputation of the institution

32

It is well ranked

32

It has a high graduate employment rate

32

It has a good careers service and links with employers

32

It offers a more affordable course in my chosen area

31

It has a affordable university-owned accommodation

24

I will be able to make friends with people from different countries

22

It is in my preferred town/ city/ country

18

It has recommended to me

7

It has well known or famous alumni
I have friends or family who have been to that country

7
5

大学選びに重要なこと（5つ選択）
１．質の高い教育 ２．奨学金 ３．受入環境 ４．興味のある分野が学べる
５．選択した分野での評価が高い ６．大学の評判 ７．ランキング ８．高い就職率
９．キャリアサービス １０．授業料の負担が少ないコースがある １１．大学寮 …..
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