
 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性

Ⅱ-993



２）学長、学部長、研究科長の権限と選任手続 

学長、学部長、研究科長の選任手続きの適切性、妥当性

学長権限の内容とその行使の適切性

学部長や研究科長の権限の内容とその行使の適切性

学長補佐体制の構成と活動の適切性 

３）意思決定 

大学の意思決定プロセスの確立状況とその運用の適切性 

 

４）評議会、大学協議会などの全学的審議機関 

評議会、大学協議会などの全学的審議機関の権限の内容とその行使の適切性

Ⅱ-994



５）教学組織と学校法人理事会との関係 

教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係および機能分担、権限委譲の適切性

６）管理運営への学外有識者の関与 

管理運営に対する学外有識者の関与の状況とその有効性

７）法令遵守等 

関連法令等および学内規定の遵守 

2010

 

 
「契約書に関わる監査」を中心

に、現地調査による方法で監査を実施している。監査室は、内部監査組織であり、専任職員３名で構成さ

れている。公益通報者保護法の通報相談窓口となるとともに、種々の契約において学内規程どおりに手

続きがなされているかどうか、大学に不利な契約となっていないか等を監査し、同時に契約書の勉強会を

実施している。なお、現状では、「契約書に関わる監査」に傾注しているが、教学監査の重要性も認識し

ており、現在は監査協会等を通じた情報収集を行っている段階である。監査における学外者としては、大

学の役員、職員を経験していない者から選任される「監事」がこれに相当する。 

個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組みや制度、審査体制の整備状況 

Ⅱ-995



 

＜目標の達成度＞ 

 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-996



 

１）教授会、研究科委員会  

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

 

＜長所としてあげられる事項＞  

Ⅱ-997



＜改善が必要な事項＞  

 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

 

Ⅱ-998



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

Ⅱ-999



 

＜長所としてあげられる事項＞  

 

＜改善が必要な事項＞  

 

＜長所の伸長方法＞ 

 

 

＜問題点の改善方法＞ 

 

Ⅱ-1000



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

Ⅱ-1001



 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1002



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

Ⅱ-1003



 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1004



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

Ⅱ-1005



＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1006



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

 

＜長所としてあげられる事項＞  

 

Ⅱ-1007



＜改善が必要な事項＞  

 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1008



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長の連携・協力関係および機能分担の適切性 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および、役割分担の適切性 

 

点検・評価 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

将来の改善・改革に向けた方策  

 
＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1009



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

Ⅱ-1010



＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1011



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

Ⅱ-1012



＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1013



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

FD FD

 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

Ⅱ-1014



 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1015



 

１）教授会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

 

＜長所としてあげられる事項＞ 

 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

Ⅱ-1016



＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1017



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

Ⅱ-1018



＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1019



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

Ⅱ-1020



 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1021



 

 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

Ⅱ-1022



＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1023



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

Ⅱ-1024



 

 

＜長所の伸長方法＞ 

 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1025



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

Ⅱ-1026



＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1027



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

Ⅱ-1028



＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

 
 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1029



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

Ⅱ-1030



＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

 
 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1031



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 

 

＜目標の達成度＞ 

Ⅱ-1032



＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1033



 

１）教授会、研究科委員会 

学部教授会の役割とその活動の適切性 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

 

＜長所としてあげられる事項＞  

 

＜改善が必要な事項＞  

Ⅱ-1034



 

＜長所の伸長方法＞ 

 
 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1035



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究科委員会の役割とのその活動の適切性 

 

学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

 

＜長所としてあげられる事項＞  

 

＜改善が必要な事項＞  

Ⅱ-1036



 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1037



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性

 

＜目標の達成度＞ 

 

 

＜長所としてあげられる事項＞ 

Ⅱ-1038



＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1039



 

１）教授会・研究科委員会 

大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係との適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

Ⅱ-1040



＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1041



１）教授会、研究科委員会 

大学院研究委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

Ⅱ-1042



 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1043



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

Ⅱ-1044



 

Ⅱ-1045



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

Ⅱ-1046



 

＜長所の伸長方法＞ 

Ⅱ-1047



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

Ⅱ-1048



＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1049



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

Ⅱ-1050



 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1051



 

１）研究科教授会、研究科委員会 

大学院研究科教授会等の役割とその活動の適切性 

 

学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割の適切性 

 

 

＜目標の達成度＞ 

研究科内部の管理運営はスムーズに行われおり、大学から研究科に課せられた任務については、

研究科長および研究科が一体となって効率的に遂行されているといえる。研究科としての決定が必要

な事項については、教会の決定を経て実施し、

活動部会は、広くカリキュラムの再検討も含めて研究科としての 活動のあり方等の

検討を進め、その成果を上げつつある。 

 

＜長所としてあげられる事項＞  

 

 

Ⅱ-1052



＜改善が必要な事項＞  

 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

とくに問題はないと認識しているので、これまでと同様の教員の合意に基づく研究科運営を継続する。

ただ、委員会活動をどのように発展・継続させていくかがこれからの課題といえる 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1053



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

Ⅱ-1054



 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1055



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

Ⅱ-1056



＜改善の方法＞ 

Ⅱ-1057



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる点＞ 

＜改善が必要な事項＞  

 

 

Ⅱ-1058



 

＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

 

 

 

 

Ⅱ-1059



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性

 

＜目標の達成度＞ 

 

＜長所としてあげられる事項＞ 

 

＜改善が必要な事項＞ 

Ⅱ-1060



＜長所の伸長方法＞ 

 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1061



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

Ⅱ-1062



＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1063



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

Ⅱ-1064



 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1065



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性

 

＜目標の達成度＞ 

 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

Ⅱ-1066



＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1067



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性

 

＜目標の達成度＞ 

 

Ⅱ-1068



＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1069



幅広い

視野を有し、総合的な判断力を持ち、柔軟で適応力のある研究者および高度な専門的能力を有す

る人材の育成を目標としている。 この人材育成目標を達成するために、専攻の枠を超えた研究 教

育の協力体制を構築する。

 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

Ⅱ-1070



＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1071



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

Ⅱ-1072



 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1073



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

Ⅱ-1074



＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1075



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

 

＜目標の達成度＞ 

Ⅱ-1076



＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

 

Ⅱ-1077



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

 

＜改善が必要な事項＞ 

Ⅱ-1078



 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1079



 

１）教授会、研究科委員会 

大学院研究委員会等の役割とその活動の適切性 

大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 

＜目標の達成度＞ 

＜長所としてあげられる事項＞ 

＜改善が必要な事項＞ 

Ⅱ-1080



 

＜長所の伸長方法＞ 

＜問題点の改善方法＞ 

Ⅱ-1081




