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ように極めて低い状態が続いている。 

 

2006 年度における編入学の状況 

２年次編入 ３年次編入 
学部 学科 

定員 入学者 定員 入学者 

社会   －   0    －   1 
社会 

国際観光   －   2 20   5 

流通情報 流通情報 20   1 10   1 

法 ビジネス法   －   0 10   1 

 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

 退学率の上昇が顕在化してきた 2000 年から、本学では少人数教育制の強化、出席調査、

カリキュラム改革、セメスター制の導入など多くはハード面での教育改革を行ってきたが、

未だ効果を出すまでには至っていない。多様な能力をもった多彩な学生に対応するための

教育体制が、いまだ十分には整備されていないことが何よりも原因と考えられる。編入学

については、定員を充たせない状況がここ数年続いており、何らかの対応が必要となって

いる。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 既に述べたように、本学では入試制度とカリキュラムの整合性を図ることがまず、退学

率を下げるための第一ステップと考えられている。特に、基礎学力向上のための特別科目

の創設、更に能力別クラスの創設等の対応により、徐々にではあるが整備されつつあるが、

今後もより一層の充実が必要であろう。 

現在行われている「日通学園戦略会議」の結果を受けて、2008 年度のカリキュラム改革

に向け、リメディアル教育の実施に向けたプランニングの作業を進めている。また、入試

時点で不可避的に起こる学部選択のミスマッチへの対応策として、二つの学部のカリキュ

ラムを履修できる副専攻制の導入を図っていく。編入学定員については、これを通常の入

学定員に組み込むか返上するかについて、それぞれの学部の事情を勘案しながら検討する

必要がある。 

 

 

 

２．大学院における学生の受け入れ 

 本学における大学院学生の受け入れと入学者の選抜に関する業務は、上記の入試センタ

ーではなく、その事務取扱いはすべて教務部教務課の所管となっており、それぞれの研究

科委員会において個別に実施されている。そこで、大学院における学生の受け入れについ

ては、各研究科ごとに記述することとする。 

 

（１）経済学研究科 
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（学生募集方法、入学者選抜方法） 

［現状説明］ 

◎ 大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 

 経済学研究科では、本学他研究科と合同の学生募集要項を作成して配付するとともに、

本学のホームページ上にも載せて、オープンな形で学生募集を行っている。学内推薦選考

及び海外提携校からの交換留学生を除き、一般入学者の選抜は専ら入試の結果に基づいて

行われており、本研究科で教育・研究指導を受けるに足る経済学の専門知識を持ち、かつ

専攻領域についての問題意識と研究意欲を持つ学生を選抜している。 

修士課程については、一般入試と社会人入試があり、それぞれ 10月初旬と３月初旬の２

回実施している。一般入試の試験科目は、受験生の専攻希望分野の専門科目１科目と、外

国語科目（英語、ただし外国人留学生の場合は日本語）、及び面接である。選抜は、専門科

目及び外国語科目がそれぞれ所定の水準に達していることを前提に、合計点で判定される

が、指導教員（予定者）を含む３名の面接で「不可」の場合は、成績の如何にかかわらず

不合格とする。 

社会人入試は、専門科目１科目の試験と面接によって実施している。なお、本研究科に

おける社会人入試の対象者は、入学時に、大学卒業後又は大学院修了後３年以上を経過し

ている者である。ただし、外国の大学（大学院）を卒業した外国籍を有する者は社会人入

試の対象とはならず、一般入試を受験しなければならない。 

博士後期課程の入試は、専門科目と外国語科目、そして面接によって行われている。こ

のうち専門科目については、修士論文（又はそれに相当する論文）の報告と、それについ

ての口頭試問で評価している。ただし、本研究科修士課程からの進学者については、本研

究科による修士論文の審査（口頭試問を含む。）を既に受けているので、外国語科目と合わ

せて免除され、面接試験だけとなる。ただし、修士論文の評価がＡであることという条件

がつく。 

［点検・評価（長所と問題点）］  

 本研究科に入学してくる大学院学生の中で研究者を志向している者は、海外提携校から

の交換留学生を除いてほとんどおらず、学力等から判断しても研究者に適した者は多くは

ない。学部で修得した専門知識を更に深めることによって、実務家として社会へ巣立って

いく者がほとんどであり、入学者の選抜もその点を考慮して行われている。面接試験にお

いては、専門的知識の修得状況や勉学意欲だけでなく、課程修了後の将来計画についても

聞き、面接担当者も本研究科の実情を説明して、両者が納得した上で入学できるよう努め

ている。入学者の選抜については、公開・公正の原則は十分に担保されている。 

 問題点としては、留学生入試の外国語科目が日本語のみのため、英語がほとんどできな

い学生もおり、入学後の指導において外国語文献等が使用できないことである。また、外

国人留学生の一部には、勉学意欲もあり、将来日本と出身国（中国が多い）との経済的交

流のために働きたいといった熱意にあふれているが、日本語能力がやや不足気味な者も選

抜されてしまうこともあり、入学後の指導教員の負担になっている。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 日本人学生、外国人留学生のいずれも語学力が十分とは言えないことが、本研究科設立

以来の問題となっている。一般入試では外国語科目の得点が一定以上であることを合格の
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条件としているが、それでは合格者が少なすぎる年度があることから、その条件を若干弾

力的に運用してきたためである。現在も改善方策について検討してはいるものの、完全な

解決策は見あたらず、当面は学部との連携によって、大学院進学希望者に対する外国語教

育の充実を図ること等で対応するしかない。留学生の日本語能力の問題については、日本

語教育専門の科目の設置を検討して行く。 

 

（学内推薦制度） 

［現状説明］  

◎ 成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そうした

措置の適切性 

 本研究科では、2004 年度入試から学内推薦制度を採用した。推薦の要件は、３年次まで

の成績が佳良（成績上位１／３以内）で、学部での勉学態度及び生活態度が真摯であり、

進学の目的が明確であって、学部４年次の演習指導教員が推薦した者としている。学内推

薦入試では、大学院での指導教員（予定者）を含む３名で面接を行うが、一般入試に先だ

ち、春学期末（７月末）に実施している。初年度の 2004 年度入試には３名の志願者があり、

全員を合格とした。翌 2005 年度には志願者がなく、2006 年度入試では５名が志願・受験

し、３名を合格とした。 

［点検・評価（長所と問題点）］  

 本研究科を志望する学生が近年減少する傾向にある中で、本学学生の中の潜在的な大学

院進学希望者を開拓する手段として、本制度を採用したことは適切である。ただし、大学

院の専攻希望科目（演習）の担当教員と十分な連携がないまま推薦されてしまったケース

もあり、また希望者が集中した専攻分野の応募者すべてを学内推薦で採用したため、その

後の一般入試等で応募があった際、対応に苦慮したこともあった。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 これまでの反省を踏まえ、2007 年度入試から、学生が応募する前に、学部演習担当教員

の推薦を得ることはもとより、大学院の指導教員（予定者）とも研究計画等について事前

に面談し、了解を得ておくことを応募の条件とすることにした。十分な意志疎通、相互理

解を欠いたまま、学部の演習担当者と異なる大学院教員の指導を希望し、面接試験で不合

格となったり、大学院入学後に不調和が生じたりすることがないようにするためである。

また、かりに学内推薦の要件は満たしていても、応募状況によっては不合格となることも

あることを、事前に周知徹底することとした。 

 

（門戸開放） 

［現状説明］ 

◎ 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

 本研究科では、本学の提携校である中国の首都経済貿易大学及び北京物資学院（いずれ

も中国）からの交換留学生を、毎年１～２名受け入れている。これまでの留学生はいずれ

も、既に教員となった者が修士号及び博士号の学位を取得するため、本学に留学してきた

ものである。これまでに両大学合わせて９名が本研究科で博士（経済学）の学位を取得し

て帰国し、本国での研究・教育に当たっている。また、一般入試で入学してきた学生（外
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国人留学生を含む。）のうち、他大学出身者は、年によっては半数以上にもなることもある。 

［点検・評価（長所と問題点）］  

 中国からの交換留学生については、既に本国で助教授、講師、助手として研究・教育に

当たっていた者が多く、主として日中の比較研究に取り組むことになるため、指導に当た

る本研究科の教員にとっても得るところが大きく、研究上の刺激にもなっている。 

 これまでは、本研究科の修士課程に入学し、同課程修了後帰国して本務校で勤務、数年

後再度来日して博士後期課程に入学するというケースが一般的であった。まれに、修士課

程を本研究科以外の大学院で修了し、博士後期課程でいきなり本研究科に入学してくるケ

ースがあるが、本務校から許容されている彼らの滞日年数は３年間であるため、その間に

博士論文を完成させざるをえず、担当教員も学生本人も困るケースがある。 

 また、こうした交換留学生は、一般入試等で入学してきた学生とは問題意識も学力もか

なり異なるため、授業等を同一にできるかという問題がある一方で、一般の学生（特に中

国からの留学生）の補助教員的な役割を果たしてもらえるというプラス面もある。 

 他大学出身の一般学生については、本学学部出身者とは異なる経歴を経て入学してくる

ので学生の資質の多様化を促し、本研究科にとってプラスとなっている面が多い。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 交換留学生については、今後、本研究科の修士課程を修了して再度博士後期課程に留学

してくるというこれまでのパターンは大きく減少し、いきなり本研究科の博士後期課程に

留学してくる傾向が強まりそうである。そのため、本研究科に応募する前に、修士論文等、

本人の研究テーマの詳細が明らかとなる資料を提出してもらい、本研究科として受け入れ、

対応が可能であるかどうかを事前にチェックしていく。これまでは、提携校であるからと

いう理由で断らずに留学申請を許可していたが、それでは担当教員の過重負担になるだけ

でなく、留学生にとっても必ずしも十分な研究環境が提供できないからである。 

 

（社会人の受け入れ） 

［現状説明］ 

◎ 社会人学生の受け入れ状況 

 2001 年度以降の修士課程における社会人の入学者数は、2001 年度２名、2003 年度２名、

2006 年度１名となっている。各年度とも、志願者、受験者、合格者についても同数である。

2004 年度入試では受験者が１名いたが不合格であった。入学してくる社会人としては、大

学卒業後数年を経て、公的資格（特に税理士資格）を得るためにその関連科目を学びたい

という者と、定年等で社会の第一線を退いた後に再度大学院で学修したいという者とに大

別される。特に後者は、勉学意欲が旺盛なだけでなく、企業等における自らの経験に基づ

いた明確な問題意識を持っている場合が多く、一般の学生に対しても良い意味で刺激にな

っている。なお、これまでのところ、社会人学生として修士課程で学んだ者のうち、博士

後期課程に進学した者はいない。 

［点検・評価（長所と問題点）］  

 社会人学生を、企業等に勤務しながら空いた時間に大学院で学ぶ学生と定義するなら、

本研究科には、それに該当する学生は存在しない。上記の、大学卒業後数年して入学して

くる学生も、企業等を退職して入学している。これは、本学の立地環境に起因するもので
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ある。今後、現役社会人に対する教育ということを重視するなら、新松戸キャンパスでの

大学院の開講、さらには都心でのサテライト・キャンパスの設置等を検討していく必要が

ある。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 急速に進みつつある高齢化社会において、退職後の人々に生涯学習の場を提供すること

は、大学の大きな使命でもある。本研究科においても、これまで以上に社会人学生の受け

入れを推進すべきであろう。幸い本学（龍ケ崎キャンパス）周辺には、龍ケ崎ニュータウ

ンや常総ニュータウンをはじめ、大量の退職者及びその予備軍を抱えた住宅地区がある。

そうした地域住民に本研究科の優れた研究環境を提供することは、学生確保ということだ

けでなく、社会的にも意味のあることである。 

 他方、企業等に勤務しながら大学院で学ぶ現役社会人学生の確保ということに関しては、

龍ケ崎キャンパスでは困難であろう。そこで、現役社会人に対する教育ということを重視

するなら、新松戸キャンパスでの大学院の開講、さらには都心でのサテライト・キャンパ

スの設置等を検討していく必要がある。ただし、新松戸キャンパスは龍ケ崎キャンパスよ

り都心に近いが、利便性が十分かどうかは明確でない。いずれにしても、現役社会人向け

の大学院教育については、更に検討する必要がある。 

 

（外国人留学生の受け入れ） 

［現状説明］ 

◎ 外国人留学生の受け入れ状況 

 2001 年度以降における修士課程への入学者を日本人と外国人留学生に分けると、次の表

のとおりである。 

 

2001 年度～2006 年度における修士課程への入学者数 

 2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 

日 本 人     ７名    ５名   ２名  ３名  １名  １名 

外 国 人  ６名   １名  ５名  ６名  ４名  ４名 

  ＊2001 年度の外国人留学生６名の中には、中国の提携校からの交換留学生２名を含む。 

 

上の表から明らかなように、2003 年度以降、修士課程入学者の多くは留学生で占められ

るようになってきている。また、2001 年度以降における博士後期課程への入学者について

見ると、2003 年度に他大学から進学してきた日本人が１名いるほかは、すべて留学生とな

っている。なお、博士後期課程の留学生は、すべて本研究科修士課程からの進学者である。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

留学生が多いことは、本研究科の実学志向教育が留学生のニーズに合致していることの

現れであり、また日本社会全体として留学生を積極的に受け入れるべきであるという観点

等からしても、積極的に評価し得る。しかしその反面、日本語能力等の点から、担当教員

に日本人学生の場合にはない、新たな負担を課している。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

既に述べたように、留学生については、日本語の会話能力、読解能力には問題がないに
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しても、作文能力が不足気味の学生が見られる。現在は、演習担当教員等が専門科目の指

導と並行して作文能力の指導にも当たっているが、今後、留学生の日本語教育（特に論文

作成）専門の科目設置を検討する必要がある。 

 

（定員管理） 

［現状説明］ 

◎ 収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性 

 2002 年度から 2006 年度における本研究科の学生収容定員及び在籍学生数は、次の表に

示すとおりである。 

 

2002 年度～2006 年度における学生収容定員及び在籍学生数 

 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 

   20 名    20 名    20 名    20 名    20 名 修士課程  収容定員  

      在籍学生数    20 名    15 名    17 名    13 名    11 名 

15 名    15 名    15 名    15 名    15 名 博士後期課程  収容定員 

      在籍学生数    11 名     8 名    11 名     9 名    7 名 

＊ 2005 年度以前の在籍者数は 4月 1 日現在の数字である。 

 

上の表から明らかなように、ここ数年、本研究科は収容定員を満たしていない。修士課

程については、学生収容定員に対する在籍学生数の比率が 2002 年度は 1.00 であったが、

年々減少し 2006 年度には 0.55 となっている。かつて収容定員をかなり上回る志願者、受

験者があったにもかかわらず、近年大きく減少した一つの理由は、税理士資格取得に際し

て修士課程修了による受験免除基準が変更になったことにより、税理士志望の志願者が激

減したことにある。そしてこのことが、留学生比率の急上昇した理由でもある。なお、2004

年度入試から学内推薦制度を採用した主たる理由の一つは、学生確保にあった。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

収容定員を満たすことも重要ではあるが、そのために勉学意欲や学力が不十分な学生を

入学させてしまうことになれば、大きな問題となる。また、留学生の場合、勉学よりも日

本滞在そのものが目的である学生が入学するようなことにでもなれば、もっと大きな社会

問題となる。そこで本研究科では、収容定員を満たすために敢えて合格者を増やすという

ことはしていない。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 勉学意欲、学力等が一定水準以上にある者で収容定員を満たすための改善策としては、

社会人学生の増加を図ることなどが考えられる。ただし、それでも十分に収容定員を満た

せない可能性もある。その場合には、収容定員の縮小や、場合によっては本学の他研究科

との統合など、根本的な再編策が必要となるかもしれない。 
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（２）社会学研究科 

 

（学生募集方法、入学者選抜方法） 

［現状説明］ 

◎ 大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 

社会学研究科は修士課程と博士後期課程の２課程を設置し、修士課程では一般入試と社

会入試を分けて入学試験を実施している。修士課程は 10 月（Ⅰ期）と翌年３月（Ⅱ期）の

２回、博士後期課程は３月のみの 1回、募集を行い、それぞれ志願者を選抜している。募

集方法は、本学ホームページや移動メディア等への広告を通じて広く行っており、2006 年

度の志願者数は修士課程で 17名、博士後期課程で０名であった。因みに、入学定員は修士

課程 10 名、博士後期課程５名である。 

 修士課程では、外国語文献読解の語学力を備え、社会学の専門知識を持ち、かつ専攻領

域についての問題意識と研究意欲を持つ学生を、入学者選考の基準としている。また、博

士後期課程では、語学力、修士論文の内容、及び専門分野についての基礎知識を入学者選

考の基準としている。こうした基準に従って、以下の内容で入学試験を実施している。 

 

社会学研究科の選考試験の内容 

一般入試 

専門科目（理論社会学、社会調査法、地域社会学、福祉社会

学、産業社会学、観光社会学）に対する筆記試験 

外国語科目  英語 

面接 
修士課程 

社会人入試 

 

時事問題に対する小論文 

面接 

博士後期 

課程 

外国語   英語 

専門科目  修士論文又はこれに相当する論文についての質疑応答 

面接 

  

また、面接試験では、志願者の研究テーマに応じて、主査 1名と副査２名で面接を行っ

ており、選考基準を満たしているかを客観的に判断している。特に面接においては、本人

の研究テーマに本研究科が十分応えられるかどうかを検討し、研究スタッフや研究施設に

ついて十分な説明を行っている。これは入学後に志願者がミスマッチに気づくといった事

態を避けるための配慮である。なお、2006 年度における入学定員の充足状況は次の通りで

ある。 

 

社会学研究科の入学定員の充足状況（2006 年度） 

 

 入学定員 志願者 合格者 入学者 

修士課程 10 名 17 名 16 名（一般 14名、社会人 2 名） 13 名 

博士後期課程 5 名 0 名 0 名 0 名 
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［点検・評価（長所と問題点）］ 

志願者数は、修士課程においては募集定員を満たしているが、博士後期課程では満たし

ていない。修士課程に関しては、日本人学生や社会人の志願者がかなり少ない。学部学生

に対して、大学院の募集情報の周知徹底を図る必要がある。また、社会人に関しては、本

学出身者がほとんどであり、外部からの志願者はいない。博士後期課程に関しては、研究

テーマや指導教授の有無などが厳格に求められるので、ある程度はやむを得ないと思われ

る。 

 2006 年度から若手のスタッフが加わり、研究陣に厚みができて、志願者の要望にもより

広く応えらるようになった。しかしながら、入学後の研究指導に十分についていけない大

学院学生も稀にみられることから、選抜時の選考基準については、更に検討する必要があ

る。全般的には、現在の選抜方法に特に問題はない。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 募集に関しては他大学学生や社会人の確保が急務と思われるが、それには、広報活動を

強化していく必要がある。本研究科は立地的にかなり不便な位置にあり、募集活動も本研

究科が位置する常磐線沿線での広報活動が主になっている。今後は、移動メディアへの広

報活動だけではなく、マスメディアを利用した活動を展開していく必要がある。 

 入試選抜方法そのものは現状のままでよいと思われるが、選考基準については再考の余

地があり、学生が入学後の研究指導に耐えられるかどうかを厳格に問う必要がある。定員

管理の問題も勘案しながら、今後この点を検討していく。 

 

（学内推薦制度） 

［現状説明］ 

◎ 成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そうした

措置の適切性 

社会学研究科では学内推薦制度を設置し、修士課程のⅠ期募集において実施している。

成績優秀な志願者に対して、所属ゼミ指導教授の推薦のもと、成績表と研究計画表の提出、

面接試験によって選抜が行われている。2006 年度は９名の志願者がおり、７名が入学して

いる。学内推薦制度に関しては、成績優秀者の進路確保と本研究科の定員充足という面か

らも適切なものととらえている。  

［点検・評価（長所と問題点）］  

 学内推薦制度は一般には成績優秀者がその対象になるケースが多いが、本研究科の場合

は、学部での指導教授の推薦によって選考され、学部での成績はあくまでも参考程度にと

どめられる場合が多い。この点に関しては若干問題があるように思われる。推薦がともす

れば指導教員の主観的な判断にゆだねられ、客観性の担保が懸念されるからである。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 推薦制度を厳格に適用するには、成績を客観的に判断できるようにする工夫が必要であ

り、学部における GPA の導入等も見据えて早急な対応をはかる。 

 

（門戸開放） 

［現状説明］ 
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◎ 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

本研究科の修士課程及び博士後期課程への入学者の多くは、本学社会学部からのもので

あり、他大学・大学院からの入学者は少ない。その具体的な推移は下表のとおりである。

しかし本研究科では、他大学・大学院からの学生を積極的に受け入れることは、学生の資

質の多様化を高めて教育研究を活性化することになると考えている。そこで、他大学から

の志願者増を目的に、募集要項の配付及びホームページによる紹介記事の広報のみでなく、

志望者からのアクセスに対しても、教員が積極的に応対する体制を整えている。 

 

過去５年間の他大学・大学院からの入学者受け入れ状況（括弧内は入学者総数） 

 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 

修士課程 1 名（10名） 1 名（9 名） 1 名（7 名） 0 名（4 名） 0名（13名） 

博士後期課程 1 名（3 名） 1 名（3 名） 1 名（2 名） 0 名（1 名） 0 名(0 名） 

 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

 研究活動の展開にあたり、多様な学生を受け入れることは有意義であり、他大学・大学

院からの受入れを積極的に進めていく必要がある。しかし、本研究科の場合は必ずしも十

分とは言えない。その理由はいくつか考えられるが、本研究科の教育課程（カリキュラム）

の内容のみならず、本学の立地条件等も影響していると思われる。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 本研究科でどのような研究がなされ、どのような講座が開講されているかについても、

ホームページ等を利用して外に向かって積極的に情報を発信して行く。また不断にカリキ

ュラムを見直し、魅力あるものにして行く。 

 

（社会人の受け入れ） 

［現状説明］］］］    

◎ 社会人学生の受け入れ状況 

社会人学生の受け入れは修士課程において実施している。一般入学試験とは別に社会人

入学試験を実施しており、受験資格は入学時に大学卒業後３年以上を経過している者とす

るなど、広く門戸を開いている。過去５年間のうち、2005 年度を除いて、毎年 1名程度の

受け入れがあり、2006 年度は２名となっている。こうした数値が果たして少ないか多いか

の判断は難しいが、本研究科の置かれている立地条件や研究要員、施設の規模からして妥

当と言えるのではないだろうか。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

 本研究科への社会人入学者の動向を見ると、地方公務員や社会福祉関係者が多い。社会

において幅広く活躍している社会人学生には、修士課程を修了することによって、より高

度な専門職の地位に就く機会が提供される。そのためには研究教育体制の整備が必要であ

る。加えて、社会人の場合は、勤務先からの登校となるため、立地条件の良し悪しがかな

り影響する。その点、本研究科は不利な状況にある。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 今後、より多くの社会人を受け入れるためには、こうした動向を踏まえた福祉・保健・
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医療の三者を結ぶ地域ケアの総合化を目指した研究教育体制の確立を図る必要がある。今

後は近隣地域住民に対しても、広くアピールしていくことが必要と思われる。立地条件の

問題については、龍ケ崎校舎（キャンパス）だけではなく、交通の便がよい新松戸キャン

パスでの教育もできないか、考えて行く。 

 

（外国人留学生の受け入れ） 

［現状説明］ 

◎ 外国人留学生の受け入れ状況 

 外国人留学生の受け入れについては以下のようになっている。 

 

社会学研究科における過去５年間の外国人留学生の受け入れ状況 

 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 

修士課程 3 名 3 名 6 名 3 名 10 名 

博士後期課程 3 名 2 名 2 名 1 名 0 名 

 

ここ数年、外国人留学生の数が増加してきている。これは社会学部国際観光学科で外国

人受け入れ枠があるため、その卒業生が進学してくることによる。ただし、最近では社会

学科の卒業生もみられ、社会福祉などの実践的研究から社会学理論などの基礎研究まで、

幅広い分野を専攻して入学してくる。博士後期課程にも毎年数人の進学希望者がみられる。  

◎ 留学生の本国地での大学教育、大学院教育の内容・質の認定の上に立った学生受け 

入れ・単位認定の適切性 

 留学生の場合、日本語能力が必ずしも十分でないために、入学後かなり苦労するケース

が見られ、場合によっては研究意欲の喪失につながる場合もある。そこで、安易に受け入

れることなく、しっかりと志願者の能力を見定める必要がある。特に、外国の大学を卒業

している場合、卒業論文などの論文を作成したことがあるかどうかが不明のため、大学院

で研究活動を行う能力があるかどうか、判断できないケースも多い。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

経済的に困窮している学生もみられ、学業遂行に支障をきたすケースも出てきている。

公的な支援以外にも経済的な支援をどのように図るかが課題となっており、1998 年度以降、

アジア諸国の経済事情を配慮した授業料の延納措置を実施している。なお、出願時に、留

学生の能力や経済的な問題をどう判断するか、その確認が難しいケースがみられ、この点

は今後の課題である。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 現在では日本語の能力は試験時の面接の受け答えで判断しているが、客観的に判断でき

る試験の開発が必要となっている。当面は出願時の書類の厳格な確認と、面接において十

分な時間をかけて判断するほかはない。 

 

（定員管理） 

［現状説明］ 

◎ 収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性 
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収容定員に対する在籍学生数の過去５年間の推移は以下の通りである。 

 

社会学研究科の収容定員と在籍学生数の推移 

（上段：在籍学生数、下段：収容定員に対する在籍学生数の比率） 

 収容定員 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 

修士課程 20 名 
22 (5)*名 

1.10 

21(５)名 

1.05 

16 (9)名 

0.80 

15(12)名 

0.75 

17 (13)名 

0.85 

博士（後期） 

課程 
15 名 

10 (8)名 

0.67 

9(8)名 

0.60 

8(7)名 

0.53 

5(4)名 

0.33 

3(2)名 

0.20 

＊  ( )内の数字は留学生の人数である。 

＊＊ 2005 年度以前の在籍者数は４月１日現在の数字である。 

 

過去５年間の推移をみると、修士課程も博士後期課程も収容定員を満たしていない。修

士課程の収容定員に対する在籍者の充足率は、年度によって変化がみられるが、緩やかな

下降傾向にある。また、博士後期課程における充足率は、非常に低いものとなっている。

過去５年間の収容定員に対する在籍学生数の比率は、修士課程が 0.91、博士後期課程が

0.47 である。本研究科の場合、留学生の受け入れが多く、しかもその大半が修士課程を修

了した後、博士後期課程に進学しないことが影響している。また、ここ数年は日本人進学

者の数が修士課程・博士後期課程ともに減少してきている。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

 本研究科の場合、修士課程及び博士後期課程いずれもを収容定員を満たしていない。こ

の問題は単に本研究科だけの問題なのか、それとも少子化という社会全体における人口構

造の変化の影響なのかをよく見極めなければならない。前者の要因が影響しているのであ

れば、本研究科でも対応が可能となろうが、後者の要因であれば、本研究科だけではなく

全学的な取組みが必要となる。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 本研究科への日本人進学者が減少してきていることは間違いない。その分を留学生が補

充し、留学生に依存しているといっても過言ではない。本研究科のこうした体質は根本的

に改善しなければならない。改善策としては、昨今の専門職大学院の動向も見据えて、本

学における従来の研究者養成型のカリキュラム体系を見直すなど、日本人学生にとっても

魅力ある研究科を作っていくことにある。これには研究スタッフの質の向上はもちろん、

現代社会のテーマに合致した新たなスタッフの配置も必要となるが、経費などを考慮して、

当面は現有スタッフをいかに効率よく稼動できるか等を検討していく。 

 

 

（３）物流情報学研究科 

 

（学生募集方法、入学者選抜方法） 

［現状説明］ 

◎  大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 
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物流情報学研究科の修士課程は、一般入試、社会人入試、学部内部選考(学内推薦)によ

って学生の受入れを行っている。内部選考は８月に、一般入試及び社会人入試は 10月（Ⅰ

期）と翌年３月（Ⅱ期）の２回実施している。また博士後期課程は、一般入試と社会人入

試により学生の受入れを行っているが、どちらも３月に１回だけ実施している。入学定員

は修士課程が 20 名、博士後期課程が５名である。 

本研究科の主たる教育内容が物流情報学であることを、志願者は十分に理解しているこ

とが必要であり、募集要項にその旨明記している。また出願に先立って、論文指導を受け

る予定の教員に研究計画書を提出して事前指導を受け、この指導予定教員が了承済みの研

究計画書を出願書類に含めることを条件にしている。 

修士課程の入学者の選抜は、筆記試験と面接の結果に基づいて行われる。ただし、内部

選考については、筆記試験は免除され、面接のみである。一般試験では、筆記試験として

専門科目（90 分）と外国語科目（60分）が出題される。専門科目は、物流、商流、情報の

３分野から２問ずつ合計６問出題され、このうちから２問を選択して解答させる。外国語

科目は英語であるが、外国人留学生には日本語を課している。一方、社会人入試の筆記試

験は、日本語による小論文（90 分）のみである。 

これに対し、博士後期課程の入学者の選抜は､筆記試験と面接の結果によって行われる。

筆記試験は外国語科目（60 分）のみで、日本人の場合は英語、留学生の場合は日本語であ

る。また､修士論文等の報告と質疑応答を専門科目の試験としている。以上の内容について

は､内部選考を除き、パンフレットや大学の Web ページ上に掲載し、志願機会の公平を期し

ている。なお、入学判定の審議の際、本学学部生については学部での生活状況歴について

学生生活課より報告を受け、それらも判定の参考にしている。 

［点検・評価（長所と問題点）］  

 これまで､学生の受入れにおいて､問題となるような事態は、特に発生していない。面接

試問の実施時間は１名当たり約 20分であり、当人の勉学意欲、研究計画の妥当性、基礎知

識の修得状況、当人の将来計画などを確認している。これにより、入学後に懸念されるミ

スマッチを防止している。なお、入学後に問題が発生した場合、指導教員、学生担当の研

究科運営委員、研究科長、学生生活課及び留学生課が連携して、即座に対応できる体制が

整えられている。 

 修士課程においては、入学定員 20 名の受入れについて、内部選考、一般入試、社会人入

試のそれぞれに予め割り振ることは行っていない。また、留学生の受入れ枠についても、

定員の範囲内でフリーな状態である。ただ内部選考については､その後の一般入試・社会人

入試の受入れ枠が極端に狭まらないように配慮する必要がある。また､できるだけ研究科の

期待に沿う学生を受け入れようとの観点から､筆記試験の結果の判定について、専門科目と

外国語科目との比重の置き方を再検討することも必要と考えられる。    

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 内部選考での受入れ枠については、その後の入試での受入れ枠を阻害しないような運用

ルールを明確にする。また、筆記試験の結果については､専門科目と外国語との比重の在り

方を検討し、研究科の期待に沿う学生を受け入れられるような判定を指向する。合格判定

には公平を期し、かつ問合せに対する説明責任を果たすようにしていく。 
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（学内推薦制度） 

［現状説明］ 

◎  成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そうした 

措置の適切性         

 本研究科の修士課程では学内推薦制度を採用している。修士課程への推薦は学部の３年

次修了時までに 110 単位以上を修得し、成績が卒業予定者全員の中で上位３分の１以内で

あること、物流情報学に対して勉学意欲を持っていること及び生活態度が真摯であること

を要件としている。なお、学内推薦に当たっては卒業論文の作成指導に当たった指導教員

による受験指導及び当人の現況を勘案した推薦書の添付を求めている。学内推薦を受けた

者の選抜は８月初旬に面接試問を課して行っている。試問内容は一般入試の場合と同様で

ある。推薦した教員も試問に参加するが、関与度の低い教員が主に質問を行うことによっ

て、入試としての客観性を担保している。 

［点検・評価（長所と問題点）］  

 内部推薦に基づく選考に当たっては､その後の一般入試・社会人入試の受け入れ枠が極端

に狭まらないようにする配慮が必要である。内部推薦はその性格上、不合格者がほとんど

でない現実があることから、推薦要件の妥当性などについて検証する必要がある。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

学内推薦での受入れとその他の入試からの受入れとのバランスが、トータルで最良とな

るよう、内部推薦における推薦基準について再確認を行っていく。 

    

（門戸開放） 

［現状説明］ 

◎  他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況   

修士課程の一般入試では、本学の流通情報学部からの志願者は約半数で、他は他学部に

所属する学生及び他大学に所属する志願者である。本研究科では、こうした学生の流動性

を高めて教育研究を活性化することを図っている。他大学からの志願者増を目的に、募集

要項の配付及びホームページによる紹介記事の広報のみでなく、志望者からのアクセスに

対して教員が積極的に応対する体制を整えている。 

［点検・評価（長所と問題点）］  

他大学の学生の本学物流情報学研究科への関心は、口コミによる場合が多いと推測され

る。事実、面接試験の際、志願者が本研究科に関する情報を、所属する大学の教員及び同

僚学生から得たと回答する事例が多い。 

本研究科では、学生による研究成果を『物流情報学研究科論集』として毎年公刊し、研

究分野に近接する学部などを有する他大学へ寄贈を行っている。また、本研究科の主要教

員が設立委員となり創立された「日本流通情報学会（JSLI）」や、その他、研究科に関連す

る学会（日本物流学会、日本経営工学会など）への学生の発表も行われてきており、他大

学の教員や学生による本研究科への認知度も高まっている。本研究科の学生の多くは外国

人留学生である。修了者の中には帰国して本国で実業界や教職に就く者が多いため、物流

情報学に関する国内研究者の育成が懸念される。日本人学生を増やし、物流情報学に資す

る入学者を増やすことが課題である。 
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［将来の改善・改革に向けた方策］ 

日本人の学生を増やす観点からも、ホームページや学会活動、公開講座などを利用し、

他大学・大学院への本学研究科の広報を積極的に展開していく。他大学院の授業科目につ

いても、８単位を超えない範囲で履修することが認められることから、実施の事例を増や

し、外国提携校との交流機会を増やしていく。 

 

（社会人の受け入れ） 

［現状説明］ 

◎  社会人学生の受け入れ状況 

 社会人学生の入学定員枠は設けられていないが、入学時に大学卒業後３年以上経過して

いる者を対象に受け入れている。在職中の者には勤務先からの受験承諾書を提出すること

を求めているが、本研究科では博士後期課程において、交換留学生として受け入れた事例

がある。物流情報学は実務志向の研究領域であるため、社会での実務経験を持つ者に弾力

的な入学資格要件を与えることは、社会による専門家育成のニーズにも合致する。修士課

程での社会人の受入れは、これまで６名（2002）、４名（2003）、３名（2004）、２名（2005）、

０名（2006）となっている。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

 企業の勤務者が兼業で就学する事例は無いが、物流情報学は実務志向の研究領域である

ので、兼業可能な体制を整備して大学院が社会貢献することの必要性は認識している。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 本研究科は今後、専門職大学院への展開も想定される。実現のためには教育課程の見直

し及び開講場所の開拓が必要である。なお、学部の現況の見直しがその検討に先行される

べきであることは大学院委員会で確認されている。 

    

（外国人留学生の受け入れ） 

［現状説明］ 

◎  外国人留学生の受け入れ状況 

 物流情報学研究科では、学部学生の中でも中国人留学生の大学院への進学意欲が高く、

目的は物流情報学の学修・研究の成果を本国への帰国後に社会生活で発揮することにある。

反面、日本人学生は学部卒業後に企業就職を希望する者が多いため、大学院への進学希望

率は高くない、その結果、他研究科に比較しても留学生の占める比率が格段に高い。本研

究科における留学生の受け入れ状況は、下表の通りである。 

 

           年度別の入学者数（括弧内は社会人入学者数） 

年度  2002 2003 2004 2005 2006 

修士 日本人   0 名 2(0)名 1(0)名 3(2)名 1(0)名 

課程 留学生 25(6)名 24(4)名 19(3)名 14(0)名 14(0)名 

博士 日本人   1 名   1 名   0 名   0 名   0 名 

課程 留学生   6 名   6 名   3 名   1 名   2 名 
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 なお、国際交流及び国際貢献を目的として、本学は外国の 14 大学との交流協定を結び、

交換留学生の制度を設置している。本研究科には 2006 年度入学の博士後期課程学生が１名

在籍している。 

◎ 留学生の本国地での大学教育、大学院教育の内容・質の認定の上に立った学生受け 

入れ・単位認定の適切性 

    本学では、外国人留学生について本国のおける学校教育での 16年の課程を修了した者に

修士課程への出願資格を認めているが、卒業後に本国から直接本研究科に志願する事例は

少ない。なお、本国で日本語を履修した者が直接志願した事例は、2006 年度で１名あった。 

［点検・評価（長所と問題点）］ 

本研究科では、入学定員に留学生の枠を設けずに入学機会の均等化を図っており、その

結果外国人留学生の占める比率が高く、それが日本人学生の減少の原因にさえなっている。

留学生の中には、経済的に困窮してアルバイト等で十分な研究時間が確保できない者や、

また日本語能力が不十分で論文指導等に必要以上の時間が割かれる者などもいて、本来の

専門領域における研究水準の維持に苦労させられている事例も少なくない。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

外国人留学生の入学時の面接試験等で、学位論文の作成に耐え得る十分な日本語能力を

持っているかについて厳格な審査を行い、また大学院入学後の経済状況についても改めて

正確に把握し、受入れを行っていく。 

 

（定員管理） 

［現状説明］ 

◎  収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性 

 本研究科の収容定員は修士課程が 20 名×２＝40 名、博士後期課程が５名×３＝15名で

ある。在籍学生数、収容定員に対する比率の推移は下表の通りである。2000 年度から 2003

年度が入学定員を超過して学生を受け入れた結果、2000 年度から 2004 年度の在籍学生数

が収容定員を上回っている。しかし､2004 年度からは入学者数が定員以下となり、在籍学

生数の比率も１を下回っている｡ 

 

在籍学生数の推移 

 年度   2002   2003    2004    2005 2006 

修士課程   57 名 

(1.43) 

  53 名 

（1.33） 

  45 名 

(1.13) 

  40 名 

（1.00） 

  34 名 

（0.85） 

博士後期課

程 

  7 名 

 (1.4) 

  14 名 

（1.4） 

  16 名 

（1.07） 

  10 名 

（0.68） 

 7 名 

(0.47) 

＊  （ ）内は収容定員に対する比率（％） 

＊＊ 2005 年度以前の在籍者数は４月１日現在の数字である。 

 

［点検・評価（長所と問題点）］  

 上表には示していないが､最近においても受験者数は入学定員を上回っており、定員と学
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生の質を考慮して採用数を絞った結果が上表のような結果となっている。ただ、受験者の

中でも、留学生の比率が圧倒的に高い状態が続いており､日本人の学生数とのバランスの改

善が当面の課題と考えられる。 

［将来の改善・改革に向けた方策］ 

 今後、日本人学生の本研究科への受験希望者を増やす為の対策を講じていく｡具体的には、

進学を希望する日本人学生にとって魅力ある大学院とするため、本研究科に在籍する日本

人学生について、今まで以上に就職支援等を手厚く行い、企業に対しても本研究科の認知

度を徐々に上げていくことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



法学研究科 

 

４．入学者選抜方法 

今後の社会（企業、自治体等）において特に重要視されるガバナンスに関心をもち、

それに必要な法的対応能力の修得を目指す学生を受け入れる。 

 その選抜方法は以下のとおりである。 

（１）一般入学選抜 

入学者の選抜は、筆記試験、口述試験、研究計画書、調査書及び健康診断書等の

出願書類を綜合して行う。 

（試験）筆記試験〔英語（外国人留学生の外国語は日本語とする。）、専門科目〕 

口述試験 

 

（２）社会人入学選抜 

入学者の選抜は、研究主題に関する小論文、口述試験、研究計画書及び健康 

診断書等の出願書類を総合して行う。 

（試験）研究主題に関する小論文 

口述試験 

 

（３）学内選考 

本学の法学部を卒業（または卒業見込み）した者の選抜は、口述試験、研究 

計画書及び調査書等の出願書類を総合して行う。 

（試験）口述試験 

 

５．自己点検・評価 

（１）実施体制 

1991 年 10 月に全学を挙げてこの問題に対処する方針を決定し、学長を委員長とする 

｢教育研究活動改善検討委員会｣の｢全学委員会｣を設置するとともに、各学部、大学 

院研究科、教務部・学生部・入試センター・就職部等の学内諸機関、付置施設等に 

も、それぞれ｢学部等委員会｣を設置することになった。 

なお、自己点検・評価は本学の｢教育研究活動改善検討委員会規則｣によって、原則 

として４年ごとに行うことになっている。 

 

自己点検・評価の項目・方法等 

① 自己点検・評価の項目、具体的実施方法等については、「全学委員会」の全体計画 

に基づいて各「学部等委員会」が決定する。各｢学部等委員会｣の自己点検・評価の実施

結果は｢全学委員会｣で審議・調整したうえで、大学として最終的に決定し、その内容は



「教育研究活動改善検討委員会報告」としてまとめ、学内外に公表する。 

 

② 各学部、学内諸機関、付置施設等は｢教育研究活動改善検討委員会報告｣に基づいて 

教育体制、研究体制等の改善を実施する責任を負う。 

③ 以上のような自己点検・評価体制のもとで、「教育研究活動改善検討委員会」は 1995

年７月に『第１回報告書』､また､2001 年 3 月に『第２回報告書』をまとめ、それに基

づいてカリキュラム改革など教育・研究体制の改革を進めてきた。 

 

（３）今後の見通し 

現在、「教育研究活動改善検討委員会」において、第３次の自己点検・評価作業が進行

中であるが、今次は、前回、前々回と異なり、教員個々人の研究業績の挙証にとどまら

ず、教育業務の実績及び研究者・教育者としての社会的な貢献度の検証にまで踏み込む

ことを検討している。この第３次の作業にもとづく成果の公表は平成１７年６月を目途

にしている。 

また、それとは別に、現在、本学独自の第三者評価委員会を発足させる準備にとりか

かっている。本学における法人業務活動・教育・研究の実際を、本学と直接関わりのな

い外部の識者に点検・評価していただき、それにもとづく提言を得て、改善、改革をよ

り効果の高いものにしていこうというものである。第三者評価委員会の評価にもとづく

提言は、在学生及びその保護者、卒業生等に公表することを前提にしている。 

なお、現在予定している第三者評価委員の員数は５名であり、大学の学長経験者及び

現職の学長、教育社会学者ないしは教育ジャーナリスト、企業経営者など、ほぼ就任の

内諾を得ているので、平成１７年７月までに発足させる予定である（１期は２ヶ年とす

る）。本学としては、上述の手順を経て、学校教育法上定められた第三者評価に向かうこ

とにしている。なお、本学の場合は、（財）大学基準協会の評価を得ることを予定してい

る。 
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１０．入学者選抜の概要 

（１）受け入れたい人材 

本専攻は、地域における生涯スポーツ、競技スポーツのプロモーションリーダーの養成を目指

しているので、それに対する適性を有する人材を受け入れる。 

 

（２）入学資格 

  入学資格者は、次のいずれかに該当する者で、入学試験に合格した者とする。 

  ① 大学卒業生（卒業見込みの者を含む） 

  ② 生涯スポーツまたは競技スポーツの指導やボランティア活動において顕著な業績を有する

者で、個別の入学資格審査により大学卒業と同等以上の学力があると認められた２２歳以上

の者   

 

（３）入学者の選抜方法 

  入学者の選抜は、下記に示す①書類審査、②小論文、③口述試験の結果を総合して行う。 

   ① 書類審査 

志望動機、研究計画書、調査書及び運動部活動やボランティア活動の実績、などを評価す

る。      

     ② 小論文 

生涯スポーツ及び競技スポーツのプロモーション・プロモーションリーダーに関するテ

ーマについて論述させる。 

    ③ 口述試験 

    専門教養・一般教養、学習意欲、在学中及び修了後の生活設計、などを試問する。 

  

（４）入学定員及び収容定員 

入学定員１０名、収容定員２０名とする。その定員設定の理由として、近年、スポーツ・健康

科学系の大学院が増加していることがあげられる。 

また、本学部４年生を対象に大学院スポーツ健康科学研究科への進学希望調査を行ったところ、

約２０名の学生が進学希望の意思を示したので、入学者の確保は十分図られる。 

なお、当分の間、１４条特例の扱いの定員は設けないこととする。その理由として、本専攻の

教育目標・教育内容等に関心があり入学を希望する社会人ついては、一般入学生として積極的に

受け入れる用意のあることがあげられる。 

 

１１．管理運営 

（１）本学大学院においては運営組織として、「流通経済大学大学院学則」第１９条に大学院委員


	名称未設定



