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序章序章序章序章 

 

・流通経済大学の概要（沿革）流通経済大学の概要（沿革）流通経済大学の概要（沿革）流通経済大学の概要（沿革）    

 1940 年、全国の小運送会社の中堅幹部を養成する運送業務の専門教育機関として、流通

経済大学の前身ともいうべき小運送教習所が神田和泉町に開校した。第２次世界大戦が終

わると、日本経済の成長と国際化の進展に伴い、物流部門でも高度な研究と人材の育成が

求められるようになり、1965 年、世界的な物流企業である日本通運株式会社を中核に、産

業界の広範な支援も受けて、本学は経済学部経済学科の単科大学として発足することにな

った（『流通経済大学三十年史』を参照）。 

その後、本学は産業界や地元自治体等の要請・支援もあって規模の拡大を図り、1970 年

に経済学部に経営学科を増設し、１学部２学科体制とした後、1988 年に社会学部社会学科、

1993 年に同学部に国際観光学科、1996 年に流通情報学部流通情報学科、2001 年に法学部ビ

ジネス法学科（開設時の名称は、企業法学科）及び自治行政学科、2006 年にスポーツ健康

科学部スポーツ健康科学科を開設した。 

また、国民一般の高度な知識の習得意欲や学術研究への強い期待に応えるべく、大学院

の設置、充実も進めてきた。すなわち、1979 年の専攻科（経済学専攻、経営学専攻）の開

設を嚆矢に、1989 年の大学院経済学研究科修士課程、1991 年同博士後期課程、1992 年大学

院社会学研究科修士課程、1994 年同博士後期課程、2000 年大学院物流情報学研究科修士課

程、2002 年同博士後期課程、2005 年大学院法学研究科修士課程、2010 年大学院スポーツ健

康科学研究科修士課程の設置、増設を行って、現在では 5 学部 8 学科、大学院 5 研究科を

擁する社会科学系の中規模大学（学生総数：約 5,800 名）に発展している。 

 

 

・本学の自己点検・評価の基本方針、体制、および実施の経緯・本学の自己点検・評価の基本方針、体制、および実施の経緯・本学の自己点検・評価の基本方針、体制、および実施の経緯・本学の自己点検・評価の基本方針、体制、および実施の経緯    

本学は開学以来、文部科学省（当時、文部省）の定めた大学設置基準を遵守し、財団法

人（当時）大学基準協会の適格判定を受けた正会員校として誠実に教育研究に取り組み、

社会の負託に応えるべく、十分な教育研究水準の維持に努めてきた。1991 年 6 月に大学設

置基準が改正され、「設置基準の大綱化」によって各大学が自主的、自律的に研究教育の在

り方を模索し決定できるようになると、本学でも、教育研究水準の維持と向上を目指して、

同年 9 月に「教育研究活動改善検討委員会規則」を制定し、学長を委員長とする「教育研

究活動改善検討委員会」のもとで、全学をあげて教育研究内容の見直し作業が開始された

（またこの頃、自己点検・評価に関する努力義務規定も導入された）。 

その結果、1991 年から 1993 年にかけて、経済学部及び社会学部のカリキュラム改革が実

施され、学生・大学院生に対する教育・研究指導体制の整備が進められたが、その成果は

教学改革についての報告書という形で刊行された（1995 年 7 月の『流通経済大学：教育研

究活動改善検討委員会報告』の中に、その成果が纏められている）。その後も 2001 年 3 月

には、新たに設置された流通情報学部の自己点検も踏まえて、『流通経済大学：第 2回教育

研究活動改善検討委員会報告』が刊行された。その間、2000 年度から、本学における FD活

動を推進し、そのためのプログラムを策定することを目的に、教務部長を委員長とする授

業改善推進委員会が設置され、その取組みへの第一歩として、授業アンケートが実施され
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た。なお、この授業改善推進委員会は 2004 年 3月をもって発展的に解消され、広く教育研

究の活性化と質的向上を図るため、2004 年 4 月に FD 委員会が新たに設置されて今日に至っ

ている（FD 委員会規則の正式な制定は 2008 年 4月である）。 

2002 年に、「学校教育法」の改正によって認証評価機関による認証評価が義務化されると、

本学では、それに対応して、2005 年 12 月に従来の「教育研究活動改善検討委員会規則」を

廃止し、新たに「流通経済大学の自己点検・評価の実施及び認証評価の申請等に関する規

程」（2006 年 1月）を制定した。現在、本学における自己点検・評価の活動は、この規程に

基づいて行なわれ、学長を委員長とする流通経済大学自己点検・評価委員会が、全学 FD委

員会と協力して、「自己点検・評価の実施方針の検討、点検・評価項目の策定、実施、結果

の分析、改善方策の検討、自己点検・評価報告書の作成、実施結果の公表」（規程第 2 条 2）

などを担当している。また委員長代理（教員理事）が統括する運営・編集会議と、学部長

等の各部局長が主宰する各部局の点検・評価実施委員会が、それぞれの部局の点検・評価

活動を行ない、その結果を、原則 4 年に 1回、「自己点検・評価報告書」という形で公表し

ている。 

 

 

・前回の認証評価以降の改善措置・前回の認証評価以降の改善措置・前回の認証評価以降の改善措置・前回の認証評価以降の改善措置    

本学は、2006 年 1 月に制定された「流通経済大学の自己点検・評価の実施及び認証評価

の申請等に関する規程」に基づいて、新しい自己点検・評価の体制を確立したが、この体

制のもとで、既に正会員である大学基準協会による相互評価（認証評価）を受けることに

なった（2005 年から大学基準協会の評価項目に沿った自己点検・評価を行うための準備は

始められていた）。まず大学基準協会から講師を招いて全教職員を対象とした講演会を開く

など、教職員の意識改革を進める一方で、第 1 回の全学自己点検・評価委員会において、

学長から各部局の点検・評価実施委員会の主宰者（学部長等の部局長）に対し、早急に大

学基準協会の定める「水準」に満たない項目の点検、必要な改善策の実施、及び教授会や

学科会議等での改革に必要な合意形成が要請された。 

その後、全学の様々な部局で自己点検・評価活動が展開され、本学は 2007 年 3 月に、認

証評価機関（公益財団法人・大学基準協会）により、大学評価に対して「適合」の認定（認

定期間：2008 年 4月～2015 年 3 月まで）を受けることになった。 

2011 年 7月には、大学基準協会によって指摘を受けた改善事項（11項目）の改善報告書

と、完成年度を迎えたスポーツ健康科学部及び法学研究科（修士課程）の完成報告書を提

出して、基準協会より承認を受けた。指摘された 11 項目にわたる改善事項とは、具体的に

は、（１）経済学科：基礎理論の修得の工夫（未修得者の存在）、（２）流通情報学部：社会・

環境・生活システム系（教育内容の適切さ）、（３）経済学研究科：未開講科目・非開講科

目の多さ、（４）教務関係：シラバスの精粗、（５）教務関係：年間履修登録単位数が多い、

（６）物流情報学研究科：授業時間割の偏り、（７）社会学研究科・物流情報学研究科：学

位授与数が少ない、（８）入試関係：編転入が少ない、（９）入試関係：AO 入試の定員オー

バー、（10）社会学部・流通情報学部：専任教員の年齢構成（偏り）、（11）社会学科：心理

コースの専任教員不足である。 

このうち入試関係の指摘事項（AO の定員と編転入）と大学院での指摘事項（学位の授与
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者など）については、その後も著しい改善が見られたとは言えず、現在もその克服に向け

ての努力を続けているところである。 

しかしそれ以外の指摘事項については、基本的には問題点が解決され、さらなる飛躍に

向けた態勢を整えようとしている。これからも本学は、「自己点検・評価の実施及び認証評

価の申請等に関する規程」に基づく自己点検・評価を推進するために、全学自己点検・評

価委員会と各部局の点検・評価実施委員会を中心として、これまで堅実に活動を展開して

いた FD 委員会とも協力しながら、流通経済大学の質保障に向けた取り組みを進めていく。 

 

 

本学における自己点検・評価活動の推移（作成した報告書） 

 

1995 年 7月：『流通経済大学：教育研究活動改善検討委員会報告』 

2001 年 3月：『流通経済大学：第 2回教育研究活動改善検討委員会報告』 

2007 年 3月：『点検・評価報告書』（「平成 19 年度大学評価」申請報告書） 

2011 年 7月：「流通経済大学：改善報告書」 

2011 年 7月：「スポーツ健康科学部：完成報告書」「法学研究科：完成報告書」 

2013 年 4月：『2012 年度：自己点検・評価報告書』 

2013 年 8月：『外部評価のまとめ』 
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本章本章本章本章    

    

Ⅰ．理念・目的Ⅰ．理念・目的Ⅰ．理念・目的Ⅰ．理念・目的    

    

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明        

（１）大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。（１）大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。（１）大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。（１）大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。    

    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

 本学は、1965 年（昭和 40 年）に学校法人日通学園により設立された。学校法人日通学園

設立趣意書では、「流通革命時代といわれる現代において、学校教育を通じて流通部門の学

問的研究を深め、以て社会福祉の向上と文化の発展に寄与すべき優秀なる人材を養成せん

がために設立する」と記載され、その上で「流通経済一般に関する研究と教育を振興して、

我が国経済の飛躍的発展を図るとともに、深く人文科学を攻究し、教養ゆたかな、視野の

広い指導的人材を育成して、国民生活の健全化と福祉の増進を図る」ことを目的としてい

る【根拠：1‐1（別冊 1）流通経済大学三十年史（設立趣意書）（39頁）】。 

これを基盤として、本学学則では「教育基本法および学校教育法に則り、広く知識を授

け人格の陶冶に努めるとともに、広く社会科学に関する学問を研究教授し、もって産業の

興隆と文化の発展に寄与すべき優秀な人材を養成する」という目的を定めている【根拠：1

－2 流通経済大学学則（1 頁）】。さらにこの目的を具現化するために、本学の教育の三本

柱として、「実学主義」「教養教育の重視」「少人数教育」を設立当初より掲げている。これ

は、「空理空論を語らず、日本の心と伝統の文化に裏打ちされた教養を身につけた世界に通

用する実業人の育成」、そして「教員と学生の学問を媒介とした人格の触れ合い」を重視し

ているためである【根拠：1－3（別冊 2） 第 2 回教育研究活動改善検討委員会報告（3頁）】。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

1965 年に本学が経済学部経済学科の単科大学として創設されて以来、経済学部は一貫し

て社会とりわけ産業界との密接な関係、流通を中心とした経済一般に関する研究及び教養

豊かな人材の育成という社会の要請に応えてきた。 

その上で、本学部では教育目標を、学則第１章第４条の２において、「経済学部では、経

済学や経営学の専門知識を基礎に、広い国際的視野と的確な情報処理能力をそなえた教養

ある人材の養成を目的とする」と定めている。経済学科と経営学科ではその教育理念を同

条において、「経済学科では、経済・社会情勢を的確に見極めるための基礎知識を持ち、実

践の場においてこれを応用できる人材の養成を目的とする」、「経営学科では、経営学全般

の基礎的理論の修得をはかり、さらに実践的教育をほどこすことを通して現場の多様な課

題に対応できるスペシャリストの養成を目的とする」と定めている【根拠：1－2 流通経

済大学学則（1頁）】。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

社会学部の創立三十周年記念論文集の「まえがき」では、「・・・過度な経済偏重主義開

発の波が国土に蔓延していて、その状況の改善が各界を超えて望まれ・・・そのような時
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代の打開方法を射程におき、人間社会の高度な経済発展を目指す経済学部の活動と連携し、

その経済発展過程における豊かな人間形成についての改善と実践方向を学ぶことをねらい」

として、社会学部は設立されたと記されている【根拠：1‐4 創立三十年記念論文集（ま

えがき）】。 

現在、本学部は教育目標を学則第 1章第 4 条の 2において、「社会学部では、社会学的な

素養を十分に身に付けた高度の教養人の養成を目的とする。」と定めている。社会学科と国

際観光学科では、その教育理念を同条において、「社会学科では、産業、社会、文化、地域、

教育、福祉等にかかわる諸問題に適切に対応しうる実証的な思考能力と行動力を備えた人

材の養成を目的とする。」、「国際観光学科では、観光にかかわる生活、産業、社会、文化な

どの分野で、柔軟な思考能力と専門的な知識を備えて活躍する国際的人材の養成を目的と

する。」と定めている【根拠：1－2 流通経済大学学則（1 頁）】。 

社会学科では、広く社会的事象を社会学の視点からとらえること、社会の諸問題を理解

すること、そしてその解決について考えることを主眼としている。これらの実践の対象と

して「社会福祉」や「保育」が設定されている。さらに、社会学の理論や方法をより深く

学び応用する「社会調査実習」や、人間個人や集団の問題を対象とする「心理学」につい

ても学ぶことができる。 

一方、国際観光学科では、同じく社会学の視点から社会事象をとらえ、「観光」をキーワ

ードとして、観光に関する専門的な知識はもとより、コミュニケーションツールとしての

英語をより深く学び、異文化の相互理解や観光を手掛かりとしての地域・産業の発展の方

策などを、現場に重点をおき学んでいる（実学主義）。これらはいずれも、社会学部、また

社会学科および国際観光学科の理念・目的の適切性を示すものである。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

 流通情報学部は、その名称や構想ともに、他に類を見ない学部として、1996 年に開設し

た。そして学部の教育目標を、学則第１章第４条の２において、「流通情報学部では、情報

科学と流通科学との有機的統合をはかり、情報社会における流通の高度化に寄与する人材

の養成を目的とする。」と定めている。また流通情報学科の教育目標を同条において、「流

通情報学科では、ロジスティクスの考え方を核として、広い視野を持って経済・社会シス

テムをデザインすることができる人材の養成を目的とする。」と定めている【根拠：1－2 流

通経済大学学則（1頁）】。 

本学部は、現在、工学系の情報科学を専門とする教員、および経済・経営系の物流及び

商流を専門とする教員、さらに教養教育を専門とする教員で構成され、他に類例のない教

育研究者集団を組織するとともに、経済産業省からの受託により、2008～2009 年度に構築

した産学連携ロジスティクス人材育成プログラムによる実学教育を推進している【根拠：1

－5 大学 HP ロジスティクス産学連携コンソーシアム委員会資料】。このような教育研究ス

タッフやその実績からみて、本学部の理念・目的は適切であると言える。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

法学部は、法的知識の活用とともに、政策立案・遂行能力を持った人材育成という産業

界および地域の要請に応えるために、その教育目標を、学則第１章第４条の２において、「法
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学部では、法律の知識に基づく論理的思考やバランス感覚を身に付け、幅広く奥行きのあ

る教養と人間性をも備えた人材の養成を目的とする。」と定めている【根拠：1－2 流通経

済大学学則（1頁）】。 

そして各学科については、次のように定めている。まずビジネス法学科では、その教育

理念を同じく学則第１章第４条の２において、「ビジネス法学科では、企業活動における法

令遵守や企業統治の現代的意義を深く理解し、ビジネス界で実践できる人材の養成を目的

とする。」と規定している。次に自治行政学科では、その教育理念を同条において、「自治

行政学科では、地方自治を担う人材を養成すべく、専門の法律や政治・行政について理解

し、地方自治に関わる分野で、法的思考力や政策形成能力を発揮できる人材の養成を目的

とする。」と規定している【根拠：1－2 流通経済大学学則（1 頁）】。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 スポーツを振興して、現在の私たちが直面している諸問題を積極的に解決できる人材を

育成するために、本学部は教育目標を、学則第１章第４条の２において、「スポーツ健康科

学部では、スポーツと健康の領域に関して、人間力と生命の尊厳を柱に多様な経験と専門

的知識をもって諸問題を積極的に解決できる人材の養成を目的とする。」と定めている。ま

たスポーツ健康学科の教育目標を同条において、「スポーツ健康科学科では、スポーツの競

技力向上、青少年から高齢者にいたる健康の維持・増進活動、学校教育や社会教育の推進

に寄与できる人材の養成を目的とする。」と定めている【根拠：1－2 流通経済大学学則（1

頁）】。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 経済学研究科は、大学院学則第１章第 2 条 2 において、その目的を「経済学、経営学、

会計学、流通論のそれぞれの分野の専門知識を有する高度職業人、または創造性豊かな研

究者の養成」と定めている【根拠：1－6 流通経済大学大学院学則（第 2条の２）】。 

 今日、各国の経済活動はソフト化、サービス化、グローバル化、情報化が進み、一段と

高度なものになっている。これらの複雑な経済現象に対応するためには、学部レベルの基

礎的な学修に加えて、大学院レベルでの専門的かつ応用的な研究が不可欠となっている。

本研究科修士課程は、国際化、情報化、サービス化の中で激変しつつある経済および経営

の分野に関わる諸問題を、根本的かつ総合的に研究することを目的としており、この目的

を実現するために、経済および経営分野の多方面にわたる主要な授業科目を配置している。

博士後期課程でも、同様の趣旨で授業科目が設置されている【根拠：1－7（別冊 3）大学院

履修要綱（31‐33 頁、62頁）】。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

社会学研究科は、大学院学則第 2 条 2 において、「理論社会学、社会福祉・地域社会学、

産業・観光社会学等の諸領域における専門的知識を有する高度職業人、または創造性豊か

な研究者の養成」を目的と定めている【根拠：1－6 流通経済大学大学院学則（第 2 条の

２）】。 

 20 世紀末、高度産業社会を実現したといわれた日本社会であったが、21世紀を迎えた現
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在、大量の非正規雇用者の存在（雇用問題）、加えてエネルギー問題、食糧問題、環境問題

など、グローバル化とのかかわりで解決しなければならない諸問題が山積している。そこ

で、前世紀までの世界および日本社会の構造と変動に対応した認識を超えるべく、新たな

視点の確立と人材の育成が要請されており、実証的な研究を踏まえた高度職業人を育成す

ることへの期待が高い。本研究科では、上記目的の達成のために、社会福祉学、地域社会

学、産業社会学、観光社会学、理論社会学を中心とした研究と教育に取り組んでいる【根

拠：1－7（別冊 3）大学院履修要綱（78 頁、100 頁）】。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

本研究科は、大学院学則第 2 条 2 において「物流情報に関する分野の専門的知識を有する

高度職業人、または創造性豊かな研究者の養成」を目的と定めている【根拠：1－6 流通

経済大学大学院学則（第 2 条の２）】。 

修士課程においては、物流の効率化・高度化あるいはロジスティクスの効果的実現を図

ることのできる高度で専門的な知識・能力を有する職業人の養成、並びに物流情報学とい

う極めて先端的かつ学際的な学問の分野を開拓し、発展させることのできる創造性豊かな

研究者の養成を目標としている。 

博士後期課程においては、物流情報学という新しい学問体系の確立に資する研究者ない

し教育者の育成、情報ネットワーク技術に立脚した物流システムあるいはロジスティク

ス・システムの調査・計画・立案に係る高度な専門的知識人、製造・物流・流通等の各種

企業における最先端のロジスティクスを担う実業人の養成を、それぞれ目標としている【根

拠：1‐8 大学院各研究科 HP】。 

近年、「物流・ロジスティクスの考え方は、社会、企業において欠かせないもの」という

認識が高まるなか、本研究科は、日本において「物流」という言葉がつく唯一の研究科で

あり、その先見性が高く評価されている。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

法学研究科は、大学院学則第 2 条の 2において、「企業や地方自治体において、法的諸問

題に対応できる専門的知識を有する人材の養成」を目的と定めている【根拠：1－6 流通

経済大学大学院学則（第 2 条の２）】。こうしたビジネス法学および自治行政関連分野にお

ける幅広くかつ深い学識を備え、問題発見および解決の能力を持ち、企業、行政機関、Ｎ

ＰＯなどで専門実務家として社会に貢献できる人材の育成は、今日の社会が要請するとこ

ろである。 

 今日の社会では、企業活動における法令遵守（コンプライアンス）が強く求められてお

り、また企業組織の健全な内部統制の構造とその運営（コーポレート・ガバナンス）も大

きな課題となっている。政治・行政の分野においても、行政改革は地方にも及ぶ一方、地

方分権も進められ、本格的な「地方の時代」の到来を迎えている。自治体改革とともに、

市民との協働による地方運営（リージョナル・ガバナンス）が求められている。 

本研究科は、こうした時代の変化に伴う社会的需要に応じ、企業ないし自治体あるいは

ＮＰＯ等の運営にあたる、高度かつ先進的な法律的知識とリーガル・マインドを有する専

門的職業人あるいは研究者の育成を教育の目標としている【根拠：1‐8 大学院各研究科
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HP】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

スポーツ健康科学研究科は、大学院学則第 2 条の 2 において、「地域における生涯スポー

ツおよび競技スポーツの振興推進に貢献できる高度の専門知識・技能を有する高度専門職

業人の養成」を目的と定めている【根拠：1－6 流通経済大学大学院学則（第 2 条の２）】。 

 2006 年 4 月に開設されたスポーツ健康科学部を基盤とする本研究科の実績や資源はまだ

不十分であるが、本研究科は、国の施策である総合型地域スポーツクラブや健康日本 21等

の指導者が不足している現状を踏まえて、とくに地域における生涯スポーツ及び競技スポ

ーツに特化したスポーツ・プロモーション・リーダー（企画立案・運営・指導等の能力を

有する人材）の養成を目的としている。本研究科のスポーツ健康科学に関わる「高度専門

職業人養成型の修士課程」は、他大学研究科にはみられない個性的なものである。 

 

 

（２）大学・学部・研究科等の理念・目的が、大学構成員（教職員および学生）に周知さ（２）大学・学部・研究科等の理念・目的が、大学構成員（教職員および学生）に周知さ（２）大学・学部・研究科等の理念・目的が、大学構成員（教職員および学生）に周知さ（２）大学・学部・研究科等の理念・目的が、大学構成員（教職員および学生）に周知さ

れ、社会に公表されているか。れ、社会に公表されているか。れ、社会に公表されているか。れ、社会に公表されているか。    

    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

大学・学部・研究科等の理念・目的は、学則第４条の２で明示され、教職員には常時電

子版でも閲覧が可能となっている。また本学では、教育理念・目的に関する事項は、大学

協議会、学部長連絡会議、学部教授会、大学院委員会、教務委員会などで審議・決定され、

この過程を通して、ひろく大学の構成員に周知徹底している。 

さらに本学では、2012 年度に学部の 3 つのポリシー（アドミッション・ポリシー、ディ

プロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー）の改訂・策定作業に取り組んだが、この中

でも、全学の各部局（学部・各種委員会・事務部門など）が関与して、改訂・策定作業に

尽力し、とくに各学部の教授会では資料を配布して、３つのポリシーについての論議を深

めた。この成果は、大学のホームページで新たに項目を追加して公表し、ひろく社会に通

知している【根拠：1－9 大学 HP 流通経済大学の教育方針】。 

大学院各研究科の理念・目的等も、学部と同じく、大学案内、大学ホームページ、学生募

集要項、広報誌等において広く社会に公開し、その周知を図っている【根拠：1‐8 大学

院各研究科 HP】。また大学院履修要綱にも掲載して学生にも周知を図っているほか、入学後

におこなうガイダンスにおいて、あらためて周知徹底している【根拠：1－7（別冊 3）大学

院履修要綱（3頁）】。 

このほか全員配布の履修要綱で、また入試パンフレット（入学希望者）の中で周知の努

力がなされおり、特に新入生にはその導入教育期間（RKU WEEK）中に、学部・学科ガイダ

ンスや 1 年演習を通じて、詳細な説明の時間が取られている【根拠：1－10 2013RKU WEEK 

教員用ガイド（実施要領）（6‐8 頁）】。さらに、2010 年 1 月発行の「ファカルティ・プロ

ファイル」で、各学部の教育目標、教員の研究活動等を詳細に紹介している【根拠：1－11

（別冊 4）ファカルティ・プロファイル】。 
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＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

現在の経済学部の理念・目的は、経済・経営両学科会議を通じて作成され、経済学部教授

会にて議論・承認したものである。それゆえ、すべての学部専任教員が理解している。そ

のうえで、学生に対しては履修要綱に明記し、入学後すぐに実施される RKU WEEK（新入生

オリエンテーション）における経済学部教務関係の説明会（学部・学科ガイダンス）にて

周知徹底を図っている。また 1、2 年の演習（ゼミ）、さらに 3年以降の演習（ゼミ）でも、

随時説明が行われており【根拠：1－10 2013RKU WEEK 教員用ガイド（実施要領）（6‐8頁）】、

また、大学ホームページでも公開している【根拠：1－12 各学部 HP】。  

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

社会学部の理念・目的については、教育課程表の見直しのつど、社会学科および国際観

光学科両分科会で確認が行われており、課程表見直しの最終確認の場である学部教授会で

も、全構成員により確認されている。また、社会への公表は、まずホームページ上の情報

として【根拠：１－12 各学部 HP】、また学部の履修要綱で、印刷物として公開している。 

学生に対しては、新入生ガイダンス、在学生ガイダンス、また国際観光学科における演習

選択でのガイダンスなどで説明に努めている。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

 流通情報学部の理念・目的は、学則および履修要綱に記載し、学内の構成員に周知して

いる。また、インターネット上にも公開されているため、紙媒体がなくとも、インターネ

ットに接続することにより、時間、場所を問わずに確認することができる。学外に対して

は、インターネットの本学部のページを利用し、広く社会へ公開している【根拠：1－12 各

学部 HP】。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

法学部では、その理念、教育目標を学部構成員（教職員および法学部生）に周知し、あ

わせて社会に公表するために、以下のような措置を行っている。 

第一に、上述の通り学則第４条の２において、法学部（ビジネス法学科、自治行政学科）

の教育理念、教育目標が明示されており、教職員には電子版でいつでも閲覧が可能となっ

ている【根拠：1－12 各学部 HP】。第二に、特に新入生に対しては上記の措置のほか、全

員配布の履修要綱、導入教育期間（RKU WEEK）中における学部・学科ガイダンス、1年演習

を利用し、さらに在学生に対しては、履修登録期間に先立って行われる履修登録ガイダン

スを通じて、詳細な周知の機会を提供している【根拠：1－10 2013RKU WEEK 教員用ガイ

ド（実施要領）（6‐8 頁）】。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 他学部と同様に、スポーツ健康科学部の理念・目的は、学則および履修要綱に記載し、

学内の構成員に周知している。また、インターネット上にも公開されているため、紙媒体

がなくとも、インターネットに接続することにより、時間、場所を問わずに確認すること

ができる。学外に対しては、インターネットの本学部のページを利用し、広く社会へ公開
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している【根拠：1－12 各学部 HP】。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

経済学研究科の理念・目的は、大学案内、大学ホームページ、大学院学生募集要項、広

報誌等において広く社会に公開し、その周知を図っており、また大学院履修要綱にも掲載

して、学生にも周知を図っている。さらに入学後に行うガイダンスにおいて、あらためて

周知徹底している。 

本研究科は、2012 年度にディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの策定・改訂

作業に取り組み、また学長より研究科の今後について検討するように要請され、それらの

過程で、理念・目的の検証も行われた【根拠：1－13 「学長からの要請文」および各研究

科委員会議事録】。 

    

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

社会学研究科の理念及び目的は、大学のホームページや大学院学生募集要項を通して、

修士課程と博士後期課程ごとに明示し、広く社会に公表している。学内においては、大学

院履修要綱を作成し、学生、教職員に公開している。 

他の研究科と同様に、本研究科も 2012 年度にディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポ

リシーの策定・改訂作業に取り組み、さらに学長よりの要請に基づき、研究科の今後につ

いて議論し、それらの過程で、理念・目的の検証も行われた【根拠：1－13 「学長からの

要請文」および各研究科委員会議事録】。 

 

＜物流情報学研究＜物流情報学研究＜物流情報学研究＜物流情報学研究科＞科＞科＞科＞    

本研究科の理念・目的は、大学院学生募集要項、大学ＨＰにおいて社会に公表し、大学

院履修要綱を配布し、大学構成員（教職員および学生）にも周知されている。 

また他の研究科と同様に、本研究科も 2012 年度にディプロマ・ポリシー、カリキュラム・

ポリシーの策定・改訂作業に取り組み、学長よりの要請に基づき、研究科の今後について

議論し、それらの過程で、理念・目的の検証も行われた【根拠：1－13 「学長からの要請

文」および各研究科委員会議事録】。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

法学研究科の理念・目的は、大学のホームページや大学院学生募集要項を通して、広く

社会に公表している。また、大学院履修要綱を通して、学生、教職員にも周知している。 

他の研究科と同様に、本研究科も 2012 年度にディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポ

リシーの策定・改訂作業に取り組み、さらに学長よりの要請に基づき、研究科の今後につ

いて議論し、それらの過程で、理念・目的の検証も行われた【根拠：1－13 「学長からの

要請文」および各研究科委員会議事録】。さらに、法学研究科での議論を経て、学長からの

要請に対する答申を作成した【根拠：1‐14 学長の要請に対する法学研究科の答申】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

スポーツ健康科学研究科の理念・目的は、大学のホームページや大学院学生募集要項を
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通して、広く社会に公表している。また大学院履修要綱を作成し、学生のみならず教職員

にも一般公開している。 

本研究科も他の研究科と同様に、2012 年度にディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポ

リシーの策定・改訂作業に取り組み、さらに学長よりの要請に基づき、研究科の今後につ

いて議論し、それらの過程で、理念・目的の検証も行われた【根拠：1－13 「学長からの

要請文」および各研究科委員会議事録】。 

 

 

（３（３（３（３）大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。）大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。）大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。）大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。    

    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

本学における教育理念や教育目的の検証は、全学的な教育研究活動の改善（教学改革）

の一環とし、これまで定期的に行われてきた。 

まず本学では、それまで学部のカリキュラム改革の都度に行われていた教学改革を、全

学的な視点から実行するために、1991 年 10 月に「教育研究活動改善検討委員会規則」を制

定し、学長を委員長とする「教育研究活動改善検討委員会」を設置して、全学を挙げて教

育研究内容の検証を行い、必要な改革を実行した。この教学改革については、1995 年 7 月

に『流通経済大学：教育研究活動改善検討委員会報告』という形で公表し、さらに 2001 年

には、先の教学改革を発展させることを企図して、『流通経済大学：第２回教育研究活動改

善検討委員会報告』を刊行した。この 2 度にわたる報告書の作成過程で、大学の理念・目

的についての全学的な検証が行われた。 

その後、2005 年 12 月には、先の委員会（「教育研究活動改善検討委員会」）を発展的に解

消して、新たに「流通経済大学の自己点検・評価の実施及び認証評価の申請に関する規程」

を策定し、学長を委員長とする全学の自己点検・評価委員会、及び各学部・研究科に点検・

評価実施委員会を設置した。この全学委員会と各学部・研究科委員会とが両輪となって、

本学の自己点検・評価活動は展開され、「開学以来、社会の変化に応じてカリキュラム及び

教育内容を逐次見直してきたものの、今後とも社会のニーズに的確に対応して有為な人材

を輩出し続けるためには、常に既存の教育方針等を見直し、新しい時代に即した教育内容

を確立する必要がある」【根拠：1－15（別冊 5）点検・評価報告書（2007 年）（14 頁）】と

の共通認識のもと、教育理念・目的の検証、全学的なカリキュラム改革、導入教育の展開、

FD 活動の活性化などに努めてきた。 

2012 年には、自己点検・評価委員会及び点検・評価実施委員会を再編成し、大学・学部・

研究科等の理念・目的を再検証するとともに、その結果を自己点検・評価報告書としてま

とめている【根拠：1－16（別冊 6） 2012 年度自己点検・評価報告書】。 

 2015 年度に開学 50周年を迎える本学では、2013 年度に将来構想検討委員会が設置され、

付属の４部会を中心に中長期的な視点から大学の理念・目的の適切性を検証し、再構築す

る態勢を整えている【根拠：1－17 将来構想検討委員会】。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

 経済学部における教育理念・目的の検証は、全学的な教学改革の動きと連動して定期的
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に行われ、学部創設時の理念・目的をベースに、敏感に時代の変化に対応させている。21 世

紀の今日では、情報化、国際化の時代に対応させて、経済学・経営学の専門知識に加えて、

広い国際的視野と情報処理能力を備えた「教養ある実業人」の育成を教育の目的として明

確にしている。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

 社会学部における教育理念・目的の検証は、他学部と同じように、全学的な教学改革の動

きと連動して定期的に行われており、そのほか「社会学部の教育方針（履修要綱に記載）」

については、まず学部長が原案を提示して各分科会、教授会で議論し、また「社会学科およ

び国際観光学科のディプロマ・ポリシー」については、各分科会での検討結果を教授会に提

示し、学部全体での検討・確認を行なっている【根拠：1－18 社会学部教育改善検討委員

会資料】。 

    

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

 流通情報学部においても、教育理念・目的の検証は他学部と同じように、全学的な教学

改革・カリキュラム改革と連動して定期的に行われている。その過程で、本学の教育理念

である「実学主義」を、『産学連携』という形で積極的に推進している。 

    

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

法学部における教育理念・目的の検証は、他学部と同じように、全学的な教学改革の動

きと連動して定期的に行われており、学部の目指す方向性については、学部内に設置され

ている自己点検・評価委員会を中心として、随時、点検を行っている。 

    

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

学部における教育理念・目的の検証は、他学部と同じように、全学的な教学改革の動き

と連動して定期的に行われている。そのほか本学部では、年２回、FD 研修会や学部運営委

員会を開催し、教育目標が適切であるか検討を行っている【根拠：1－19 スポーツ健康科

学部 FD 研修会資料】。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 学部と同様に、大学全体の教学改革の折に、研究科の理念・目的の検証が行われている

が、近年、入学者、在籍者ともに定員を充足しておらず、将来構想検討委員会の部会で、

大学院のあり方について検討している【根拠：1－17 将来構想検討委員会】。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

 他の研究科と同じように、大学全体の教学改革の折に、研究科の理念・目的の検証が行

われている。特に 2012 年度には、学長からの要請を受けて、研究科の理念・目的を含めた

検討を行なっている。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    
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 他の研究科と同じように、大学全体の教学改革の折に、研究科の理念・目的の検証が行

われている。特に 2012 年度には、学長からの要請を受けて、研究科の理念・目的を含めた

検討を行なっている。 

    

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

完成年度を迎えた 2007 年度から、研究科長を中心として、運営委員会において教育課程

全般の検討を開始し、翌年度以降、カリキュラムの改善とともに指導・審査体制の全面的

見直しを行った。その際に、研究科の理念・目的の適切性についても検討を行っている。

また学部と同様に、大学全体の教学改革の折に、研究科の理念・目的の検証が行われてい

る 

    

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

 学部と同様に、大学全体の教学改革の折に、研究科の理念・目的の検証が行われており、

また学長よりの要請に基づき、研究科の今後について議論し、それらの過程で、理念・目

的の検証も行われている。 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価        

●基準１の充足状況●基準１の充足状況●基準１の充足状況●基準１の充足状況    

大学・学部・研究科の理念・目的は、学部の学則、大学院の学則で明確に規定され、こ

の教育方針のもとで教育を受け、社会に出た卒業生が多数活躍している。これらの理念・

目的は、全学的な教学改革、自己点検・評価活動の過程で、その都度、全学的にも、各部

局でも検証されている。それらはまた、冊子、大学のホームページなどで広く社会にも公

表されており、おおむね基準１の水準を充足している。 

 

    

①①①① 効果効果効果効果が上がっている事項（優れている事項）が上がっている事項（優れている事項）が上がっている事項（優れている事項）が上がっている事項（優れている事項）    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

・ 大学の教育理念・目的を果たすための 3 本柱として実学主義、リベラルアーツの重視、

少人数教育があり、それらが社会に受け入れられて、今日の入試状況も就職状況も比較

的健闘している。 

・ 本学では、1995 年、2001 年に教育研究活動改善検討委員会報告を作成し、そして 2007

年および 2012 年に点検・評価報告書を作成している。そして報告書作成時には、毎回、

理念・目的の点検を行っている【根拠：1－20（別冊 7）流通経済大学教育研究活動改善

検討委員会報告】【根拠：１－3（別冊 2）第 2 回教育研究活動改善検討委員会報告】【1

－15（別冊 5）点検・評価報告書（2007 年）】【1－16（別冊 6）2012 年度点検・評価報告

書】。 

・ 大学の理念・目的、学部の 3 つのポリシーおよび研究科のディプロマ・ポリシーをホー

ムページ上に公開しており、容易にその内容にアクセスすることができる。 
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＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

・ 経済学部では、学部の教育理念・目的を敏感に時代の変化に対応させ、経済学・経営学

の専門知識に加えて、広い国際的視野と情報処理能力を備えた「教養ある実業人」の育

成を教育の目的として明確に打ち出している。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 2012 年度自己点検・評価にむけて、学部としての検討をしてきた。具体的には、学部長・

運営委員・編集委員、および 13 年度からは社会学科、国際観光学科の両主任により、

検討項目の確認、検討内容の確認など、社会学部点検・評価実施活動を行なった。【根

拠：1－21 社会学部自己点検・評価委員会資料】。 

・ 「社会学部の教育方針（履修要綱）」および「社会学科および国際観光学科のディプロ

マ・ポリシー」について、それぞれ、時代の変化・現代の社会状況に合わせて見直し・

変更を行なった。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ 本学部では、ロジスティクスの考え方を教育の柱に据え、それに関連する分野で活躍す

る人材の養成を明確に目標として掲げている。 

・ ロジスティクスの教育において、本学の建学の理念である「実学主義」を「産学連携」

という形で積極的に展開している。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ 本学部の教育理念・目的は、建学の精神に則り、「教養ある実業人」を育成するだけで

なく、地方分権が進む時代の要請に応えるものである。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

・ スポーツ健康科学部では、年２回、FD 研修会や学部運営委員会を開催し、教育目標が適

切であるか検討を行っている。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・ 本研究科は、開設以来、経済と経営に関する専門的研究・教育を遂行することを特色と

してきた。経済社会の国際化に対応して、日本人のみならず中国などアジア諸国からの

留学生の経済・経営の専門家を養成することができ、適切であったと評価できる。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 本研究科は、時代の要請に応えて、「理論社会学、社会福祉・地域社会学、産業・観光

社会学等の諸領域における専門的知識を有する高度職業人、または創造性豊かな研究者」

の養成を目的に開設したが、それぞれの分野で活躍する卒業生を送り出している。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・ 本研究科が、物流情報学の分野での実践力のある専門家の養成をねらいとしていること
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は、社会的な要請に的確に応えているといえる。 

・ 修士課程修了者は、物流関連企業及び一般企業の物流関係・情報関係の職に就いている

ほか、本研究科の博士後期課程への進学、大学の物流関係学部の講師として活躍してい

る。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

・ 学部同様、本学の建学の精神に則り、「教養ある実業人」を育成するだけでなく、地方分

権が進む時代の要請に応える人材を育成している。 

・ 完成年度を迎えた 2007 年度から、研究科長を中心として運営委員会において教育課程全

般の検討を開始し、翌年度以降、カリキュラムの改善とともに指導・審査体制の全面的

見直しを行ったが、その際に研究科の理念・目的の適切性についても検討を行っている。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 内部進学生のみでなく、他大学卒業生、中国や韓国からの留学生も入学していることか

ら、院生にとっては様々な効果が期待できる教育環境になっている。 

 

 

②改善すべき事項②改善すべき事項②改善すべき事項②改善すべき事項    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

・ 自己点検・評価委員会や将来構想検討委員会が設置され、中長期的な視点から大学・学

部・研究科の理念・目的の再構築が検討されているが、その理念・目的の適切性につい

て定期的に検証する大学評価室のような組織が必要である。 

・ 学部におけるアドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・

ポリシーを公表しているが、それらポリシーの具体的な検証（教育課程表と実際の開講

科目、教育効果の確認など）がまだ不十分である。 

・ 研究科におけるディプロマ・ポリシーは策定・公表されているが、アドミッション・ポ

リシーおよびカリキュラム・ポリシーが公表されていない。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 社会学部社会学科および国際観光学科の基盤として学生が学ぶ「社会学」とはどのよう

なものであるべきか、学部の設置理念・目的にもう一度立ち返り、現代の社会状況に合

わせて再度確認・検討する必要がある。さらにそれを課程表に反映させていくことが求

められる。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ ロジスティクス分野で活躍し得る人材の育成を効果的に進めるため、在学生や企業に対

する学部の理念・目標の認知度向上策の取り組みが必要である。 

・ 経済のグローバル化に伴い、グローバル・ロジスティクスの重要性が増していることか

ら、学部の理念や目的もグローバル性を意識した内容にしていくことが重要である。 
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＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ 2013 年度から始まった新しい教育課程を実施していく中で、教育理念・目的と３つのポ

リシーとの整合性について、不断の自己点検・評価活動を進めていく必要がある。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・ 本研究科では、応募者の減少傾向がみられ、定員の充足が困難となっている。特に、博

士後期課程においては、入学者が激減し、それに伴い学位の授与の実績も激減している。 

・ 大学を取り巻く環境が変化しているため、それに応じた研究科のあり方を検証する時期

に来ている。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 学部と同様に、本学研究科においても、アドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリ

シー、カリキュラム・ポリシーの策定・再検討が必要である。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

・ 入学者の減少により定員を満たしていない状態が続いており、研究科の理念・目的にさ

かのぼって再検討をすべきである。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 高度専門職業人養成型の博士後期課程の設置については、教育研究の実績を積み上げな

がら、斯界の国内の動向も考慮に入れて検討する。 

 

 

３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

・ 本学の教育理念・目的の根幹は、開設以来変わることなく、また社会的にも高い評価を

受けている。今後も時代の要請に応えながら、その方針を堅持する。 

・ 2013 年度に将来構想検討委員会を設置したが、その付属の部会（学部構成検討部会、新

学科開設準備部会、教育課程改革部会、大学院検討部会）において、大学の理念・目的

の適切性の点検・見直し作業を進めている【根拠：1－17 将来構想検討員会】 

    

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

・ 今後とも、情報化、国際化の時代に対応する人材の育成を柱に、学部の教学改革を推し

進める。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 大学全体の改革の動きと連動して、これからも学部・学科の理念・目的の見直しを継続

的に行う。 
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＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ 人材養成の目標を明確にして、教学改革を進めていく。 

・ 入学時の導入教育における企業訪問などで、早い段階から、ロジスティクスの教育に力

を入れていく。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ 時代の要請に応える本学部の教育理念・目的を、引き続き堅持していく。 

    

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

・ スポーツ健康科学部では、大学全体の改革の動きと連動して、これからも学部・学科の

理念・目的の見直しを継続的に行う。 

    

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・ 今後も海外からの留学生を積極的に受け入れて、経済・経営の専門家を養成する。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 社会学研究科では、研究科委員会において理念・目的の検証を行い、さらなる発展に向

けての方策を検討している。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・ 物流情報学、ロジスティクスは、極めて実践的な学問分野であるが、2010 年度より、講

義科目に企業講師による講義、企業現場見学をいれた講義を実施し、物流と情報技術の

両方の専門的な知識を幅広く身に付ける機会を提供している。 

・ 2013 年 9月、新松戸キャンパスにおいて、国内物流業界と大学院生が集団面接を行なっ

た（物流人材マッチングプロジェクト）。今後もこうした就職支援活動を展開する【根

拠：１－22 物流人材マッチングプロジェクト資料】。 

    

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

・ 今後も引き続き、カリキュラム改革、とくに指導・審査体制の見直し作業を続けていく。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ スポーツ健康センターにおける「スポーツ健康相談室」を開設し、学生・教職員や地域

住民のスポーツ活動、健康体力づくり運動を、実践研究の場として積極的に活用する【根

拠：１－23 スポーツ健康相談室】。 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学＜大学＜大学＜大学全体全体全体全体＞＞＞＞    

・ 将来構想検討委員会の検討事項のなかに、IR 機能を持つ大学評価室の開設が掲げられて

おり、これからの本学の自己点検・評価活動の中心となる予定である。 

・ 2015 年度に開学 50 周年を迎える本学では、中・長期の構想を検討中であり、その過程
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で、各学部・学科のポリシーの検証、具体的な開講科目との整合性を確認することにな

る。 

・ 大学院のアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシーについては、2013 年度末

を目途に、各研究科で検討中であり、その後大学ホームページで公表する。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 学部の教学改革、カリキュラム改革の中心は、「社会学」の位置づけとなる。全教員が

そのことを認識して、自己点検・評価活動を行なう。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ 新入生や在校生に対しては、履修登録時のガイダンス、各ゼミでの指導で、学部の理念・

目標の周知を図り、社会に対しては大学 HPの積極的な活用などで対応していく。 

・ グローバル・ロジスティクスを意識した学部の理念・目的の改訂を、今後の教学改革の

なかで検討する。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ 教育理念・目的と３つのポリシーとの整合性については、全学の自己点検・評価委員会

および教務委員会からの指摘もあり、現在、検証作業を進めている。 

    

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・ 本研究科の定員管理については、将来構想検討委員会の部会（大学院検討部会）で検討

されている。その結果を踏まえて、研究科のあり方（定員の削減等を含む）を検討する

【根拠：1－17 将来構想検討委員会】。 

    

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 2013 年度末を目途に、現在、３つのポリシーの策定・再検討を進めている。 

    

＜スポーツ健康科学研究科＞、＜スポーツ健康科学研究科＞、＜スポーツ健康科学研究科＞、＜スポーツ健康科学研究科＞、    

・ 将来計画検討委員会を発足し，受験生や入学生の動向、修了後の進路等を考慮しながら、

研究科のあるべき姿を絶えず検討する。たとえば、保健体育科教師を目指す学生に対し、

龍流連携事業を積極的に活用し、実際に学校現場で実習する授業を展開することにより、

授業力のある保健体育科教師の育成を図る。 

 

 

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料    

    

基準 資料の名称 資料番号 

１．理念・目

的 

流通経済大学三十年史 

流通経済大学学則 

第 2 回教育研究活動改善検討委員会報告 

1‐1（別冊 1） 

1－2 

1－3（別冊 2） 
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創立三十年記念論文集 

大学 HP ロジスティクス産学連携コンソー

シアム委員会資料 

流通経済大学大学院学則 

大学院履修要綱 

大学院各研究科 HP 

大学 HP 流通経済大学の教育方針 

2013RKU WEEK 教員用ガイド（実施要領） 

ファカルティ・プロファイル 

各学部 HP 

「学長からの要請文」および各研究科委員

会議事録 

学長の要請に対する法学研究科の答申 

点検・評価報告書（2007 年） 

2012 年度自己点検・評価報告書 

将来構想検討委員会 

社会学部教育改善検討委員会資料 

スポーツ健康科学部 FD研修会資料 

流通経済大学教育研究活動改善検討委員会

報告 

社会学部自己点検・評価委員会資料 

物流人材マッチングプロジェクト資料 

スポーツ健康相談室 

1‐4 

1－5 

 

1－6 

1－7（別冊 3） 

1－8 

1－9 

1－10 

1－11（別冊 4） 

1－12 

1－13 

 

1‐14 

1－15（別冊 5） 

1－16（別冊 6） 

1－17 

1－18 

1－19 

1－20（別冊 7） 

 

1－21 

１－22 

１－23 
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Ⅱ．教育研究組織Ⅱ．教育研究組織Ⅱ．教育研究組織Ⅱ．教育研究組織    

    

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明        

（１）大学の学部・学科・研究科・専攻および附置研究所・（１）大学の学部・学科・研究科・専攻および附置研究所・（１）大学の学部・学科・研究科・専攻および附置研究所・（１）大学の学部・学科・研究科・専攻および附置研究所・    センター等の教育研究組織は、センター等の教育研究組織は、センター等の教育研究組織は、センター等の教育研究組織は、

理念・目的に照らして適切なものであるか。理念・目的に照らして適切なものであるか。理念・目的に照らして適切なものであるか。理念・目的に照らして適切なものであるか。    

    

＜大学＜大学＜大学＜大学全体全体全体全体＞＞＞＞    

  設立時（1965 年）の日本の経済界では、我が国の流通部門の遅れ、専門的人材の不足

が叫ばれ、それを補う高等教育機関の設立が実業界から強く求められていた。その声に応

えるべく、日本を代表する物流企業である日本通運が主体となって、本学は設立された【根

拠：2－1（既出 1-1） 流通経済大学三十年史（第 1 章）】。 

第Ⅰ章で述べたように、本学はその設立の趣意書において、「流通革命時代といわれる現

代において、学校教育を通じて流通部門の学問的研究を深め、以て社会福祉の向上と文化

の発展に寄与すべき優秀なる人材を養成せんがために設立する」と謳っている。それ以来、

建学時の教育方針（実学主義、少人数教育、教養教育の重視）を一貫して堅持し、「流通経

済一般に関する研究と教育を振興して、我が国経済の飛躍的発展を図るとともに、深く人

文科学を攻究し、教養ゆたかな、視野の広い指導的人材を育成して、国民生活の健全化と

福祉の増進を図る」ことを目的として、教育・研究環境の整備を図りながら、社会科学系

の中規模総合大学を目指して、学部・学科の増設と内容の充実に努めてきた【根拠：2－1 

（既出 1-1）流通経済大学三十年史（39 頁）】。 

具体的には、1965 年に経済学部経済学科の単科大学として出発し、その後、1970 年には

経済学部経営学科を開設、1988 年に社会学部社会学科を開設、1993 年には社会学部国際観

光学科を開設、1996 年に流通情報学部流通情報学科を開設、2001 年に法学部ビジネス法学

科（開設時は企業法学科）および法学部自治行政学科を開設、そして 2006 年にスポーツ健

康科学部スポーツ健康学科を開設し、現在に至っている。また大学院 5 研究科も学部・学

科の開設に引き続いて設置されている【根拠：2－2（別冊 8）2013 流通経済大学（大学案

内）（91 頁）】。これらの学部・学科、また大学院の設置は、社会や時代の要請に応えて、本

学の教育理念を実現し、有意な人材を育成するために必要な措置であり、社会で活躍して

いる多くの卒業生の存在は、大学がその役割を十分に果たしてきたことの証でもある。 

なお本学学則第 1 条には、「教育基本法および学校教育法に則り、広く知識を授け人格の

陶冶に努めるとともに、広く社会科学に関する学問を研究教授し、もって産業の興隆と文

化の発展に寄与すべき優秀な人材を養成する」と定めている。この教育目標と上記の大学

設立時の建学の理念とが、本学における教育研究組織の編成原理であるといえる。 

 

 学部・大学院以外の教育研究機関としては、「物流科学研究所」「三宅雪嶺記念資料館」

がある。なお「一般教養連絡会議」「体育指導センター」については第Ⅲ章（「教員・教員

組織」）で、また「教育学習支援センター」「就職支援センター」「国際交流センター」「総

合情報センター」「スポーツ健康センター」については、第Ⅵ章（「学生支援」）で記載して

いる。 
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＜物流科学研究所＞＜物流科学研究所＞＜物流科学研究所＞＜物流科学研究所＞    

物流科学研究所は、1973 年に産業経済研究所として設立され、その後 1984 年には流通問

題研究所と改称され、1988 年に現在の名称（物流科学研究所）に変更されている。本研究

所は、文字通り物の流れを科学的に研究している。最近では時代にあわせて、「環境調和

型物流を考え、循環型社会を指向する」ことをテーマとして掲げ、物が廃棄されることが

ない循環型社会、あるいは環境調和社会に物流がいかに貢献できるのかを考える、いわゆ

るグリーンロジスティクスについての研究も進めている。 

本研究所は、流通経済大学の設立の理念（「流通経済一般に関する研究と教育の振興」）

を最もよく体現している研究機関であり、研究所の成果を集めた「物流問題研究」は、1980

年の発刊以来、毎年発刊されて、各界から注目を集めている。 具体的な本研究所の活動は

以下の通りである。    

 物流に関連する調査研究については、所員である専任研究員及び兼担研究員（専任以外

の学内教員）が設定した自主研究テーマが中心に行われている。これは学内予算により実

施され、年度でおよそ２～３テーマが取り組まれる。また、業界団体や民間企業などから

受託テーマとして調査研究を実施するケースもある。毎年必ず発生するわけではないが、

最近の５年間は年間１本程度が実施されている。自主研究テーマによる調査研究の成果は、

原則的にその成果を本研究所の機関誌「物流問題研究」に掲載し、研究成果を広く社会に

発信している。 

 物流領域の情報発信については、上記の「物流問題研究」を年２回のペースで発行して

いる。2010 年夏号（54号）からは、デザイン、冊子のサイズ共にリニューアルを行ってい

る他、「人材が物流を変える」、「物流課題解決の新たな視点」、「震災とロジスティクス」、「ロ

ジスティクスとリスク管理」、「物流とコンプライアンス」、「物流改革の新潮流」など社会

の変化やニーズに合わせ毎回異なったテーマを特集しており、学内外から 24 点の投稿を得

ている。自主テーマの研究成果及び学内外からの論文については、2008 年度以降本年まで

で 33 本掲載している。最新の 2013 年３月発行のものは 1980 年から数えると通巻 59 号に

なる。発行部数は 530 部で、およそ 300 箇所の大学、研究機関、公共の図書館、物流有識

者に送付するほか、本学のホームページに「物流科学研究所の活動」のサイトを設け、そ

こに「物流問題研究」のコンテンツを全て掲載し、調査研究成果の情報発信を強化してい

る【根拠：2－3 物流科学研究所規程】【根拠：2‐4 物流科学研究所 HP】。 

 建学以来の理念の一つである実学主義に基づいた産学連携を図るためには、2008 年度に

産学連携による実践的なロジスティクスを担う人材育成を目的とする「サプライチェー

ン・ロジスティクス人材育成プログラム」（経済産業省採択）を流通情報学部・大学院物流

情報学研究科と共同実施した。その後同プログラムのメンバーを母体として、2011 年度に

は「ロジスティクス産学連携コンソーシアム」が当研究所を受け皿として立ち上げられ、

より効果的なロジスティク教育を図るための企業と大学との情報交換の場としている【根

拠：2－5（既出 1‐5）大学 HP コンソーシアム】。 

 大学、研究機関等との物流領域での学術交流の拠点化を図ることについては、各種の連

携・協定、交流に取り組んでいる。2009 年に独立行政法人海上技術安全研究所と物流研究

分野における連携推進のための基本協定を交わし、研究及び教育に関すること、共同研究

等による研究開発と応用に関することなどの多様な情報交換を行っている。また、中国の
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北京物資学院との交流を強化しており、現地での特別講演の実施、研究分野での意見交換

を行うほか、共同研究の可能性を検討している。 

 なお、我が国の「物流」に関する理論的な研究の揺籃期に活躍された故平原直氏を始め、

多くの先人所蔵の物流関係資料が当研究所に寄託されており、一般公開に供すべく、現在

その整理作業を進めている。 

 

＜三宅雪嶺記念資料館＞＜三宅雪嶺記念資料館＞＜三宅雪嶺記念資料館＞＜三宅雪嶺記念資料館＞    

三宅雪嶺は、近代日本を代表する知識人の一人である。明治・大正・昭和の３代にわた

って、思想・言論・哲学・史論など多方面に活動した。本名は三宅雄二郎。「雪嶺」は号で、

故郷の白山にちなんでいる。 

雪嶺は、1860（万延元）年に儒医三宅恒の子として加賀国（現 石川県）金沢に生まれた。

近代学校制度の草創期に教育を受け、1883（明治 16）年に東京大学文学部哲学科を卒業し

た。1888（明治 21）年に政教社を結成、機関誌『日本人』を創刊し、国粋主義を説いた。

また、東洋と西洋の哲学を総合した哲学体系をうち立てようとし、その哲学は『宇宙』ほ

かの著作にまとめられている。史論家であり、その著作『同時代史』は、自分の生きた時

代を年ごとにまとめた全６巻の大著である。 

流通経済大学の三宅立雄名誉教授は、三宅雪嶺の嫡孫に当たる。退職に際して雪嶺の旧

蔵書・旧蔵品の寄託を大学に申し出た。大学は、現在の日本のような不安定な社会にあっ

て、日本の将来を深く考えた雪嶺を改めて見つめ直すことに大きな意義を認め、記念資料

館の設立を決定した【根拠：2－6 三宅雪嶺記念資料館 HP】。この近代日本を代表する知識

人の個人資料館の設立は、本学の設立の理念（「深く人文科学を攻究し、教養ゆたかな、視

野の広い指導的人材を育成」）にも合致し、本学の教職員、学生、また地域社会の啓発にも

寄与しており、本学の誇りとするものである。  

資料館は、２年半ほどの準備期間を経て、2002（平成 14）年５月に龍ケ崎キャンパスに

開館した。場所は大学の７号館である。一階に展示室があり、雪嶺の人生と業績を常設展

示している。４階には準備室と収蔵室があり、資料館業務が行われるとともに、雪嶺の旧

蔵書・旧蔵品が収蔵されている。 

資料館の活動は、寄贈された資料の保存と活用をはかり、雪嶺に関する調査・研究を行

うことである。具体的には、常設展示の案内、資料館ニュースの発行、特別展の企画・宣

伝・実施、旧蔵書・旧蔵品の整理と目録化などを行っている。 

収蔵しているもので最も多いのは、雪嶺の旧蔵書である。自身の著作や私淑者からの寄

贈本を含む和書、英語・フランス語・ドイツ語などの洋書、和洋の雑誌、また江戸時代の

地図や公家の名簿などもある。加えて、雪嶺の書や著作原稿、兄の恒徳のものと思われる

ノート、コレクションを貼り込んだ簿冊、など多様な文書類がある。また、モノ資料とし

て、雪嶺が使用した硯や文鎮、トランク、双眼鏡、扇といった身の回りの物、夫人の花圃

の硯、百年ほど前の南極探検隊のペンギンの剥製などもある。 

常設展示は、三宅雪嶺の生涯が「その時代と人生」「師・友・ライバル」の二つによって

紹介されている。「その時代と人生」は、雪嶺を中心とする文献資料や写真によって時代背

景とともに紹介している。「師・友・ライバル」は、雪嶺の幅広い交友関係を紹介すること

で、その言論活動の背景を探って行く。それぞれ「明治の青年（1860～1887）」「思想と言
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論に生きる（1887～1923）」「言論界の老大家として（1923～1945）」の三つの側面が追加さ

れていて、青・壮・老の各時代に対する意識を示している。  

開館記念講演として、2003（平成 15）年に龍ケ崎キャンパスで、佐藤能丸先生「三宅雪

嶺の人と思想」を行ない、2005 年には新松戸キャンパスで、長妻三佐雄先生「近代日本と

『公共性』―三宅雪嶺を中心に」を開催した。企画展として 2003 年に「雪嶺婦人 三宅花

圃」を初めて展示し、2004 年と 2005 年に「三宅雪嶺旧蔵写真」展と「三宅雪嶺回顧」展を

開催し、2006 年に新松戸キャンパスで、「田辺朔郎と琵琶湖疏水」展を行った。以後、講演

会と企画展は新松戸キャンパスで開催している【根拠：2－7 三宅雪嶺記念資料館ニュー

ス no.1】。 

 

 

（２）教育研究組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。（２）教育研究組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。（２）教育研究組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。（２）教育研究組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。    

    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

 これまですでに述べたように、教育研究活動改善検討委員会報告（1995 年、2001 年）お

よび点検・評価報告（2007 年・2012 年度）の際に、教育研究組織の適切性についても定期

的に検証を行ってきた。 

 全学的には、全学協議会、学部長会議にて必要に応じて検討が行われ、各学部・学科に

ついては、教授会および学科会議において定期的に検証を行っている。現在、「実学主義」、

「教養主義」、「少人数教育」を適切に行うことができるように、自己点検・評価委員会を

中心に、全学的な検証を続けている。 

2013 年には将来構想委員会および付属の部会が設置され、中長期的な視点・戦略のもと

で、新学部・新学科の設立、既存の学部および研究科等の教育研究組織の改組・転換につ

ても議論されている【根拠：2‐8（既出 1－17）将来構想検討委員会】。 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価    

●基準２の充足状況●基準２の充足状況●基準２の充足状況●基準２の充足状況    

本学の教育研究組織（学部・大学院、附置研究所、記念資料館）は、設立の理念・目的

に沿って適正に編成され、時代や社会の要請に応えて整備・発展してきているので、基準

２の要件を満たしているといえる。 

 

    

①①①① 効効効効果が上がっている事項（優れている事項）果が上がっている事項（優れている事項）果が上がっている事項（優れている事項）果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 時代の要請に合わせ 5 学部 8 学科を開設したことにより、本学の教育目的を達成でき

る教育研究組織の整備・拡充が可能となった。 

 

＜＜＜＜物流科学研究物流科学研究物流科学研究物流科学研究所＞所＞所＞所＞    

・ 機関誌「物流問題研究」に特集の部を設けて構成を変えたことで、企業の実務家から
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の実践的な投稿が増加した。 

・ 「物流問題研究」のコンテンツを大学ホームページに公開したことで、社会に対する

情報発信力の強化とプレゼンスの向上に寄与した 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 本学の教育研究組織は、教育の理念・目的に沿って適切に編成・整備されてきている

が、定期的な検証過程で明らかになっているように、学部レベルでも、大学院レベル

でも、幾つかの課題があることも事実である。時代の要請、本学を取り巻く環境も考

慮しながら、教学改革を進めていく必要がある。 

    

＜＜＜＜物流科学研究所物流科学研究所物流科学研究所物流科学研究所＞＞＞＞    

・ 自主研究テーマについて、校務その他の業務の多忙などの理由により当該年度内に調

査研究が終了せずに、次年度テーマとして繰り越されるケースが出ている。 

・ 当研究所に寄託されている物流関係資料は、現在その整理作業を進めているものの一

般公開するに至っていない。 

 

 

３．３．３．３．将来に向けた発展方策将来に向けた発展方策将来に向けた発展方策将来に向けた発展方策    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

・ 将来構想検討委員会が設置され、中長期的な視点に基づいた新学部・新学科の設立、

現存学部および研究科等の教育研究組織の改組・転換を検討している。 

    

＜＜＜＜物流科学研究所物流科学研究所物流科学研究所物流科学研究所＞＞＞＞    

・ 機関誌「物流問題研究」の質的向上と発信力の強化を今後も続けていく。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ すでに何度も述べているように、本学は 2015 年度に開学 50 周年を迎え、中・長期的

な視点に立った将来構想をたてるべく全学的な委員会を立ち上げている。この委員会

での検討を踏まえて、本学における適正な教育研究組織のあり方を再検討することに

なる。 

    

＜＜＜＜物流科学研究所物流科学研究所物流科学研究所物流科学研究所＞＞＞＞    

・ 研究体制の整備、また将来的には、財務面でもある程度独立性を持った研究機関として

運営することを目指して、受託テーマの拡大を図る。 

・ 物流関係資料の公開は、現在、その準備を進めており、できるだけ早い時期の公開を目
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指している。 

 

 

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料    

 

基準 資料の名称 資料番号 

２．教育研究

組織 

流通経済大学三十年史 

 

2013 流通経済大学（大学案内） 

物流問題研究 

物流科学研究所 HP 

大学 HP ロジスティクス産学連携コンソー

シアム委員会資料 

三宅雪嶺記念資料館 HP 

三宅雪嶺記念資料館ニュース no. 1 

将来構想検討委員会 

 

2－1 

（既出 1-1） 

2－2（別冊 8） 

2－3 

2‐4 

2－5 

（既出 1‐5） 

2－6 

2－7 

2‐8 

（既出 1－17） 
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Ⅲ．教員・教員組織Ⅲ．教員・教員組織Ⅲ．教員・教員組織Ⅲ．教員・教員組織    

 

 

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明    

（１）大学として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか。（１）大学として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか。（１）大学として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか。（１）大学として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか。    

 

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

 本学では、建学の精神を踏まえ、「教育基本法および学校教育法に則り、広く知識を授け

人格の陶冶に努めるとともに、広く社会科学に関する学問を研究教授し、もって産業の興

隆と文化の発展に寄与すべき優秀な人材を養成」できる教員を求めている【根拠：3－1 （既

出 1－2）学則（第 1 条）】。その上で、本学の専任教員に求める能力は、本学「専任教員規

程」において「教員は、流通経済大学の学風を重んじ、学内の継続的行政事務に従事する

場合の外、研究と教授に専念しなければならない」（第 2条）と定めている【根拠：3－2 専

任教員規程】。また「教員資格審査基準」において、教授、准教授、講師、助手の資格審査

基準を規定しており、「教員資格審査基準における内規」においては、採用・昇格に必要な

年数、業績などについて、さらに詳細な内容を規定している【根拠：3－3 教員資格審査

基準】【3－4 教員資格審査基準における内規】。 

新任教員の採用にあたっては、担当予定科目にふさわしい能力・資質を明記して、募集

条件を公開しており（公募採用）、また大学院の担当教員についても、各研究科委員会で、

学部の専任教員から、規定に基づいて担当教員を決定している。 

 本学教員組織の編成方針は、本学「学則」、「大学院学則」、各学部規則、研究科規則等に

おいて定められ、「大学は教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的

な連携体制を確保し、教育研究に関わる責任の所在が明確になるように教員を編成」（大学

設置基準第 7条 2 項）している【根拠：3－1（既出 1‐2）学則】【根拠：3－5 （既出 1－

6）大学院学則】【根拠：3－6 各学部規則】【根拠：3－7 大学院研究科規則】。具体的に

は、経済学部で 44名の専任教員（設置基準上の必要専任教員数は 23名）、以下、社会学部

で 41名（20 名）、流通情報学部で 21 名（14名）、法学部で 27 名（20名）、スポーツ健康科

学部で 21 名（15 名）、学部全体で 156 名（137 名）の専任教員を擁し、大学設置基準（別

表第一・別表第二）で定められている専任教員数を上回る教員を、各学部・学科で確保し

ている（別表二の教員は、各学部の教員数を考慮して適切に配置している）【根拠：3－8 大

学基礎データ（表２） 全学の教員組織】。このほか、主要な授業科目は原則として教授・

准教授が担当しているが、必要な科目については、各学部・学科での審議を経て、非常勤

講師を依頼している（全学で 219 名）。 

 近年、教員の高齢化が本学でも顕在化しているが、各学部の新規採用人事の際に、学部

の年齢構成の適正化に配慮し、30 台の若手教員の採用を積極的に進めている。また女性教

員の採用も同様である。 

 本学教員の組織的な連携体制に関しては、まず学内理事協議会（学長が招集）、大学協議

会（学長が議長）、および学部長会議（学長が議長）が設置されており、それらが全学的な

事項に関して協議・調整して、学長を中心とする責任体制の明確化がなされている【根拠：

3－9 学内理事協議会規則】【根拠：3－10 大学協議会規則】【根拠：3－11 学部長会議
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規則】。また必要に応じて全学教員会議（学長が招集）が開催され、学長からすべての教員

に対して懸案事項の説明がなされる【根拠：3－12 全学教員会議規程】。さらに近年、学

長補佐制度（学長が指名）が制定され、学長の職務を補佐するとともに、学長の指示する

特命事項について情報の収集及び企画・立案等の任に当たっている【根拠：3－13 学長補

佐に関する規程】。 

 各学部では、学部構成員（教授・准教授・講師）から選ばれた学部長が教授会を主宰し、

選挙で選ばれた教務担当運営委員（1 名）、および入試担当運営委員（1 名）とで学部運営

委員会（3名）を構成して、学部の所管事項の審議を行なっている。 

 本学にはまた、一般教養科目を担当する全学組織の委員会（一般教養連絡会議）、スポー

ツ健康科目を担当する教員が関与する体育指導センターがあり、それぞれ学部を横断して

の教育体制を整えている。このうち一般教養連絡会議は、本学の一般教養に関する科目に

関連する事項を審議する。その構成メンバーは、当該科目の専任教員によって構成されて

いる【根拠：3－14 一般教養連絡会議規則】。一般教養連絡会議が求める教員は、当該科

目の教育・研究に対する十分な資質と能力、研究業績、教育への熱意、さらには学内の行

政への積極的貢献ができる人材であり、そのため採用においては、こうした条件を明確に

提示しており、非常勤講師についても、これに準じた採用が行われている。 

一般教養連絡会議の組織的な連携体制は、各教授会の一般教養分科会主任が学部教授会

との連絡を取る他、教務、FD、IT 戦略の各委員会に一般教養連絡会議の代表が参加し、調

整を行っている。また、一般教養連絡会議議長が大学協議会および学部長会議の構成メン

バーになっており、大学全体との連絡調整を図るようになっている。 

体育指導センターは、「体育指導センター規程」に基づいて運営され、学長の選任した所

長のもとに、兼担の教員及び専任所員、兼任所員等から構成されている【根拠：3－15 体

育指導センター規程】。これらの所員は、専門分野の研究・教育の理論と実際（実践）の場

としてセンターの運営に関わり、主として「体育・スポーツ課外活動の指導・助言」「学生

の体力・形態測定」「体育・スポーツに関する公開講座」「体育・スポーツの施設運用・管

理」「健康やスポーツに関する啓蒙とその振興」「スポーツ・トレーニング実技（一般体育

実技）指導」の役割を担っている。特に、強化振興を計画している７団体の課外体育・ス

ポーツ活動には、それぞれ専門の兼任所員を配置している。 

このほか、各学部から選出された教員で構成される教務委員会、学生委員会、入試センタ

ー運営委員会、就職委員会、図書館運営委員会、教育学習支援センター運営委員会など、

全学的な組織が整備されており、それぞれ教務部長、学生部長、入試センター長などが中

心になって、部局の定められた事項の審議を進めている。さらに大学の質保証を担当する

全学組織（自己点検・評価委員会）と各部局（事務組織を含む）の組織（点検・評価実施

委員会）、および全学 FD 委員会、各学部の FD 委員会が有機的に機能している【根拠：3－

16 流通経済大学の自己点検・評価の実施及び認証評価の申請等に関する規定】【根拠 3－

17 FD 委員会規則】。 

大学院についても同様に、学長を議長とする全学的な大学院委員会、各研究科長が主宰

する研究科委員会が、大学院に関わる事項を審議しており、教員の連携体制が適切に整備

されている【根拠：3－5（既出 1－6）流通経済大学大学院学則 19 条・20条】。 
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＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

 経済学部が求める教員像は明確には規定されていないが、大学の求める教員像に準じて

いる。特に学部の専任教員を採用する際には学部の人事委員会を発足させ、書類審査、業

績審査、模擬授業、面接などを通して、専任候補者の研究業績、教育歴、人柄などを多面

的に評価して、学部の求める教員を教授会で決定している。 

 学部内の教員の組織的な連携体制は、経済学部教授会を頂点として、経済学科分科会、

経営学科分科会および一般教養分科会により構成されている【根拠：3－18 経済学部分科

会規則】。教学事項に関わる基本的な承認機関は教授会であり、その意味において教育研究

に係る責任は教授会にあり、その責任者は学部長である。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

 社会学部が求める教員像は、大学の求める教員像に準じている。具体的には「専任教員

規定」「教員資格審査基準」を満たすもので、一般的には研究業績、教育歴、研究歴、人物

などが審査の基準となる【根拠：3－2 専任教員規程】【根拠：3－3 教員資格審査基準】。 

教員の構成については、設置基準に定める教員数を、社会学科、国際観光学科、一般教

養分科会に配置し、それぞれの分科会の主任を中心に、定められた事項を審議している【根

拠：3－19 社会学部分科会規則】。学部の専任教員で構成される教授会では、教育課程、

授業計画、入学・進級・卒業、および教員人事などが審議され、必要に応じて全学の組織

（教務委員会など）と協議のうえ、重要事項を決定している。学部の運営は、学部長と 2

名の運営委員（教務・入試）とからなる学部運営委員会が担い、学部長と学部教授会が、

学部に関わる事項の責任を負っている。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

 他学部と同様に、流通情報学部が求める教員像は明確には規定されていないが、大学の

求める教員像に準じている。具体的には「専任教員規定」「教員資格審査基準」を満たすも

ので、一般的には研究業績、教育歴、研究歴、人物などが審査の基準となる【根拠：3－2 

専任教員規程】【根拠：3－3 教員資格審査基準】。専任教員を採用する際には学部の人事

委員会を発足させ、書類審査、業績審査、模擬授業、面接などを通して、専任候補者の研

究業績、教育歴、人柄などを多面的に評価して、学部の求める教員を教授会で決定してい

る。 

教養教育を担当する教員およびロジスティクスに関連する分野の教育研究を専門とする

教員は、それぞれ分科会を組織しており、各分科会に関わる事項は、当該分科会にて審議

され、学部長の主宰する学部教授会にて了承を得ることとしている【根拠：3－20 流通情

報学部分科会規則】。また、両分科会に跨る案件については学部教授会にて直接審議・了承

を得ることとしている。 

一般教養分科会に属する教員は外国語や教養科目に関する教育と研究を担当し、一方、

もうひとつの分科会に属する、ロジスティクスに関連する分野の教員は、物流系、情報系、

流通情報系の三つの分野の科目に対応する教育と研究を担当し、必要に応じて全学組織と

連携して教育・研究に従事している。 
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＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

法学部ではそもそも教員の採用にあたって、人事委員会を中心に、本学「専任教員規定」

及び「教員資格審査基準」に沿った上で、法学部の理念・目的を理解し、そのための教育・

研究をおこなう教員を採用する方針を徹底し、厳正かつ慎重な審査にもとづいて採用して

いる【根拠：3－2 専任教員規程】【根拠：3－3 教員資格審査基準】。採用された者はそ

の後、ビジネス法学科・自治行政学科・一般教養のいずれかの分科会に所属し、各分科会

主任のもとで連携をとって教育・研究にあたっている。 

次に、教員の組織的な連携体制は、学部長が主宰する学部教授会を頂点として、ビジネ

ス法・自治行政・一般教養の３分科会によって成り立っている【根拠：3－21 法学部分科

会規則】。教育研究活動に必要な教員の補充等の人事については、各分科会でカリキュラム

全体との整合性を考慮しながら、新たに補充すべき科目について合意を形成し、それを教

授会で協議し、進めている。また毎年の授業計画についても、各分科会で協議した上で、

最終的には学部教授会で審議の上これを承認している。このように、授業計画案の作成等、

教育課程の編成に関する事項について、各分科会の意見を反映する仕組みとなり、学部・

学科の教育研究を具体的に実現するのに妥当な連携体制が構築されている。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 スポーツ健康科学部が求める教員は、本学の「専任教員規定」及び「教員資格審査基準」

に沿ったうえで、「スポーツを学ぶ事を通じて、人間力に富んだ国際人を育てる」ことに共

鳴し、あらゆる生命に対して尊崇の念を持つ教員である【根拠：3－2 専任教員規程】【根

拠：3－3 教員資格審査基準】。言い換えれば、人間として優しい思いやりの心、強くたく

ましい精神、自ら考え行動できる「人間力」を育てるために必要な資質を備えた、高い専

門性と高度な技術力を兼ね備えた教員である。 

学部内の教員構成や連携に関しては、学部長の主宰する学部教授会の中に、スポーツ健

康科学科分科会、一般教養分科会を設け、設置基準で定める必要な教員数を配置し、それ

ぞれの分科会で定められた事項を審議・決定している【根拠：3－22 スポーツ健康科学部

分科会規則】。学部の運営は、他の学部と同じように、学部長と 2 名の運営委員（教務・入

試）とからなる学部運営委員会が担い、学部長と学部教授会が、学部に関わる事項の責任

を負っている。また学内の各種委員会の他に、学部内の運営を円滑に推進させるための委

員会を別に組織化させ、学部運営及び教育、研究活動に従事している。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 教育理念・目的等を実現するために、本学では、学部・大学院の教育課程、収容定員等

に応じた教員組織を設けている。経済学研究科においても、主に学部に所属する専門科目

担当の専任教員のうち、大学院修士課程及び博士後期課程の担当教員資格基準を満たした

者を配置している【根拠：3－23 大学院修士課程担当教員資格基準内規】【根拠：3－24 大

学院博士課程担当教員資格基準内規】。経済学研究科委員会は、教育と研究の成果を上げる

ために相応しい教員が担当するように常に配慮している。 

 経済学研究科の意思決定機関としては、研究科委員会があり、本学の経済学部に所属す

る教員のうち、担当資格のある教員で構成されている。また学長を主宰者とする全学的な
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組織（大学院委員会）には、研究科の科長が参加して、大学院全体に関わる事項を協議し

ている【根拠：3－5（既出 1－6）流通経済大学大学院学則 19 条・20 条】。なお、各教育

課程における専任教員数が大学設置基準を満たすように人事計画を立てており、高度な教

育研究の指導を担保するために担当教員の人事体制を整えている。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

大学院社会学研究科においては、社会学部に所属する専門科目担当の専任教授及び准教

授のうちから、当該研究科の教育理念と教育目的に照らし、社会学研究科委員会が大学院

修士課程及び博士後期課程の担当教員として相応しいと認めた者が、大学院を兼担してい

る【根拠：3－23 大学院修士課程担当教員資格基準内規】【根拠：3－24 大学院博士課程

担当教員資格基準内規】。 

 各教育課程における専任教員数は、大学設置基準を満たすように人事計画が立てられて

いる。2014 年度現在、修士課程が設置上必要な教員人数 6 名に対し 17 名が、博士後期課程

は 6 名に対し 11 名が担当している【根拠：3－8 大学基礎データ 表２全学の教員組織】。

一部の教員に過度な負担がかかる可能性を避ける工夫がされる限りは、高度な研究と教育

を担保するための担当教員の人事体制が整えられているとみることができる。 

 社会学研究科の意思決定機関には、大学院担当者からなる社会学研究科委員会があり、

研究科に関わる事項を審議している。また学長を主宰者とする全学的な組織（大学院委員

会）には、研究科の科長が参加して、大学院全体に関わる事項を協議している【根拠：3－

5（既出 1－6）流通経済大学大学院学則 19 条・20 条】。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

大学院物流情報学研究科においては、学部に所属する専門科目担当の専任教員のうち、

流情報学研究科委員会が大学院修士課程及び博士後期過程の担当教員資格基準によって必

要かつ適切と認めた者が、それぞれ兼担している【根拠：3－23 大学院修士課程担当教員

資格基準内規】【根拠：3－24 大学院博士課程担当教員資格基準内規】。 

 他の研究科と同様に、物流情報学研究科の意思決定機関は大学院担当者からなる研究科

委員会であり、研究科に関わる事項を審議している。また学長を主宰者とする全学的な組

織（大学院委員会）にも、研究科の科長が参加して、大学院全体に関わる事項を協議して

いる【根拠：3－5（既出 1－6）流通経済大学大学院学則 19 条・20条】。 

なお修士課程および博士後期課程では、大学の設置基準を超える教員数を配置し、高度な

教育研究の指導を担保するための人事体制を整えている【根拠：3－8 大学基礎データ 表

２全学の教員組織】 

 

＜法学研究＜法学研究＜法学研究＜法学研究科＞科＞科＞科＞    

本研究科の教育理念・目的等を実現するために、大学の設置基準を超える教員数を配置

し、研究科の教育課程、収容定員等に応じた教員組織（法学研究科委員会）を設けている

【根拠：3－8 大学基礎データ 表２全学の教員組織】。担当教員は、法学部に所属する専

門科目担当の専任教員のうち、法学研究科委員会が規定に従って認めた者を配置している

【根拠：3－23 大学院修士課程担当教員資格基準内規】。教員の経歴および研究業績等に
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したがって、各分野のバランスに配慮した教員の構成となっている。 

 また研究科の意思決定機関は、大学院担当者からなる法学研究科委員会であり、研究科

に関わる事項を審議している。学長を主宰者とする全学的な組織（大学院委員会）には、

研究科の科長が参加して、大学院全体に関わる事項を協議している【根拠：3－5（既出 1

－6）流通経済大学大学院学則 19 条・20 条】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

 スポーツ健康科学研究科の教員は、本学ホームページの「スポーツ健康科学研究科（設

置認可申請等）」に明記してある通りに、いずれも実践的な教育を十分に担当できる能力を

有する教員である。具体的には、専門科目の生涯スポーツ領域と競技スポーツ領域を担当

する専任教員と、教育研究の幅広さを担保できる教員である。2012 年度からは、大学院の

授業担当教員として学部専任教員６名を、2013 年度からは２名をさらに追加し、より一層

の教育研究の充実や学部との密な連携を図っている。大学院担当教員の資格については、

他の研究科と同様に「大学院修士課程担当教員資格基準内規」に準じている【根拠：3－23 

大学院修士課程担当教員資格基準内規】。 

教員組織については、大学院学則に基づき、研究科長、運営委員を選び、研究科委員会

を編成している【根拠：3－5（既出 1－6）流通経済大学大学院学則 19 条・20 条】。また

教育・研究をより発展的に運営するために、教務・ＦＤ、入試・広報、修士論文・研究倫

理、学生・就職の各委員会をおき、研究教育に係る業務を研究科構成員全員で分担してい

る。なお研究論文指導については、スポーツ健康科学研究科研究指導担当教員および授業

担当教員の任用基準に則り、研究指導体制を組織している。 

 

 

（２）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。（２）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。（２）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。（２）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。    

    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

 本学は 2013 年度現在、5 学部 8 学科を有し、設置基準に必要な専任教員数 137 名に対し、

156 名の専任教員を有し、各学部・学科・研究科において、設置基準を満たす専任教員が配

属されている。また 2013 年度現在の在籍学生数は学部 5,728 名、研究科 88 名であり、教

員一人あたりの学生数は 37,28 名となる【根拠：3－8 大学基礎データ 表２全学の教員

組織】【根拠：3－25 大学基礎データ 表４】。 

専任教員 156 名のうち、教授 97 名、准教授 37名、講師 22名（物流科学研究所および教

育学習支援センター専任所員を含む）である。また兼任教員は 219 名であり、専任教員と

兼任教員の比率はおよそ２対３である【根拠：3－8 大学基礎データ 表２ 全学の教員

組織】。 

 年齢別教員数は、60 歳代 54 名、50 歳代 38 名、40 歳代 32 名、30 歳代 22 名（ただし学

長 1 名、物流科学研究所専任所員 2 名、教育学習支援センター専任所員 7 名除く）となっ

ており、全学的に高齢化が進んでいる【根拠：3－26 大学データ集 表２】。 

なお一般教養分科会に所属する教員は、専任教員は 45 名、非常勤教員は 89 名であり、

その比率は、1:2 となっている。 それぞれの担当科目は、研究と教育の業績に基づいて審
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査されており、任用後に科目を追加担当する場合にも、審議を行っている。なお、新しく

専任教員を採用する場合の担当科目については、一般教養連絡会議で検討が行われ、人事

方針を決めている。 

本学の教育研究組織は、いずれも学長の統括のもとに、各学部長、教務部長、学生部長

等の部局長からなる大学協議会、各学部教授会及び大学院研究科委員会、各センター所員

会議等による審議を通じて円滑に運営されている。学部教授会は、当該学部に所属する全

専任教員（教授、准教授、講師、ただし特任教員は除く。）から構成され、この各学部教授

会において互選された学部長が主宰している。教授会は月 1 回程度開催されて、教育課程

に関する事項、学生の入学及び卒業の認定に関する事項、学生の学園生活に関する事項、

教員の任免、昇格及び進退に関する事項等について審議する。教授会の審議事項のうち、

教学にかかわる事項や学生生活にかかわる事項、さらには入試にかかわる事項等について

は、その原案は全学的な協議機関としての教務委員会や学生委員会、全学入試協議会等で

企画・調整の上、各学部教授会に提案される仕組みになっている【根拠：3－6 各学部規

則】。 

大学院の各研究科には研究科委員会が置かれ、各研究科の専任教員によって組織されて

いるが、その委員長はそれぞれの委員会で互選される【根拠：3－27 大学院研究科長候補

者選考規則】。各研究科委員会では、教育課程及び研究指導に関すること、入学、退学、休

学等に関すること、課程修了及び学位に関すること等について審議され、円滑な組織運営

が行われている。また学長の下に各研究科長等からなる大学院委員会が設置され、教育及

び研究に関する基本的事項、学位授与の認証等の事項について審議している【根拠：3－5

（既出 1－6）流通経済大学大学院学則 19 条・20条】。 

 

＜経済学部＜経済学部＜経済学部＜経済学部    ＞＞＞＞    

経済学部の専任教員は 2013 年 5 月 1 日現在 44 名（学長を含む）である。その内訳は、

経済学科専任教員が 18名（教授 10 名、准教授 6名、講師 2 名）、経営学科専任教員が 12 名

（教授 8 名、准教授 2 名、講師 2 名）で、いずれの学科とも、大学設置基準上の必要専任

教員数（経済学科 13 名、経営学科 10 名）を満たしている。このほか、一般教養分科会の

専任教員 14 名（教授 7名、准教授 2名、講師 5 名）が経済学部に所属している。 

経済学部の教育課程は、本学部の教育理念に基づき、また学生の入学定員（経済学科 250 

名、経営学科 150 名）を勘案して、両学科の専任教員数をバランスよく配置している。経

済学部の在籍学生数は、2013 年 5 月 1 日時点で、経済学科 1,162 名、経営学科 712 名、合

計 1,874 名であり、専任教員１人当たりの在籍学生数は 42.6 名となる。十分とはいかない

までも、少人数教育の実施可能な専任教員数が確保されている。 

また専任教員は、そのほとんどが学部の教育課程を構築・運営する責任機関である教授

会の構成員であることから、学部内でのコア科目と位置づけられる必修の演習科目および

専門科目を担当し、学生に対し緊密かつ丁寧な指導を行う役割を担う。それゆえ専任教員

が当該科目の担当比率が高くなっている。たとえば１年次の「演習（ゼミ）」では 32 クラ

ス中 27 クラス（84.4％）、２年次の「演習（ゼミ）」では 28 クラス中 21クラス（75.0％）、

また３年次の「演習（ゼミ）」では 23 クラス中 23 クラス（100.0％）、４年次の「演習（ゼ

ミ）」では 25 クラス中 23クラス（92.0％）とほとんどを専任教員が担当している。さらに、
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経済学科の必修科目である「基礎ミクロ経済学」「基礎マクロ経済学」および「現代経済入

門」、また経営学科の必修科目である「経営学総論」、「会計学総論」および「流通概論」に

ついては、すべてのクラスが専任教員によって受け持たれている。 

教育研究活動に必要な教員の補充等の人事については、各分科会でカリキュラム全体と

の整合性を考慮しながら、新たに補充すべき科目について合意を形成し、それを教授会で

協議し、進めている。また毎年の授業計画については各分科会で協議し、その結論を全学

的な教務委員会において検討した上で学部間の調整をはかり、最終的には学部教授会で協

議の上これを承認している。このように、授業計画案の作成等、教育課程の編成に関する

事項について、各分科会の意見を反映する仕組みとなり、学部・学科の教育研究を具体的

に実現するのに妥当な連携体制が構築されている。 

一方、共通科目（一般教養的授業科目及び外国語科目）および実習系の必修科目（情報

基礎）については兼任教員への依存度が高くなっている。外国語科目や体育科目、とりわ

け「情報基礎」は少人数教育が高い教育効果をあげ、かつ実習が中心なる科目であり、他

学部の情報関係を専門とする兼任教員の協力が避けられないといった状況にある。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

社会学部の専任教員数は、基礎データ表 2 に示すとおり 41名（社会学科：16 名、国際観

光学科 12名、一般教養：13 名）であり、2学科および学部における基準教員数を満たして

いる。社会学部の年齢別教員数は、60 歳代 17 名、50 歳代 11 名、40 歳代 9 名、30 歳代 4

名となっている。また社会学部の在籍学生数は、2013 年 5 月 1 日時点で、社会学科 676 名、

国際観光学科 550 名、合計 1,226 名であり、専任教員１人当たりの在籍学生数は 29.9 名で

あり、適正な数値となっているとなる。 

両学科の教育課程表に設定されている科目を担当する教員は、それぞれの分科会で検討

のうえ決められている。専任教員が担当できない科目については非常勤講師を依頼するよ

うに努めている。社会学科では、社会学・福祉学・保育学・心理学それぞれについて、ま

た国際観光学科では、観光学・文化人類学・語学・観光事業などについて専任教員を配置

している。新任教員の採用においては、公募を行い、まずは所属する分科会において、次

に学部人事委員会で、そして教授会において、担当科目に合致する専門領域の研究業績や

指導能力が十分であること、人格にすぐれていることを、履歴書・研究業績書・シラバス

の模擬作成・模擬授業の実施・面接などにより審査・確認をおこない候補者の選抜をおこ

なっている。学部所属の教員は、男女比が偏らないように努力している。両学科とも定期

的に分科会を開催し、学科の懸案事項についての議論をおこなっている。そのまとめ役は

学科主任であり、一定の意見のまとまりが得られれば、学科主任より学部長へ報告があり、

必要に応じて教授会で審議される。社会学科には、福祉実習委員会が設けられており、福

祉・保育に関する教育の問題を討議し、社会学科分科会への報告・提案を行っている。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

流通情報学部は、1 学科（流通情報学科）で構成され、専任教員は教養教育やその研究を

専門とする教員（7 名）とロジスティクスに関連する分野の教育研究を専門とする教員（14

名）の合計 21名で構成されている。役職別には教授 15名、准教授 3名、講師 3 名である。
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年齢構成では、60 歳以上が９名、50 歳代が６名、40 歳代が 3 名、30 歳代が 3 名で、60 歳

代の割合が高い。また、男女別では男性が 18 名、女性が 3 名と女性教員が少ない。また在

籍学生数は、2013 年 5 月 1 日時点で、739 名であり、専任教員１人当たりの在籍学生数は

35.2 名となっている。十分とはいかないまでも、少人数教育の実施可能な専任教員数が確

保されている。 

教育課程表にある科目を担当する教員は、分科会で検討のうえ決められている。専任教

員が担当できない科目については非常勤講師を委嘱している。 

教員の補充人事については、分科会でカリキュラム全体との整合性を考慮しながら、新

たに補充すべき科目について合意を形成し、それを教授会で審議している。また毎年の授

業計画については分科会で協議し、その結論を全学的な教務委員会において検討して、最

終的には学部教授会で審議の上、これを承認している。このように、教員人事、授業計画

案の作成等、教育課程の編成に関する事項について、分科会の意見を反映させ、学部・学

科の教育研究を具体的に実現している 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

本学部においては、教員組織の整備にあたっては、学科会議（ビジネス法学科、自治行

政学科）及び教授会の審議によって、学部の教育目標を達成するのに相応しい科目配置を

定め、専任教員を配置すべき科目と非常勤講師に委嘱すべき科目を決定することを方針と

している。また各分科会において、教育課程の見直しを行う際に、授業科目と担当教員の

適合性を慎重に検討したうえで教員を配置している。 

また、主に外国語や教養科目等を担当する一般教養分科会所属の教員についても、主と

して本学部の学生の教育に当たることに鑑みて、人文科学分野を重視している。なかでも

法学部においては高度の文章読解・作成能力が求められることから、これまで新聞記者、

文筆家などの経歴を持つ教員を採用し、学部の理念に即した教養教育がおこなえるよう配

慮している。 

こうした教員組織により、1 年次の演習と必修科目のうち「国家と法」「市民と法」など

の基幹的科目は、すべて法学部所属の専任教員が教育に当たることができている。また、3・

4 年次の専門演習も同様である。学部の教育目標に沿った教育がおこなえる体制となってい

る。 

専任教員は 27 名で、内訳は、ビジネス法学科の専門教育担当教員 10 名、自治行政学科

の専門教育担当教員 10 名である（20 名のうち、3 名は特任教員である）。このほかに、教

養科目および外国語科目担当教員 7 名（うち 1 名は特任教員）が法学部に所属している。

性別は男性 19 名、女性 1 名である。職位構成は教授 14 名、准教授 6 名である。国籍は、

日本国籍教員 19 名、外国籍教員 1 名である。また、官庁および民間企業に勤務した経験を

持つ者が 5名いる。学部全体の年齢別教員数は、60 歳代 11名、50歳代 9 名、40 歳代 4名、

30 歳代 3名となっている。また在籍学生数は、2013 年 5月 1日時点で、ビジネス法学科 467

名、自治行政学科 465 名、合計 932 名であり、専任教員１人当たりの在籍学生数は 34.5 名

となっている。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    
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 スポーツ健康科学部の専任教員は 2013 年５月１日現在 21 名である。その内訳は、スポ

ーツ健康科学科の専門科目担当の専任教員が 17 名（教授６名、准教授 10 名、講師 1 名）、

また共通科目（一般教養授業科目及び外国語科目）担当の専任教員が 4 名（教授 1 名、准

教授 1 名、講師 2 名）である。学科は大学設置基準上の必要専任教員数（スポーツ健康科

学科 15 名）を満たしている。また、学生の入学定員は 200 名、現在の在籍学生数は、957

名で、学部の専任教員１人当たりにおける在籍学生数は 45.6 名となり、適正な範囲内にあ

ると判断している。 

 専任教員の年齢構成は、60 代が 1 名、50 代が 6 名、40 代が 9 名、30 代が 5 名となって

いる。これは学部開設に当たり、研究実績と経験豊かな教員を多く採用することが要請さ

れたためである。また 2011 年度に開設された「スポーツ健康科学研究科」(大学院)の設置

認可を受ける際にも、相当の教育・研究の経験と研究業績を持った教員を採用したためで

ある。 

本学部の教員組織の整備にあたっては、学科会議（スポーツ健康科学科、一般教分科会）

および教授会の審議によって、学部の教育目標を達成するのに相応しい科目配置を定め、

専任教員を配置すべき科目と非常勤講師に委嘱すべき科目を決定している。また各分科会

において、教育課程の見直しを行う際に、授業科目と担当教員の適合性を慎重に検討した

うえで教員を配置している。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

経済学研究科においては、経済学部に所属する専門科目担当の専任教員のうち、大学院

修士課程及び博士後期課程の担当教員資格基準を満たした者を配置している。経済学研究

科委員会は、研究科の教育と研究の成果を上げるために相応しい教員が配置できるように

常に配慮している。 

大学院経済学研究科委員会は、研究科長のもとに円滑に運営されており、教員は、教授・

准教授・特任教授・兼担教授・非常勤講師から構成されている。経済学研究科委員会は、

研究科長、教務運営委員、入試運営委員を中心に運営され、必要に応じて教育課程及び研

究指導に関する事項、学生の入学、退学、休学に関する事項、修了認定及び学位授与・教

員人事に関する事項等が審議される。 

具体的な担当者は、修士課程では、全体で 24 名（専任 21 名、兼担 2 名、兼任 1 名）で

ある。うち、修士論文の作成指導に当たる教員は、21 名である。各授業科目に、「特論」と

「演習」が配置されており、「演習」担当者が論文の作成指導を行っている。博士後期課程

の担当教員は、全体で 12 名（専任 11 名、兼担 1 名）である。うち、博士論文の作成指導

に当たる教員は、11名である。各授業科目に、「特殊研究」と「研究指導」が配置されてお

り、「研究指導」担当者が論文の作成指導を行う。 

    

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

社会学研究科では、教育研究組織として社会学研究科委員会を組織している。本研究科

委員会は、基本的に社会学研究科担当教員により構成され、選挙により選出された研究科

長、教務運営委員、入試運営委員を中心に運営される。委員会は、原則として定期的に月 1

回開催し、教務事項、入試事項、修了認定、学位授与、教員人事等について協議している。 
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社会学研究科の担当教員は、社会学部の教授及び准教授から選考され、選考にあたって

は、研究科委員会に業績審査委員会を設け審査している。2013 年現在、11名の教員が博士

後期課程を担当し、専攻分野における「特殊研究」と「研究指導」を担当し博士論文作成

の指導に当たっている。修士課程の担当教員は、博士後期課程の 11名に 4名の専任教員を

加え、総計 17名が「特論」と「演習」を担当し、修士論文の作成指導に当たり、修士課程

から博士後期課程に至る一貫した教育体制の保持に努めている。 

 新たな科目については、社会学研究科の目的・理念と照らし教育課程にふさわしい科目

であるかをチェックし、さらに担当教員の専門性を踏まえ、研究科委員会で審査したうえ

で配置している。担当教員については、社会学部における教授昇格審査の他に研究科委員

会においても審査に付している。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

大学院物流情報学研究科では、流通情報学部で一定の教歴および業績を積み上げた教員

が、修士課程、博士後期課程の担当者となっている。修士課程の担当教員は、全体で 13名

（専任 12 名、兼担 1 名）であり、うち 12 名が修士論文の作成指導に当たっている。物流

学系が 7 名、情報学系が 6 名であり、バランスのとれた教員の配置となっている。博士後

期過程の担当教員は、全体で 8 名（専任 7 名、兼担 1 名）であり、全員が博士論文の作成

指導に当たっている。 

研究科長、教務運営委員、入試運営委員が主導する研究科委員会は、学長の主宰する大

学院委員会と連携して、必要に応じて教育課程及び研究指導に関する事項、学生の入学、

退学、休学に関する事項、修了認定及び学位授与に関する事項などを審議している。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

教員は大半が法学部の選任教員であるが、担当科目等の必要に応じて一部に他学部教員、

非常勤講師も授業を担当している。専攻分野の多様さとバランスを重視した配置である。

研究科長を学部長が兼任していないため、研究科長が独自に責任を持つ体制となっている。 

本研究科の授業を担当している教員は、20 名（研究指導教員 11名、補助教員 4 名、兼担

1 名、兼任教員 4 名）であり、そのうち専任教員 15 名で研究科委員会を構成している。修

士論文の指導にあたる教員については資格を明確化し、2013 年 5 月 1 日現在、11 名の専任

教員が研究指導に当たっており、ビジネス法学関係が 6 名、自治行政学関係が 5 名とバラ

ンスのとれた教員の配置となっている。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

本研究科は設置後４年を経過しようとしている。開設当初の教員総数はスポーツ健康科

学部に所属する教員 12名である。本研究科では地域における生涯スポーツおよび競技スポ

ーツの振興推進にかかわる高度専門職業人、スポーツ・プロモーション・リーダーの育成

を目指しているため、2012 年度からは実践の場における課題解決に優れた業績のあるスポ

ーツ健康科学部の教員 6 名、社会学部の兼担教員１名を増員した。2013 年度からは、スポ

ーツ健康科学部教員をさらに２名増員し、教員総数 21名で大学院生の教育研究指導に当た

る予定であったが、現在は教員の退職に伴い、20 名（研究指導教員 13 名、補助教員 4 名、
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兼担 1 名、講義のみ担当 2 名）で指導している。また、スポーツ健康科学は人文・社会・

自然科学の専門諸科学の応用科学としての、また学際的な学問としての性格を有しており、

多面的に授業科目を設定する必要があることから、12 科目を開講し、非常勤講師（兼任教

員 12名）を任用している。これらは地域における高度な資質を有したスポーツ・プロモー

ション・リーダーを養成することを目指している本研究科の教員組織として、その目的を

達成するために適合的な組織であるといえる。 

研究科を担当する教員の資格については、大学院規則、教員資格審査基準に基づき研究

科委員会で審議し、担当教員を決定している。また研究論文指導についても、大学院修士

課程担当教員資格基準内規に基づき、論文指導ができる教員を選定し、一人の院生に対し

て二人体制（主指導教員・副指導教員）で論文指導を行っている。 

 

 

（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。    

    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

本学の教員の募集・採用・昇格に関する規程については、「教員資格審査基準」および「教

員資格審査基準に関する内規」に定められている。すなわち、教授としての要件は以下の

いずれかひとつを満たす者となっている。博士の学位を有し研究上の業績を有し教育研究

上の能力があると認められる者、あるいは准教授の経歴が 6 年以上でありかつ、その間に

単名の著書 1 冊あるいは論文 5 点以上あり教育研究上の能力があると認められる者となっ

ている。准教授としての要件は、3 年以上の専任講師の経歴があり、その間に論文 2 点以上

あり、教育研究上の能力があると認められる者となっている。講師の要件は、論文 1 点以

上あり、教育上の能力があると認められる者となっている。また、専門分野についての知

識と経験を有することも要件のひとつとなっている【根拠：3－3 教員資格審査基準】【根

拠：3－4 教員資格審査基準に関する内規】。 

一般教養の教員の募集及び採用については、広範囲から多様かつ優秀な人材を得るため、

年齢・性別・国籍等を公正公平に取り扱い、原則として公募制をとっている。公募案内は、

本学ホームページに加え、科学技術振興機構 JREC-IN（研究者人材データベース）にもデー

タベースの登録を行っている。このため、多くの応募者の中から、候補者を選定すること

が可能となっている。 

採用の手続きは、まず、一般教養連絡会議で人事の発議を行い、募集科目に関連する分

野の教員を中心に選考委員を決定し、所属学部学部長、所属学部人事委員を含めた選考委

員会を組織する。選考においては、学問的業績および教育歴を中心に書類審査を行った上

で、教育への熱意や適性を見極めるための面接、模擬授業等を行い、これらを総合的に判

断し、最終候補者を選定する。その後、学長と理事長、所属学部長による面接を実施し、

所属学部教授会において投票によって採用候補者を決定する【根拠：3－28 一般教養担当

教員の採用手続きについて】。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    
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教員の募集は基本的に公募の形をとっている。各学科で欠員の補充や新規の増員等の必

要が生じた場合、各学科の主任が学部長にその旨を伝え、学部長はそれを受けて学長と新

規募集が実現可能か否かについて協議する。そこで新規の募集が可能であるとなった場合、

学部長は公募する授業科目に専門領域が近い専門委員を２名選び、この２名と人事委員と

から成る「選考委員会」を招集する。「選考委員会」の委員長は学部長である。「選考委員

会」で公募の方法等を協議した後、直ちに公募の手続をとる。当該科目の専門研究者がい

ると思われる全国の大学及び研究機関に公募書類を郵送し、人材を可能な限り広い範囲で

求めている。公募期間が終了した時点で、「選考委員会」は選考に入る。ここで全応募者の

中から有力候補者を２、３名に絞り、この２、３名に対して 30 分程度の模擬授業を課した

上で面接を行う。ここでは単に業績審査のみでなく、教育の方法や授業の仕方等について

も慎重に見極め、採用の有力な判断基準としている。「選考委員会」は面接終了後、有力候

補者を 2 名選び、これを教授会で協議し、その上で学長に答申する。学長と理事長及び学

部長が最終面接を行い、採用最終候補者を 1名決定する。 

教授、准教授及び講師の任免・昇格は、教員資格審査基準に基づいて公正に行われてい

る【根拠：3－3 教員資格審査基準】。昇格については、学部長が規程に基づいて有資格者

を書類（履歴書及び教育研究業績書）選考し、その後人事委員会に昇格について諮問する。

人事委員会の答申に基づいて昇格を教授会に提案し、教育業績及び研究業績に関する審査

を経て、審議の上決定する。 

以上のように、教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続は明確にされており、また

その運用も規定にしたがい、極めて公正に行われていることから適切であると考える。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

専任教員の募集は、担当科目についてまず該当分科会で、続いて教授会で議論・承認の

うえ、大学ホームページ上にその情報を掲載しおこなっている。 

 昇格については、規定により昇格に該当する教員に対して、教授会での学部長による審

査の発議・審査員（主査・副査）の選出、審査員による業績の審査、教授会での審査結果

報告、教授会構成員の投票での可否の決定、の手順でおこなわれる【根拠：3－3 教員資

格審査基準】。 

 定年になっての任期の延長・再任用については、教育課程表科目担当上あるいは学生指

導においての特段の必要性および学部運営における特段の必要性を検討し、まず所属分科

会での審議がおこなわれ、結果が学部長へ報告される。学部長から教授会で延長・再任用

の発議がされ、投票によってその可否が決定される。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

教員の募集・採用及び昇格については、「教員資格審査基準」および「教員資格審査基準

に関する内規」で明確に規定された基準・手続等により適切・厳格に実施している【根拠：

3－3 教員資格審査基準】【根拠：3－4 教員資格審査基準に関する内規】。教員の募集と

採用は、ほとんどの場合、公募制によっている。公募にあたっては、本学ホームページで

公開するとともに、全国の大学および研究機関に募集要項を送付している。 

2011年度に1名(女性)の専任教員を、2013年度にも1名(男性)の専任教員を採用したが、
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これらの昇格人事、採用人事についても、規定に則り、公正に実施している。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

教員の募集・採用及び昇格については、「教員資格審査基準」および「教員資格審査基準

に関する内規」で明確に規定された基準・手続等により適切・厳格に実施している【根拠：

3－3 教員資格審査基準】【根拠：3－4 教員資格審査基準に関する内規】。教員の募集と

採用は、ほとんどの場合、公募制によっている。公募にあたっては、本学ホームページで

公開するとともに、全国の大学および研究機関に募集要項を送付している。 

募集する教員の担当科目については、学科会議及び学部教授会において審議し、大学の

規定に則って募集・採用を行う。教授会構成員の科目担当状況等を勘案しつつ、募集の科

目（分野）、任用職名等を明示の上で募集を行っている。採用に当たっては学部の人事委員

会が専任教員選考委員会を設置して、公正かつ厳格な審査を経て、教授会の決定により採

用している。ただし、科目の特性等から、当該分野における経験豊かな教員を採用するた

め、公募以外の方法も一部に用いている。 

教授、准教授及び講師の任免・昇格は、教員資格審査基準に基づいて公正に行われてい

る。昇格については、学部長が規程に基づいて有資格者を書類（履歴書及び教育研究業績

書）選考し、その後人事委員会に昇格について諮問する。人事委員会の答申に基づいて昇

格を教授会に提案し、教育業績及び研究業績に関する審査を経て、審議の上決定する。 

以上のように、教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続は明確にされており、また

その運用も規定にしたがい、極めて公正に行われていることから適切であると考える。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 スポーツ健康科学部では、教員の募集・採用・昇格についての手続きはすべて｢専任教員

規程｣「教員資格審査基準」等大学が定める規定に基づいて、明確な基準と公正な手続に則

って実施している【根拠：3－3 教員資格審査基準】【根拠：3－4 教員資格審査基準に関

する内規】。完成年度後は、スポーツ健康科学研究科開設に伴う採用と退職者の補充に伴う

採用人事を行った。学部の人事計画については、学部（大学院）教育の充実、教員の年齢

構成、教員数などを勘案し、募集する専門分野・人数はあらかじめ教授会で検討を行って

いる。その後、学長と学部長が協議を行い大学全体の人事計画に基づき公募として募集を

行う。公募方法、書類選考・面接などの審査方法及び過程、採用候補者の選定方法などす

べて学部人事委員会が提案し、教授会での審議を経て人事の手続きを執り行っている。教

授会で複数の採用候補者を決定した後、理事長・学長面接を経て、学長が候補者を決定す

る。2012 年度の学部人事では、手続きの明確化やより適切な教員人事を行なうため、書類

選考後の面接を学部全教員に対するプレゼンテーション形式にして人物評価を行なった。

また学長に推薦する採用候補者決定の際には、教授会で全員投票を行ない学部全教員の意

向を反映させ、この決定方法を今後の学部人事の申し合わせ事項とした。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

大学院の教員は、基本的に、学部に所属している。教員の募集・採用・昇格は学部教授

会で行われる。大学院担当教員は、修士課程および博士後期過程の各々について、経済学
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研究科委員会で「教員選考委員会」を設けて選考している【根拠：3－23 大学院修士課程

担当教員資格基準内規】【根拠：3－24 大学院博士課程担当教員資格基準内規】。 

その際、主査・副査から構成される「選考委員会」で審査し、審査結果を研究科委員会

に報告し承認されれば、学長に答申する。一方、経済学研究科委員会で、特別に必要な授

業科目の非常勤講師を採用する場合においても主査・副査から構成される「選考委員会」

で審査し、審査結果を研究科委員会に報告し、承認されれば、学長に答申する。教員の任

免等は、教員資格審査基準に基づいて公正に行われている。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

本学では、大学院の教員は学部に所属しており、教員の募集・採用・昇格は学部教授会

の協議事項である。すでに述べた如く、大学院担当教員は、社会学研究科委員会によって

社会学部所属の教授のなかから選考される。 

社会学研究科委員会では、修士課程および博士後期過程の担当候補者について、主査と

副査から構成される「業績審査委員会」を設けて審査し、報告された審査結果が研究科委

員会で承認されれば、学長に答申する【根拠：3－23 大学院修士課程担当教員資格基準内

規】【根拠：3－24 大学院博士課程担当教員資格基準内規】。 

また、社会学研究科委員会で、特別に必要な授業科目の非常勤講師を採用する場合にお

いても主査・副査から構成される「業績審査委員会」で審査し、審査結果を研究科委員会

に報告し、承認されれば、学長に答申する。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

大学院の教員は、基本的に、学部に所属している。教員の募集・採用・昇格は学部教授

会で行われる。大学院担当教員は、修士課程および博士後期過程の別に、物流情報学研究

科委員会で「教員選考委員会」を設けて選考している【根拠：3－23 大学院修士課程担当

教員資格基準内規】【根拠：3－24 大学院博士課程担当教員資格基準内規】。主査・副査か

ら構成される「選考委員会」で審査し、審査結果を研究科委員会に報告し承認されたら、

学長に答申する。教員の任免等は、教員資格審査基準に基づいて公正に行われている。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

教員組織は学部と連動しているため、法学部に採用された教員の中から、教育課程に即

して教員組織を編成している。その際には、研究科委員会において、学部専任教員として

の教育・研究実績を審査するとともに、研究科の教員構成に応じて適正な配置ができるよ

うにしている【根拠：3－23 大学院修士課程担当教員資格基準内規】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

 スポーツ健康科学研究科では、教員の募集・採用・昇格についての手続きはすべて｢専任

教員規程｣「教員資格審査基準」等大学が定める規定に基づいて、学部教授会において、明

確な基準と公正な手続に則って実施している。 

大学院担当教員は、研究科委員会によって学部所属の専任教員のなかから選考される。

具体的には、修士課程の担当候補者について、主査と副査から構成される「業績審査委員
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会」を設けて審査され、その後、研究科委員会での承認を受けることになる【根拠：3－23 

大学院修士課程担当教員資格基準内規】。 

 

 

（４）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。（４）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。（４）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。（４）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。    

 

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

 研究活動については、毎年１月に、各専任教員が当該年度の研究業績や社会貢献等につ

いての「教育・研究業績調書」を人事課に提出している。専任教員の主要な業績、過去 5

年間の教育・研究業績などについては、「大学データ集（参考）」に記載している【根拠：3

－29 大学データ集 表 18 表 19 経済学部】【根拠：3－30 大学データ集 表 18 表

19 社会学部】【根拠：3－31 大学データ集 表 18 表 19 流通情報学部】【根拠：3－32 

大学データ集 表 18 表 19 法学部】【根拠：3－33 大学データ集 表 18 表 19 スポ

ーツ健康科学部】。これらに基づき、昇格あるいは大学院の指導教員としての資格審査等が

行われている。また大学の規定により、各学部に学術研究委員会が置かれ、学術研究科会、

講演会、および各学部の紀要などの出版を担当している【根拠：3－34 学術研究委員会規

則】。 

本学における教員の資質向上のための方策としては、まず専任教員の特別研究期間制度

があり、専任教員で引き続き 6 年以上勤務した者にこの制度が適応される【根拠：3－35 専

任教員の特別研究期間制度に関する規定】。次に、国内外の大学・研究機関に教員を派遣留

学させる教員留学規定もあり、若手の教員を中心に、この制度が利用されている【根拠：3

－36 教員留学規定】。また専任教員の学会出席に関する規則も設け、正式に学長の承認の

下での学会出張と経費の補助を行なっている【根拠：3－37 専任教員の学会出張に関する

規則】。 

このほか学内の教員が共同研究を進める手助けとしての共同研究費の規定、さらに学術

図書の出版を促すための出版助成制度があり、審査のうえ助成を受けて本学の出版会（流

通経済大学出版会）から本を出版することができる【根拠：3－38 共同研究費交付規則】

【根拠：3－39 学術図書出版助成規則】。 

大学全体および各学での FD 活動も、近年ようやく本格的に動き出し、教員の資質の向上

を図るために、FD 委員会において各種の研修会を企画・開催している。また 2010 年には、

「FACULTY PROFILES」（教授陣の研究と教えから知る流通経済大学）と題したカラーの冊子

を作成し、本学専任教員の研究活動や教育研究プログラムを、卒業生の活躍も含めて、幅

広く紹介するとともに、教員の研究活動の活性化を促している【根拠：3－40（既出 1－11

（別冊 4）） ファカルティ・プロファイル】。 

 

＜＜＜＜経済学部＞経済学部＞経済学部＞経済学部＞    

研究活動については、毎年１月に当該年度の研究業績や社会貢献等についての「教育・

研究業績調書」を人事課に提出する。これに基づき、昇格あるいは大学院の指導教員とし

ての資格審査等が行われている。ただし、この「教育・研究業績調書」の人事課への申告

が改善されてはきたものの依然として十分とは言えない。それゆえ、専任教員の研究活動
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状況の把握は必ずしも十分ではない状況にある。一方、研究業績を社会に公表するという

方策については、専任教員から選出される学術研究委員によって構成される学術研究委員

会が「流通経済大学論集」を年４回発刊し、ここに掲載された研究成果はおおむね電子媒

体でも配信され、学外者が閲覧できるよう取り組みが行われている。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

学部構成教員の資質の向上を図るため、①全学ＦＤ研修会への参加、②学部学術研究会

の開催、③学部研究紀要への論文投稿の推奨、④所属学会での発表や論文投稿の推奨、⑤

研究成果の書籍出版の推奨などをおこなっている。⑤研究成果の書籍出版の推奨について

は、本学には出版助成制度があり、審査のうえ助成を受けて本学出版会から出版できる。 

また、本学の情報環境である授業用 e‐desk の導入にともない、学部で、授業への導入

の事例説明会をおこなった。社会学科では、授業資料の学科所属教員への公開と教員によ

る授業参観をおこない、分科会で、その報告と意見交換がおこなわれた。国際観光学科で

は、分科会で、FD 活動の進め方についての討論がおこなわれ、さらに教員による授業進行

の紹介や意見交換がおこなわれた。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

研究活動については、毎年 1 月に各教員から人事課へ提出される「教育・研究業績調書」

をもとに、昇格や大学院授業の担当資格の確認を行っている。また、研究活動の活性化の

取り組みとして、1997 年 3 月の創刊以来年ほぼ２回の割合で発行している紀要へ教員の研

究成果を掲載することとしている。紀要への投稿は個々の教員の主体性に任されているが、

2012 年 6月に発行した学部開設 15周年記念特集号では、全員の投稿を義務づけ、全員の論

文が掲載されている。また、国際会議への参加、著書の出版、学会大会での顕著な活動、

ＴＶ出演による研究内容に関する解説など、顕著な研究活動の成果については、適宜大学

ホームページ（学術研究情報欄）へ掲載し、学部内教員の研究活性化を促すこととしてい

る。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

各教員の研究業績は毎年報告が義務づけられており、その主要なものは大学ホームペー

ジの教員紹介のページで公開されている。新任教員についてはガイダンスを行い、学部の

理念・目的、教育方針等について周知するようにしている。また、専任教員と非常勤講師

との交流会も開催している。さらに、FD は全学 FD 委員会を中心として随時実施している。 

教員の資質の向上のために最も重要なことは、研究を奨励し、その成果を広く社会に発

表・公開することで相互批判を促進することになるとの考えに立ち、学部の学術研究委員

会の編集による紀要『流経法学』を原則として年 2 回発行しており、これまでにほとんど

の専任教員が寄稿している。また、非常勤講師にも寄稿の機会を与えている。法学部開設

10 周年に際しては、10年をふりかえる企画などにより、教員の研究および教育の資質向上

に資する努力を鋭意行っている。最近では、専任教員の刊行した著書に対する書評も随時、

掲載するようにしている。 

研究の国際化を図るために、海外の大学との交流を進めるとともに、適宜、研究会を開
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催している。とくにアジア諸国との研究における交流に重点を置いてその充実を図ってい

る。これまでに研究協定を結んでいる台湾の淡江大学に教員 3 名を派遣して学会で報告し

ている。また、二度にわたって、国立台湾大学の教員を招いての研究会を開催した。研究

会の成果は、報告内容を論文にまとめ、『流経法学』に掲載している。 

また、研究・教育の向上に資するために随時、学部専任教員による共同研究を組織して

いる。これまでに、ガバナンス、市町村合併、キャリア教育などをテーマとする共同研究

を実施し、成果を紀要に発表したほか、村田彰＝大塚祚保編『現代とガバナンス』（酒井書

店、2008 年）および村田彰＝植村秀樹編『現代日本のガバナンス』（流通経済大学出版会、

2011 年）を刊行した。また、学生向けに『法学部キャリアガイド』を作成した。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 教員の教育研究活動等の評価については、教員の研究業績（著書、学術論文、学会およ

び社会における活動等）を年度末毎に大学人事課へ報告することを義務づけている。教育

活動の評価については、学期毎に授業評価を行い、その結果についてフィードバックが行

なわれている。 

 FD の実施については、大学全体として年 2回の全学 FD 研修会、学部においても年 2回の

FD 研修会を開催し、学部教員はこの全ての FD に関する研修会に積極的に参加し FD の理念

と方法について共通認識を持つよう努めている。FD 研修会の内容は、学部における FDの理

念と方法、教育研究等についての自己評価、ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリ

シー・アドミッション・ポリシー、教授法、評価法などについてであり学部や教員におけ

る教育の質を向上させるため有効なものとなっている。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 研究面については、研究費および学会出張費、調査費等の助成がなされ研究活動の援助

を行っている。こうした援助は、国内出張のみならず、海外出張にも適用される。教員の

なかには、学会での発表を行い、学会誌に研究成果を発表する者もいる。また、会長、副

会長、理事等として学会運営に携わっている者もいる。他方、海外出張し、当該学会で研

究発表や研究者との交流をおこなっている者もいる。また、海外の大学の客員教授や名誉

教授に就いている者もいる。これらは、研究教育面における国際交流につながっている。 

 さらに、一定の条件を満たした場合は、特別休暇（半年）が与えられ研究を促進するた

めの特別な時間が与えられる。留学制度としては、国内留学と海外留学がある。留学期間

は、原則として 1 年間であり、留学候補者に選ばれた者が順に学外に研究出張している。 

 研究業績を発表する機会としては、学会等のほかに、学内では、経済学部学術研究会か

ら『流通経済大学論集』が刊行され、紀要論文を発表することができる。他方、流通経済

大学出版会から、著書を出版する機会も与えられている。 

 教育面については、全学的な視野から学生に対する教育の充実発展を図るための研修が

行われている。経済学研究科においても、昨年に続き、本年度も教員研修会が開催された。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

研究への助成としては、研究費として、図書購入費、備品購入費、学会出張費、調査費
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などの助成がなされ、研究活動への援助が行われている。こうした援助は、国内出張のみ

ならず、海外出張にも適用される。一定の条件を満たした場合は、研究を促進するための

特別休暇（半年）が与えられる。留学制度には、国内留学と海外留学がある。期間は、原

則として 1 年間であり、選ばれた者が順に学外に留学し、学外研究者との研究交流を図っ

ている。 

ただし、これらの助成の方策は、すべて学部担当者としての基本的な助成の枠内のこと

であり、とくに大学院担当としての枠があるわけではない。大学院担当者もこれらの支援

のもとで、自己の資質の向上に努めている。 

 学会活動としては、社会学研究科の担当教員のそれぞれが、それぞれの専門領域にかか

わる学会に所属し、全国大会や月例会などで研究発表を行い、学会誌への投稿を行ってい

る。会長や役員、理事として学会運営に携わっている者もいる。院生にも参加が奨励され

ることから、結果として、大学院生の発表の機会の増大にもつながっている。また、海外

提携校との研究交流を通して、海外の大学の客員教授や名誉教授に就いている者も少なく

ない。これらは、大学院生間の異文化交流にもつながり、教育的効果も大きい。 

 研究業績を発表する学内の機会としては、学部ごとに論集（名称は学部ごとに異なる）

が刊行され論文発表の機会が与えられている。さらに、流通経済大学出版会から著書を出

版する機会も与えられている。社会学研究科では独自に『社会学研究科論集』を年に１回

刊行しているが、これはむしろ大学院生、修了生の発表の場となっている。 

 とくに教育面については、全学的な視野から学生に対する教育の充実発展を図るための

研修が行われているが、大学院社会学研究科では、例年、年 2回ほどの計画で、「院生連絡

会議」の名称で、教員による研究発表と大学院生との交流の場を設けている。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

 研究面については、研究費および学会出張費、調査費等の助成がなされ研究活動の援助

を行っている。こうした援助は、国内出張のみならず、海外出張にも適用される。教員の

なかには、学会での発表を行い、また、理事等として学会運営に携わっている者もいる。

一方、海外出張した場合は、当該学会で研究発表や研究者との交流を促進している者もい

る。 

 また、一定の条件を満たした場合は、特別休暇（半年）が与えられ研究を促進するため

の特別な時間が与えられる。留学制度としては、国内留学と海外留学がある。留学期間は、

原則として 1 年間であり、留学候補者に選ばれた者が順に学外に勇躍している。 

 研究業績を発表する機会としては、学会等のほかに、学内では、流通情報学部学術研究

会から『流通経済大学流通情報学部紀要』、物流科学研究所から『物流問題研究』が刊行さ

れ、論文を発表することができる。他方、流通経済大学出版会から、著書を出版する機会

も与えられている。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

研究業績の報告と公開については学部と共通である。特別研究休暇や留学（国内、海外）

の機会を得た教員を中心に、法学部学術研究委員会の主催による研究会が開かれ、研究活

動および成果の報告を行っているが、研究科が独自に行うものはない。 
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研究業績を発表する機会としては、学内では『流経法学』が研究発表の場となっている。

また、流通経済大学出版会から著書を出版する機会も与えられており、法学部専任教員が

中心となって執筆し刊行した『現代とガバナンス』（酒井書店、2008 年）および『現代日本

のガバナンス』（流通経済大学出版会、2011 年）は大学院における教育にも活用している。 

FD 活動は運営委員会が中心となって適宜おこなっている。2012 年度には著作権の最近の動

向に関する研究会を兼ねた研究科独自の FD研修会を実施し、修士論文の指導に役立ててい

る。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

 教員の教育研究活動等の評価については、教員の研究業績（著書、学術論文、学会およ

び社会における活動等）を年度末毎に大学人事課へ報告することが義務づけている。該当

年度の 1 月から 12月までの 1 年分について、大学ホームページの教員専用ページにある業

績入力システムから作成し、専攻・担当科目等に関連する主要な著書、学術論文等を教育

研究業績として報告している。 

 FD の実施については、大学全体として年 2回の全学 FD 研修会、学部においても年 2回の

学部 FD 研修会、研究科においては 2012 年度より年 3 回を予定して研究科 FD 研修会を開催

し、研究科を担当する教員はこの全ての FDに関する研修会に積極的に参加し、FD の理念と

方法について共通認識を持つよう努めている。研究科における FD 研修会の内容は、大学院

における FD の理念と方法、本研究科開設の理念と経緯、ディプロマ・ポリシー・カリキュ

ラム・ポリシー、著作権問題などについてであり教員の資質の向上を図るために有効なも

のとなっている。 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価        

●基準３の充足状況●基準３の充足状況●基準３の充足状況●基準３の充足状況    

本学では専任教員規程において求める教員像を明記し、教員資格審査基準において、昇

格、採用等について定めている。また学長を議長とする大学協議会、学部長の主宰する学

部教授会、研究科長の指揮する研究科委員会、また各種の学内委員会も規定に従って適切

に運営されている。教員の資質の向上については、まだ端緒についたばかりだが、全学の

点検評価活動、FD 活動など通して、少しずつ改善の動きがみられる。よって、一部に不足

は見受けられるが、おおむね基準３の要件は満たしているといえる。 

 

    

①①①① 効果効果効果効果が上がっている事項（優れている事項）が上がっている事項（優れている事項）が上がっている事項（優れている事項）が上がっている事項（優れている事項）    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

・ 教育組織の編成方針を定め、各教育課程に相応しい教員組織を構築し、教員を適切に募

集・採用・昇格を行い、その結果として本学では、研究業績、教育能力に優れ、本学の

学風に適した人材を活用できている。 

・ 教員の資質向上を図るために、出版の機会を設け、FD委員会による研修会を開催し、留

学や特別研究期間制度をつくり、教員の教育研究能力の向上に寄与している。 
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＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

・ 経済学部では随時教員の質向上を目指し FD 活動を実施している。経済学科では主とし

て専門教育の更なる充実のための議論を重ね、問題点とその方向性について共通理解を

図り、現在、継続検討中である。また経営学科では教員と学生の双方向・対話型授業の

指導法のあり方について議論を進め、教員の指導方法の改善を行っている。 

・ 専任教員と兼任教員との連携を一層密にするため、2013 年度から経済学科では、１、２

年次の「演習（ゼミ）」を担当する兼任教員には学部・学科の教育理念や教育目標を周

知し、かつ授業で生じた問題や疑問を議論するために経済学科分科会に演習運営のため

の連絡会議を設置した。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 教員の年齢構成について、社会学科では、2014 年度からの 20 代の女性新任教員の採用

が決まった。 

・ 各教員の研究業績について、社会学部学術研究委員会より、各教員の研究成果発表の奨

励が定期的に行なわれている【根拠：3－41 268 回社会学部教授会議事録】。 

・ 課程表に掲載されてありながら開設されていない科目を減らすべく、科目の精選を行う

一方、専任教員や非常勤教員の採用に努めている。具体的には、非開講であった社会病

理学について、非常勤講師を公募し、2013 年度より開講した。また、非開講であった家

族心理学Ⅰ・Ⅱを家族心理学と改訂し、家族心理学Ⅱを削除し、健康心理学Ⅰ・Ⅱを健

康心理学と改訂し、健康心理学Ⅱを削除し、非常勤講師の担当により、家族心理学、お

よび健康心理学を 2013 年度より開講した。 

・ 新たに認知心理学を開設し、2013 年度より開講すると共に、知覚心理学を 2014 年度よ

り開講することとした。認知心理学と知覚心理学については、専任教員が担当する。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ 教育、研究の両方において、共同研究会を組織し、上記のとおり、その成果を 2 冊の本

にして刊行するなど、活発な研究活動に結びついている。 

・ キャリア教育に関する研究会の成果を学生向けの『法学部キャリアガイド』にまとめ、

希望する学生に配布したことは、キャリア教育に対する教員の意識の向上に役立ってい

る。 

・ 台湾の淡江大学、台湾大学との国際交流は、教員の研究における資質向上に成果をあげ

ている。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

・ 教員の募集・採用・昇格について、これまで明確な基準を公正な手続きで行なわれてき

たが、より一層の透明化や学部全教員の意見を反映させる手続き方法をとった。 

・ FD 研修会の定期的な実施と積み重ねにより、教育の質向上に対する取り組みが図られて

いる。 
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＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・ 経済学研究科教員の選考は、教員選考基準にもとづいて公平に行われている。教員選考

基準は、経済学研究科の教員に周知されている。 

・ 定年等により大学院担当教員が退職した後には、新たに、学部担当教員を大学院担当教

員に加えているため、本研究科の教育理念・目標を達成するための教員は適切に確保さ

れている。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・ 物流情報学研究科教員の選考は、教員選考基準にもとづいて公平に行われている。教員

選考基準は、物流情報学研究科の教員に周知されている。 

・ 定年等により大学院担当教員が退職した後には、新たに、学部担当教員を大学院担当教

員に加えているため、本研究科の教育理念・目標を達成するための教員は適切に確保さ

れている。 

 

＜＜＜＜法学研究科法学研究科法学研究科法学研究科＞＞＞＞    

・ 研究科教員の選考は、教員選考基準にもとづいて公平に行われている。教員選考基準は、

研究科の教員に周知されている。教育と研究の成果を上げるために相応しい教員が担当

しており、高度な教育研究の指導を担保するために担当教員の人事体制を整えている。 

・ 共同研究とその成果の出版は教員の研究活動を奨励する効果をもたらしている。また、

それらを講義または演習などで用いている。 

・ 教員の研究成果の発表および大学院における教育の充実のために、これまでガバナンス

関係の書籍を 2冊刊行したことは、教育研究の充実化に資するところ大であった。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 教員の募集・採用・昇格について、これまで明確な基準と公正な手続きで行なわれてき

たが、より一層の透明化や学部全教員の意見を反映させる手続き方法をとっている。 

・ FD 研修会の定期的な実施と積み重ねにより、教育の質向上に対する教員の認識が高まっ

ている。 

・ 博士の学位を取得する専任教員が増加する傾向にある。 

 

 

②②②② 改善改善改善改善すべき事項すべき事項すべき事項すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 特別研究期間制度について、「6 年以上勤務している者」、あるいは「前回の特別研究期

間終了時の次年度から起算して 6 年を経過したもの」という規定を必ずしも厳密に守れ

ていない。 

・ 委員会組織が増えて、各学部教員の負担が重くなっている。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

・ 「情報基礎」などの実習系科目や共通科目、さらには１、２年次の「演習（ゼミ）」で
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は兼任教員の教育課程への関与は相対的に大きく、これらの授業についても経済学部の

教育理念に沿った授業が行われるよう、各教員間で意志疎通を図っていかなくてはなら

ない。また、そのための意思疎通を図る体制を整える必要がある。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 教員の年齢構成において、特に国際観光学科では、実務教育を重視しているため、実務

経験豊富な人材を、特任教員として任用している。その結果、教員の年齢構成が、他の

学部や学科に比べて高い年齢に偏っている。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ 年齢構成からみて 60 歳代の比率が高くなっている。また、男女共同参画社会の実現を

考えた場合、現状の女性教員数 3 名(15%)は少ない。今後は、若手教員の採用によりバ

ランスのとれた年齢構成に是正するとともに、女性教員を増やすことにも考慮する必要

がある。 

・ グローバルに活躍できる人材の養成の必要性が高まる中、外国人教員の採用も進めてい

く必要がある。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ 学部の発展のためには教員組織整備計画が必要であるが、中・長期的な展望に立つ方針

や計画が不十分である。本学部の教育理念・目的に沿った学部独自の教員組織整備計画

が必要である。 

・ 専門科目の教員が定員ぎりぎりを維持してきているうえ、一定の義務を免除された特任

教員も複数含まれており、教育を含むさまざまな活動にまったく余裕がない状態が恒常

化している。せめて、定年退職する教員の補充をする場合、採用を 1 年前倒しして採用

するなどして、教育水準の維持・充実を図りたい。 

・ 法学部として男女共同参画社会基本法の趣旨を率先して実現すべく、女性教員の積極的

採用を図るとともに、男性教員の育児休暇取得を奨励するべきである。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

・ 教育研究活動の評価については、年度毎の業績書提出、授業評価を実施しているが、教

員の質向上のため十分に有効活用されているとは言い難い。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・ 学部には、学位を取得している教員が新たに採用されてきているので、一定の業績と教

歴を満たした教員を積極的に修士課程担当教員に迎え、大学院生が最新の研究対象、ア

プローチに触れられる機会を増やす。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 年齢構成を考えた教員の適正配置が必要である。 

・ 研究科委員会の開催につき、月 1 回の定例会議の開催が必要である。 
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＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・ 大学院生が最新の研究対象、アプローチに触れられる機会を増やすため、教員を積極的

に修士課程担当教員に迎えて行きたい。 

 

＜＜＜＜法学研究科法学研究科法学研究科法学研究科＞＞＞＞    

・ 各教員の教育研究活動は報告がなされているだけで、評価が行われていない点は改善さ

れなければならない。 

・ 教員の研究業績の評価に基づいて定期的な資格審査（たとえば 5 年ごと等）を導入すべ

きである。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 学部と同様に、教育研究活動の評価については、年度毎の業績書提出、授業評価を実施

しているが、教員の質向上のため十分に有効活用されているとは言い難い。 

・ 研究領域が細分化の方向にあるので、修士論文指導の観点から非常勤講師でまかなっ

ている部分を専任の教員で当てられることが望ましい。 

・ 自然科学系の研究環境の整備を必要としている。 

 

 

３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

・ 本学では、教員留学制度、特別研究期間制度、出版助成制度など、教員の教育研究活動

を支援する体制は整備されているので、これらをさらに有効に機能させる方策を検討す

る。 

・ 幾つかの主要な委員会で、学部から選出される教員数を減らし、人材の有効利用と負担

軽減を実現した【根拠：3－42 「委員定数を改正した各委員会委員の選出について」】。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

・ 経済学部では行われている FD活動をさらに推進し、教員の質保証につなげていく。    

    

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 全学レベルの FD 活動、学部レベルで FD活動を進め、教育の質の向上を図る。 

・ 年 1 回ないし 2回の学部学術研究会の実施を継続していく。 

・ 本学の研究助成制度，出版助成制度をさらに活用するように周知する。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ すでに成果を挙げてきた共同研究につき、今後ともより一層の充実を図るべく、学部学

術研究委員会を中心に共同研究活動を準備する。 

・ 淡江大学、台湾大学との国際交流をより一層活発化すべく検討を行う。 
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＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 教員の募集・採用・昇格について、これまで明確な基準と公正な手続きで行なわれてき

たが、より一層の透明化や学部全教員の意見を反映させる手続き方法をとる。 

・ FD 研修会の定期的な実施と積み重ねにより、教育の資質向上に対する教員の意識を高め

る。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 学部として、教員個人として、学術研究活動を、そしてその成果の教育への反映を、継

続して行う。 

・ これまでは意識化・形式化されてこなかったが、本報告書作成のための学部の点検・評

価実施委員会（学部長、教務運営委員、入試運営委員、編集委員、両学科主任）として

の取り組みを参考に、社会学部の学部・学科の運営能力（行政能力）を高めるための組

織的取り組みを継続、発展的に行う。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 研究科委員会を随時開催から月 1 回の定例会議を開催する。 

・ 研究科委員会内において、教育研究上の組織の適切性について定期的に検証し、その結

果を改善に結びつけるために、「自己点検」を図る組織を新設する。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・ 企業における物流関連業務がロジスティックスに発展している昨今、当該研究科も既存

の物流専門家はもとより、ＳＣＭや先端情報通信分野の専門家を招聘する。  

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 教育研究活動の結果について外部への公表を義務付けるなど、大学全体として取り組ん

でいく。 

 

 

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料    

 

３．教員・教

育組織 

学則 

 

専任教員規程 

教員資格審査基準 

教員資格審査基準に関する内規 

大学院学則 

 

3－1  

（既出 1－2） 

3－2  

3－3  

3－4  

3－5  

（既出 1－6） 
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各学部規則 

大学院研究科規則 

大学基礎データ（表２） 

学内理事協議会規則 

大学協議会規則 

学部長会議規則 

全学教員会議規程 

学長補佐に関する規程 

一般教養連絡会議規則 

体育指導センター規程 

流通経済大学の自己点検・評価の実施及び認

証評価の申請等に関する規程 

FD 委員会規則 

経済学部分科会規則 

社会学部分科会規則 

流通情報学部分科会規則 

法学部分科会規則 

スポーツ健康科学部分科会規則 

大学院修士課程担当教員資格基準内規 

大学院博士課程担当教員資格基準内規 

大学基礎データ（表４） 

大学データ集（表２） 

大学院研究科長候補者選考規則 

一般教養担当教員の採用手続きについて 

大学データ集（表 18・19） 経済学部 

大学データ集（表 18・19） 社会学部 

大学データ集（表 18・19） 流通情報学部 

大学データ集（表 18・19） 法学部 

大学データ集（表 18・19） スポーツ健康科

学部 

学術研究委員会規則 

専任教員の特別研究期間制度に関する規定 

教員留学規定 

専任教員の学会出張に関する規則 

共同研究費交付規則 

学術図書出版助成規則 

ファカルティ・プロファイル 

 

 268 回社会学部教授会議事録 

 

3－6  

3－7  

3－8  

3－9  

3－10  

3－11  

3－12  

3－13  

3－14  

3－15  

3－16  

 

3－17  

3－18  

3－19  

3－20  

3－21  

3－22  

3－23  

3－24  

3－25  

3－26  

3－27  

3－28  

3－29  

3－30  

3－31  

3－32  

3－33  

 

3－34  

3－35 

3－36 

3－37 

3－38 

3－39 

3－40（別冊 4） 

（既出 1－11） 

3－41 

 



52 

 

委員定数を改正した各委員会委員の選出に

ついて 

3－42 
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Ⅳ－１．教育内容・方法・成果（教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針）Ⅳ－１．教育内容・方法・成果（教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針）Ⅳ－１．教育内容・方法・成果（教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針）Ⅳ－１．教育内容・方法・成果（教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針）    

 

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明    

（１）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。（１）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。（１）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。（１）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

本学の教育目標は、「教育基本法および学校教育法に則り、広く知識を授け人格の陶冶に

努めるとともに、広く社会科学に関する学問を研究教授し、もって産業の興隆と文化の発

展に寄与すべき優秀な人材を養成する」（学則第１条）ことであり、これを踏まえ、流通経

済大学学則に各学部学科の教育方針が設定されている【根拠：4‐1‐1（既出１－９）大学

HP（流通経済大学の教育方針）】。また流通経済大学大学院学則に各研究科の目的が明記さ

れている【根拠：4‐1‐2（既出 1－6）流通経済大学大学院学則】。 

 2010 年度から、全学的に学部・学科の教育目標に基づくディプロマ・ポリシー（学位授

与の方針）の再検討を行ない、各学部教授会での審議を経て、それらが改訂され、2012 年

度には大学ホームページに公開されている。これらのディプロマ・ポリシー（学位授与の

方針）には、いずれも箇条書きで修得すべき学習成果が明示されている【根拠：4‐1‐1】。 

また学部・学科と同様に、大学院についてもディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

が策定され、研究科委員会での審議を経て、大学ホームページに公開されている【根拠：4‐

1‐3 大学 HP大学院のディプロマ】。 

 

以下、各学部・学科の目的は、流通経済大学学則（第４条の２「学部および学科の目的」)

において、次のとおりに定められている。 

経済学部 

・経済学部では、経済学や経営学の専門知識を基礎に、広い国際的

視野と的確な情報処理能力をそなえた教養ある人材の養成を目的

とする。 

・経済学科では、経済・社会情勢を的確に見極めるための基礎知識

を持ち、実践の場においてこれを応用できる人材の養成を目的とす

る。 

・経営学科では、経営学全般の基礎的理論の修得をはかり、さらに

実践的教育をほどこすことを通して現場の多様な課題に対応でき

るスペシャリストの養成を目的とする。 

社会学部 

・社会学部では、社会学的な素養を十分に身に付けた高度の教養人

の養成を目的とする。 

・社会学科では、産業、社会、文化、地域、教育、福祉等にかかわ

る諸問題に適切に対応しうる実証的な思考能力と行動力を備えた

人材の養成を目的とする。 

・国際観光学科では、観光にかかわる生活、産業、社会、文化など

の分野で、柔軟な思考能力と専門的な知識を備えて活躍する国際的

人材の養成を目的とする。 
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流通情報学部 

・流通情報学部では、情報科学と流通科学との有機的統合をはかり、

情報社会における流通の高度化に寄与する人材の養成を目的とす

る。 

・流通情報学科では、ロジスティクスの考え方を核として、広い視

野を持って経済・社会システムをデザインすることができる人材の

養成を目的とする。 

法学部 

・法学部では、法律の知識に基づく論理的思考やバランス感覚を身

に付け、幅広く奥行きのある教養と人間性をも備えた人材の養成を

目的とする。 

・ビジネス法学科では、企業活動における法令遵守や企業統治の現

代的意義を深く理解し、ビジネス界で実践できる人材の養成を目的

とする。 

・自治行政学科では、地方自治を担う人材を養成すべく、専門の法

律や政治・行政について理解し、地方自治に関わる分野で、法的思

考力や政策形成能力を発揮できる人材の養成を目的とする。 

スポーツ健康科学部 

・スポーツ健康科学部では、スポーツと健康の領域に関して、人間

力と生命の尊厳を柱に多様な経験と専門的知識をもって諸問題を

積極的に解決できる人材の養成を目的とする。 

・スポーツ健康科学科では、スポーツの競技力向上、青少年から高

齢者にいたる健康の維持・増進活動、学校教育や社会教育の推進に

寄与できる人材の養成を目的とする。 

 

また各研究科の目的は、流通経済大学大学院学則（第２条の２「各研究科の目的」)にお

いて、次のとおりに定められている。 

経済学研究科 

・経済学、経営学、会計学、流通論のそれぞれの分野の専門的

知識を有する高度職業人、または創造性豊かな研究者の養成 

社会学研究科 

・理論社会学、社会福祉・地域社会学、産業・観光社会学等の

諸領域における専門的知識を有する高度職業人、または創造性

豊かな研究者の養成 

物流情報学研究科 

・物流情報に関する分野の専門的知識を有する高度職業人、ま

たは創造性豊かな研究者の養成 

法学研究科 

・企業や地方自治体において、法的諸問題に対応できる専門的

知識を有する人材の養成 

スポーツ健康科学研究科 

・生涯スポーツ及び競技スポーツの推進に貢献できる高度の専

門的知識・技能を有する人材の育成 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

 経済学部では、学部・学科の教育目的に基づき、以下のように学科ごとにディプロマ・

ポリシー（学位授与の方針）を定め、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 
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経済学科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

・経済学科は、学部の教育目的の下、「経済・社会情勢を的確に見極めるための基礎知識を

持ち、実践の場においてこれを応用できる人材を養成」することを目指しており、所定の

単位を修得し、以下のような知識や能力、態度を身につけた学生の卒業を認定し、学士（経

済学）の学位を授与する。 

１．経済学の理論と現実の経済をバランスよく学習し、それにもとづいて課題に対応して

いく知識や能力、態度 

２．自分で考え、周囲の人とコミュニケーションを図りながら、問題を解決していく知識

や能力、態度 

３．豊かな教養と社会の規範を身につけ、健全で充実した社会活動を行う知識や能力、態 

度 

 

経営学科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

・経営学科は、学部の教育目的の下、産業がグローバル化する時代に通用する「起業およ

びマネジメントの実践ができる人材」を育成することを目指しており、学修計画と履修モ

デルにもとづき、所定の単位を修得し、以下のようなビジネスマネージャーに求められる

ことになる知識や能力、態度を身につけた学生の卒業を認定し、学士（経営学）の学位を

授与する。 

１．新しい商品やサービスのイノベーション特性を抽出できる。 

２．営利または非営利の組織の一員として専門知識を適用し職務が遂行できる。 

３．多様な職種や価値観をもつ顧客や役割の同僚と協働できる。 

４．起業やマーケティングや会計などの経営系専門職に従事できる。 

５．グローバルビジネスに求められる英語プレゼンテーションができる。 

６．経営計画、商品開発や経営分析において自主的に取り組める。 

７．企業人として成果を追求しながら、社会人として継続的に学習できる。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

社会学部・社会学科のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）は以下の通りであり、

大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 

社会学科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

・社会学科は、学部の教育目的の下、「産業、社会、文化、地域、教育、福祉等にかかわる

諸問題に適切に対応しうる実証的な思考能力と行動力を備えた人材」を育成することを目

指しており、所定の単位を修得し、以下のような知識や能力、態度を身につけた学生の卒

業を認定し、学士（社会学）の学位を授与する。 

１． 社会学を基盤とした実践的・実証的な社会科学の知識・技能、またその成果を社会に

還元しようとする姿勢（実学主義） 

２． 歴史、哲学、文学、自然科学などの基礎的教養科目を幅広く受講し、多様な視点から

ものごとを判断する能力（教養教育）、また専門的知識を体系的に受容する姿勢 

３． 生涯学び成長し続けていくための土台を築き、卒業後のキャリアを自ら構想する能力
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（キャリア教育） 

４． 実習・実験に基づいた、社会学、心理学、社会福祉学、保育学のいずれかひとつ、ま

たは複数についての専門的知識・技能（実践主義） 

５． 知識やスキルの活用能力、批判的・論理的思考力、表現能力、コミュニケーション能

力、および自ら問題を発見し解決を試みる能動的な姿勢（少人数教育） 

 

社会学部・国際観光学科のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）は以下の通りであ

り、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 

国際観光学科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

・国際観光学科は、学部の教育目的の下、「観光にかかわる生活、産業、社会、文化などの

分野で、柔軟な思考能力と専門的な知識を備えて活躍する国際的人材の養成」を目指して

おり、所定の単位を修得し、以下のような知識、能力、態度を身につけた学生の卒業を認

定し、学士（社会学）の学位を授与する。 

１． 観光関連サービス、地域振興、国際交流についての観光学および社会学的視点からの

基礎的理解 

２． 観光関連の多様なサービスや地域社会、国際交流の各現場での体験学習を通して得ら

れる、円滑な人的交流のための基礎知識、技能、態度 

３． 国際人として必要な英語によるコミュニケーション能力 

４． ネットワーク社会において必要不可欠な情報処理能力 

５． 国際間、地域間、地域内等における問題発見、解決能力を高めるために必要な、歴史、

文化、地理的側面から幅広い視野 

６． 新しい観光に柔軟に対応できる創造力 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

 流通情報学部・流通情報学科では、学部の教育目標のもと、以下のようにディプロマ・

ポリシー（学位授与の方針）を定め、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 

流通情報学科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

・ ロジスティクスとは、単に財を効率的に運んだり、保管したりする体系に留まるもの

ではない。顧客(相手先)のニーズに応じてという点が重要である。すなわち、必要と

されるものを、必要な量だけ、求められるタイミングで、いかに安全・安定的に、さ

らに効率的でコストパフォーマンスにも十分配慮した状態で相手に届けるかがポイン

トとなる。そのためには顧客は誰なのか、顧客ニーズは何なのか、関係者間のつなが

りをどう捉えるかも重要な要素である。つまりロジスティクスとは効率的で有効な財、

サービス、情報のフローとストックの実現をいかに計画立案し、管理することができ

るかというシステム思考そのものともいえる。 

・ 流通情報学部では、その教育目標のもと、こうしたロジスティクスの考え方を体現で

きる人材の養成を目指している。所定の単位を修得し、以下のような知識や能力、態

度を備えた学生の卒業を認定し、学士(流通情報学)の学位を授与する。 

１．商流・物流・情報の学際領域である流通情報学に関する幅広い知識と技能 
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２．理論のみならず、様々な実践的な講座により培われる職業遂行能力 

３．流通情報学に関する知識や技能に基づく問題発見・解決能力 

４．豊かな教養や社会性、国際性、コミュニケーション能力 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

 法学部では、以下の通り、各学科においてディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）を

制定し、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 

ビジネス法学科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

ビジネス法学科は、学部の教育目的の下、「企業活動における法令遵守（コンプライアン

ス）や企業統治 （コーポレート・ガバナンス）の現代的意義を深く理解し、実社会で活躍

できる人材の育成」を目指しており、所定の単位を修得し、以下のような知識や能力、 態

度を身につけた学生の卒業を認定し、学士（法学）の学位を授与する。 

１． さまざまな問題の解決に必要な法的思考能力（リーガル・マインド） 

２． 企業活動における法令遵守（コンプライアンス）や企業統治（コーポレート・ガバナ

ンス）に関する知識 

３． グローバル時代に対応した法知識と能力 

４． 幅広く奥行きのある教養および豊かな人間性に裏打ちされたコミュニケーション能力 

 

自治行政学科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

自治行政学科は、学部の教育目的の下、「公務員・NPO 職員等として公共の一翼を担うこ

とのできる人材、および地方自治に関わるさまざまな分野で活躍できる人材の育成」を目

指しており、所定の単位を修得し、以下のような知識や能力、態度を身につけた学生の卒

業を認定し、学士（法学）の学位を授与する。 

１． 地方自治の発展、地域社会の活性化、住みよいまちづくりに関する知識 

２． 公務員・NPO 職員等として、行政その他公共の一翼を担うことのできる法的思考能力・

政策形成能力 

３． 会得した知識を活用し、地方自治や地域社会に関わるさまざまな分野で活躍できる能

力 

４． 幅広く奥行きのある教養および豊かな人間性に裏打ちされたコミュニケーション能力 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 スポーツ健康科学部・スポーツ健康科学科のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

は以下の通りであり、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 

スポーツ健康学科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

・ スポーツ健康科学科は、学部の教育目的の下、「スポーツの競技力向上、青少年から高

齢者にいたる健康の維持・増進活動、学校教育や社会教育の推進に寄与できる人材の

養成」を目指しており、所定の単位を修得し、以下のような知識や技能、態度を身に

つけた学生の卒業を認定し、学士（スポーツ健康科学）の学位を授与する。 

１．豊かな人間性と社会性を支える広い教養を身につけるとともに、生命教育を中心とし
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たスポーツ健康科学の学問内容および方法を理解している。（知識） 

２．自ら設定した課題について、スポーツ健康科学の学問領域の知識を用いて考察し、自

分の考えを口頭表現、文章表現、そして身体表現によって的確に伝えることができる。

（技能） 

３．スポーツ健康科学の知を実践の力へと高め、地域社会および国際社会のニーズにこた

えることができる。（態度） 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

経済学研究科では、経済学、経営学、会計学、流通論のそれぞれの分野の専門的知識を

有する高度職業人、また創造性豊かな研究者の養成を目指しているが、その具体的なディ

プロマ・ポリシー（学位授与の方針）は以下の通りであり、大学のホームページで公表し

ている【根拠：4‐1‐3】。 

経済学研究科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

客観的な基準と公正な手続き・評価システムによって、修士論文または博士論文を評価

し、学位を認定します。 

 

修士課程修士課程修士課程修士課程    

 修士課程では、指導教員が指導する専攻科目の演習を 2 年間（8単位）と指導教員の指示

する専攻科目を含む講義科目（特論）を 24単位以上履修し、指導教員の指導の下で修士論

文を作成し、その審査に合格した者に修士（経済学）の学位が授与されます。なお、修士

論文については、2年次の秋に実施される公開の修士論文中間報告会、および 2 月に行われ

る修士論文最終報告会で発表し、最終報告会後に行われる 3 名の審査員による口頭試問を

受け、そこで B 以上の評価を得なければなりません。その際、成績評価は、研究分野に対

する知識、研究の方法、論旨の明確さ、文章の明瞭さなどの点から評価しますが、論文が

80％、口頭試問が 20％の割合で総合評価とします。修士論文の成績は、2 年次の演習の単

位に含まれます。なお、本研究科博士後期課程への進学を希望する者は、修士論文の成績

が A であることが条件となります。 

 

博士後期課程博士後期課程博士後期課程博士後期課程    

博士後期課程では、指導教員が指導する専攻科目の演習（研究指導）を 3年間（12 単位）

と指導教員が指示する講義科目（特殊研究）2 科目（8単位）を履修し、在学期間中に博士

論文（学位論文）を提出し、その審査に合格すると博士（経済学）の学位が授与されます。

博士論文についても、修士論文と同様、公開の中間報告会および最終報告会で報告するこ

とが条件となります。論文の審査については、（1）研究の目的・対象・方法等の明確さ、（2）

研究の独創性、（3）当該分野の研究に対する貢献と位置づけ、（4）文献参照範囲の適切さ、

（5）論旨の明確さと一貫性、（6）文章の明瞭さ、（7）学術論文としての形式要件などにつ

いて 3 名の審査員によって評価されます。その際、必要に応じて当該領域における外部の

専門家を審査員に加えることもあります。その後、博士後期課程担当教員の 3 分の 2 以上

が出席する委員会における投票で、出席者の 3 分の 2 以上の賛成を得る必要があります。 
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＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

 社会学研究科のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）は以下の通りであり、大学の

ホームページで公表している【根拠：4‐1‐3】。 

社会学研究科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

 

修士課程修士課程修士課程修士課程    

社会学分野における幅広くかつ深い学力を備え、問題発見・問題解決の能力を持ち、行

政機関、研究機関、企業、NPO・NGO などで、専門実務家、専門調査士として社会に貢献で

きる人材、さらに博士後期課程に進学して研究者を目指すのに必要な資質・能力を持つ人

材の養成を目的としています。 

 2 年以上在籍し、本研究科開講科目及び単位互換制度科目を含めて合計 32 単位以上を修

得し、修士論文の審査に合格した者に修士（社会学）の学位が授与されます。修士論文は、

高度専門人として活躍できる能力を示すことが求められます。もしくは、研究者を目指し

て博士後期課程に進学するのに必要な幅広い学識、問題解決能力を示すことが求められま

す。修士論文は、（1）問題設定の明確さ・妥当性、（2）研究分野に関する知識、（3）研究

の方法、（4）論旨の明確さ、（5）文章の明瞭さなどが満たされていることが求められます。 

 

博士後期課程博士後期課程博士後期課程博士後期課程    

社会学分野における研究者、官民諸団体における調査・企画立案のできる専門家養成を

目的としています。 

3 年以上在籍し 20 単位以上を修得し、博士論文の審査及び最終試験に合格するものに博士

（社会学）の学位が授与されます。博士論文は、（1）論文の独創性、（2）研究テーマ、問

題設定の学問的・社会的意義と適切性、（3）先行研究の綿密な渉猟、（4）方法論の理論的

研究と実証的調査および分析、（5）論理・主張の統一性と一貫性、（6）形式的な要件、が

満たされていることが求められます。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

 物流情報学研究科のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）は以下の通りであり、大

学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐3】。 

物流情報学研究科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

平成 20 年度から大学院物流情報学研究科では、産学連携による実践的なロジスティクス

を担う人材育成を目的とした「サプライチェーン・ロジスティクス人材育成プログラム」

の検討を開始しました。本プログラムは、経済産業省の平成 20年度「産学連携人材育成事

業（サービス人材分野）」に採択された事業です。この検討結果を踏まえて、大学院物流情

報学研究科では、産学連携のカリキュラムが平成 22 年 4 月から正式にスタートした。企業

の方による講義、企業を訪問して現場を実感する講義、そして企業現場で実際の改善を考

える演習と、多様な産学連関の科目が設けられています。 
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修士課程修士課程修士課程修士課程 

 修士課程では、この人材育成プログラム中心に学習すると同時に、指導教員の指導する

専攻科目の演習を 2年間（8 単位）と指導教員の指示する専攻科目を含む講義科目（特論）

を 24単位以上履修し、指導教員の指導の下で修士論文を作成し、論文審査を受けます。（1）

論文審査は主査 1 名、副査 2 名によって行われ、審査に合格し、物流情報学研究科委員会

の承認を得て修士（物流情報学）の学位が授与されます。（2）論文審査については、2年次

の夏に実施される公開の修士論文中間報告会には修士論文中間概要書と論文本体を提出し

ます。翌 2 月に行われる修士論文最終報告会では修士論文結果概要書と論文本体を提出し、

発表し、最終報告会後に行われる 3 名の審査員による口頭試問を受けます。（3）口頭試問

において審査委員からの質問・疑問があった場合には、まず口頭で説明し、その後「論文

修正指示書」よりの論文の修正が指示されることがあります。（4）論文には特に独自性、

新規性、創造性が求められています。 

 

博士後期課程博士後期課程博士後期課程博士後期課程 

 博士後期課程では、指導教員が指導する専攻科目の演習（研究指導）を 3 年間（12単位）

と指導教員が指示する講義科目（特殊研究）2 科目（8単位）を履修し、在学期間中に博士

論文（学位論文）を提出し、その審査に合格すると博士（物流情報学）の学位が授与され

ます。博士論文についても、修士論文と同様、公開の中間報告会および最終報告会で報告

することが条件となります。論文の審査については、（1）研究の目的・対象・方法等の明

確さ、（2）研究の独創性、（3）当該分野の研究に対する貢献と位置づけ、（4）文献参照範

囲の適切さ、（5）論旨の明確さと一貫性、（6）文章の明瞭さ、（7）学術論文としての形式

要件などについて 3名の審査員によって評価されます。その後、博士後期課程担当教員の 3

分の 2 以上が出席する委員会における投票で、出席者の 3 分の 2 以上の賛成を得る必要が

あります。  

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

    法学研究科のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）は以下の通りであり、大学のホ

ームページで公表している【根拠：4‐1‐3】。 

法学研究科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科は、ビジネス法学および自治行政関連分野における幅広くかつ深い学識を備え、

問題発見および解決の能力を持ち、企業、行政機関、NPO などで専門実務家として社会に貢

献できる人材の育成を目的としています。 

 

修士課程修士課程修士課程修士課程 

 学位の取得のためには 2 年以上在籍し、所定の単位の修得、および所定の過程を経て修

士論文の審査および最終試験に合格することが必要であり、これらの過程および審査に合

格した者に修士（法学）の学位が授与されます。 

学位授与に至るプロセスは、客観的な基準と公正な手続き・評価システムによって進め

られます。必修科目の「ガバナンス論」を履修（留学生の場合はこれに「法学文献講読」
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もあわせて履修）のうえ、指導教員が担当する「特別研究」を履修することが求められま

す。また、およそ半年ごとに行われる所定の審査に合格することが必要になります。そう

した過程を経て所定の様式に沿った修士論文を完成させ審査を受けた上、法学研究科委員

会の承認により学位が授与されます。論文の審査にあたっては、課題設定の妥当性、問題

意識の明確さ、研究方法の一貫性、論旨展開・文章表現の適切さなどの観点から、上に掲

げた本研究科の目的にかなうものであるかどうかが審査の基準となります。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

    スポーツ健康科学研究科のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）は以下の通りであ

り、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐3】。 

スポーツ健康科学研究科：ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

    

修士課程修士課程修士課程修士課程    

学位の名称：修士（スポーツ科学） 

修了要件 

2 年以上在籍し、履修方法にしたがって 30 単位以上を修得すること、および修士論文を

提出し最終試験に合格すること。 

学位授与基準学位授与基準学位授与基準学位授与基準    

本専攻は、とくに地域における生涯スポーツや競技スポーツの振興推進に関わる諸問題

を科学的に解決し、実践に役立たせることのできる高度な専門知識・技能を身につけた人

材の育成を目的としています。 

 学位については、つぎの要件を満たした者に授与します。 

・大学院修了者に相応しい幅広い教養と人間性を身につけている。 

・スポーツ科学に関わる幅広い学識を身につけている。 

・地域における生涯スポーツや競技スポーツの振興推進に関わる高度な専門知識・技能を

身につけている。 

・修士論文の作成（テーマを決定する、計画を立案し実施する、結果をまとめ考察する、

結論を提示する、今後の課題を提示する、プレゼンテーションをおこなう、など）をと

おして、研究推進に必要な課題解決能力を身につけている。 

・地域における生涯スポーツや競技スポーツの振興推進に関わる今日的な課題を見出し、

それを解決し社会に貢献することができる創造的な実践能力を身につけている。 

 

 

（２）教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか。（２）教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか。（２）教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか。（２）教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか。    

    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

本学では、大学の教育目標および各学部・学科の教育目標・ディプロマ・ポリシー（学

位授与の方針）に基づき、2012 年度に学部・学科ごとのカリキュラム・ポリシー（教育課

程の編成・実施の方針）を作成し、公開している【根拠：4‐1‐1】。科目区分や必修・選



62 

 

択の別、単位数については、各学部の教育課程表に記載され（履修要綱に掲載）、大学ホー

ムページからも閲覧することができる【根拠：4‐1‐4 大学 HP シラバス（履修要綱）】。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

 経済学部では、学部・学科の教育目標・ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）に基

づき、それぞれの学科でカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）を策定

し、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 

経済学科：カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針） 

経済学科では、ディプロマ・ポリシーにおいて規定されている学位授与の要件である 3

つの能力を持つ人材を効果的に育成できるよう、育成したい能力に対応したカリキュラム

を編成している。 

ディプロマ・ポリシーの１にあたる「経済学の理論と現実の経済をバランスよく学習し、

それにもとづいて課題に対応していく能力」については、経済学の標準的な教育体系上な

くてはならない内容を網羅した専門基礎科目、および経済学に関連する発展的な分野につ

いて学修する専門発展科目を履修することで、養成を図る。専門基礎科目については、以

下の１において、ⅰ）導入のための科目、ⅱ）経済学の共通の知的基盤を形成する科目、

ⅲ）経済学の諸分野における専門知識を学ぶ科目、の 3 つのカテゴリーに分けて段階的に

配置する。専門発展科目については、以下の２において、ⅰ）共通の知的基盤となる知識

を修得する科目、ⅱ）発展的な内容に触れながらコミュニケーション能力を高める科目、

ⅲ）発展的な分野における専門知識を学ぶ科目、の 3 つのカテゴリーに分けて段階的に設

置する。このように、各学年での修得が望ましい科目をまとめて、導入から基礎、専門へ

と段階的に配置されたカリキュラムに沿って、興味のある科目を順次履修することで、経

済学に関する理論と現実をバランス良く効果的に学修できる。 

ディプロマ・ポリシーの２に当たる「自分で考え、周囲の人とコミュニケーションしな

がら問題を解決していく能力」は、以下の３のⅳ）で設置する 1 年から 4 年にかけての演

習や、２のⅱ）で設置する、発展的な内容に触れながらコミュニケーション能力を高める

ための科目等を履修することで養成できる。 

最後に、以下の３で設置する、生涯学習につながる教養等を育成する科目を履修するこ

とで、 ディプロマ・ポリシーの３にあたる「豊かな教養と社会の規範を身につけ、健全で

充実した社会活動を行う能力」を養成する。 

１．標準的な経済学教育の体系に沿って、基礎から専門まで一貫して学修できる積み上げ

型のカリキュラムに対応した専門基礎科目を配置する。 

ⅰ）体系的な経済学の知識を学修する導入として、経済学の基礎理論と現実の経済現象に

触れ、経済活動の本質に対する興味を喚起する必修科目を 1学年に配置する。 

ⅱ）経済学の専門的知識を学ぶために必須となる、共通の知的基盤を形成するための科目

を配置する。 

ⅲ）経済学の諸分野における専門知識を学修する、専門基礎科目を配置する。「産業と労働」

「金融と情報」「公共と福祉」「地域と世界」の 4 つの学修領域を設定する。それぞれの領

域において、多様な経済現象を段階的に理解できるよう、コアとなる科目を 2 学年より配

置し、関連して学習することが望ましい科目を 3学年より配置する。 
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２．標準的な経済学と密接に関連する、経営学、流通情報学、法学等の領域における発展

的な専門知識を学修する、専門発展科目を配置する。 

ⅰ）発展的分野における共通の知的基盤となる知識を修得する科目を配置する。 

ⅱ）発展的な分野に触れながら、ビジネスにおけるコミュニケーション能力を高めるため

の科目を配置する。 

ⅲ）発展的な分野における専門的知識を学修する科目を配置する。 

３．社会規範に沿った充実した生活を送るうえで必要となる豊かな教養と、人生における

健全な知的基盤を形成するための生涯学習につながる科目を配置する。 

ⅰ）人文科学、社会科学、自然科学に対する理解を深める一般教養科目を配置する。 

ⅱ）国際化社会において必須となる外国語によるコミュニケーション能力を学修する外国

語科目を配置する。 

ⅲ）生涯学習のための基礎的知識と、自己実現に向けた能動的な姿勢を育成するキャリア

関連科目を配置する。 

ⅳ）社会人として必要な幅広い視野を身に付ける、経済学に関連の深い他学部・他学科の

科目を配置する。 

ⅴ）コミュニケーション能力および課題発見・解決能力を育成するため、1学年から 4学年

まで演習を配置する。 

 

経営学科：カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針） 

経営学科では、産業界が求めているグローバル人材を育成するために、教養のある人材

であること、専門知識を英語で学んでいること、現役の経営幹部・実務者からビジネスの

実態を学んでいることに対応したカリキュラム編成を基本とする。 

そのうえで、本学の基本教育方針である全員ゼミ制度を発展させ、専門知識と教養を備

えた応用力が発揮できるように、専門学修と教養学修を統合した 4 年間を一貫する演習（ゼ

ミ）を開講する。 

個々の学生と教員の間で、各自の目標を確実に実現すべく、学修方針や履修計画を立案

できるようにする。 

卒業研究では、下級生への報告会や指導演習を通して、グローバル時代に求められる集

団適応力と自律した思考や行動を修得できるようにする。 

4 年間を一貫する演習（ゼミ）を中心に各科目を配置し、カリキュラムを系統化する。 

専門科目として、学生の将来計画に対応すべく、起業やマネジメントに関する科目群、

マーケティングや流通に関する科目群、会計やファイナンスに関する科目群を開講する。 

以下、具体的な開講科目は次の通りである。 

１．日常生活にかかわる商品・サービスを事例に実践的に経営の全体像を修得する科目を

開講する。 

２．企業の実態に経営学の専門知識を適用し探求する科目を開講する。 

３．教養性と専門性ならびに倫理を総合的に学修する科目を開講する。 

４．専門 3科目群の中に専門的知識を深める科目を開講する。 

５．グローバル企業に求められる専門知識を英語で学ぶ科目を開講する。 
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６．能動的学修や批判的思考を促進するための実習や演習が伴う科目を開講する。 

７．自立する企業人への準備として、研究成果などを発表し、審査を受ける科目を開講す

る。 

８．生涯にわたって学習が継続できる教養科目を開講する。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

社会学部・社会学科のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）は以下

の通りであり、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 

社会学科：カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針） 

社会学科では、学部の教育目的を達成するために、以下のような方針でカリキュラムを

編成している。 

１． 社会学を基盤とし、実践的・実証的な社会科学の知識・技能を身につけることができ

るように社会学の基礎・調査法等の科目を配置する。 

２． 専門的知識を体系的に学ぶための基盤を身につけることができるように、歴史、哲学、

文学、自然、健康などの教養科目（基礎・発展）・語学科目・情報処理科目・スポーツ

健康科目を幅広く配置する。 

３． 生涯学び成長し続けていくための土台を築くことができるように、キャリア科目、イ

ンターンシップ科目を配置する。 

４． 社会学、心理学、社会福祉学、保育学の領域において、専門的な知識・技能を身につ

けることができるように、専門科目（講義）及び実習・演習科目を配置する。 

５． コミュニケーション能力を育成するとともに、自ら問題を発見し解決を試みる能動的

な姿勢をもつことができるように、１年次から４年次まで演習を配置する。また、卒

業論文を課すことによって、各自の学習成果を社会に還元できるようにする。 

６． 人間・社会・自然に対する理解を深め、豊かな教養を育むために、他学部・他学科の

科目を配置する。 

 

社会学部・国際観光学科のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）は

以下の通りであり、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 

国際観光学科：カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針） 

国際観光学科では、学部の教育目的を達成するために、以下のような方針でカリキュラ

ムを編成している。 

１． 観光学および社会学的視点から、観光関連サービス、地域振興、国際交流の三つのモ

デルを配置する。 

２． 観光関連の多様なサービス、地域社会、国際交流現場における体験学習として、観光

研修、観光インターンシップ、インターンシップ（海外）、海外研修を配置する。 

３． 英語によるコミュニケーション能力を高めるために、１年次に観光英語Ⅰ・Ⅱを配置

するとともに、英語 TAⅠ・Ⅱ、TBⅠ・Ⅱ、TCⅠ・Ⅱ、TDⅠ・Ⅱ（必修）を配置し、さ

らに能力を高めたい学生には、英語 TEⅠ・Ⅱ、TFⅠ・Ⅱ、TGⅠ・Ⅱ（選択必修）を配

置する。 
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４． 観光現場での実践的な情報処理能力を高めるために情報基礎Ⅰ・Ⅱを必修とし、ほか

に実務にかかわる資格取得を目指し旅行業務論を配置する。 

５． 観光の専門的知識に対する理解力、問題の発見、解決能力を高めるために、４つの領

域の教養基礎科目を配置する。そして、将来のキャリア形成に資する科目を配置する。 

６． 新しい観光に柔軟に対応できる創造力を身につけられるように、１年次から４年次ま

での演習科目を配置し、各自の４年間の履修の集大成を公開するものとして卒業論文

を課す。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

流通情報学部・流通情報学科のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）

は以下の通りであり、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 

流通情報学科：カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針） 

カリキュラム・ポリシーの基本的な考え方は、ディプロマ・ポリシーをより具体化し、

専門知識と教養を兼ね備えた人間力のある人材の養成に資する教育課程の編成と実施であ

る。 

4 年間を通じて、学ぶことの楽しさや、授業や体験を踏まえた知識、教養の段階的な積み

上げを実感できる枠組みとなるよう意図している。 

以下、具体的な開講科目は次の通りである。 

１．流通情報学が経済学や経営学、社会学などの社会科学、および工学などの学問領域に

も広く、深く関連している学際的分野であることを理解させる科目群(流通情報学の基

礎) 

２．流通情報学は新しい学問分野であり、社会の変化、価値観の多様性などに敏感に対応

する必要性が高く、そのためには幅広く豊かな教養の素地が重要であることを理解さ

せる科目群 

３．流通情報学は理論的な基盤のみならず、実際の、現場の状況把握、その分析・評価に

も重点を置いていることを理解させる科目群 

４．ロジスティクスの遂行には、一定レベルの情報処理スキルが必要であることを理解さ

せる科目群 

５．グローバル社会、情報社会にあって、ロジスティクスは世界共通言語であることを理

解させる科目群(発展系、副専攻) 

６．コミュニケーション能力および課題発見・解決能力を育成するための演習科目 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

 法学部・ビジネス法学科は、以下の通り、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・

実施の方針）を定め、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 

ビジネス法学科：カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針） 

学部の教育目的を達成するとともに、ディプロマ・ポリシーが求める人材養成方針を満

たすために、ビジネス法学科では以下のような科目を提供する。 

１． 法的思考能力を身に付けるための基礎を形成する科目 
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２． 法的思考能力を養成する科目、およびコミュニケーション能力や課題発見・解決能力

を育成するための演習科目 

３． コンプライアンス、コーポレート・ガバナンスについての知識や判断能力を養成し、

あわせてその背景となる経済・社会情勢に対する理解を深める科目 

４． コンプライアンス、コーポレート・ガバナンスについての知識を踏まえたうえで、専

門的なコミュニケーションを図る能力を養成する科目 

５． 法的思考の背景を支える、幅広く奥行きのある教養と豊かな人間性を形成するのに資

する科目 

６． 将来のキャリア形成に資する科目 

７． 幅広い視野を身に付けるための法学に関連の深い他学部・他学科の副専攻科目 

 

 法学部・自治行政学科は、以下の通り、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

施の方針）を定め、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 

自治行政学科：カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針） 

学部の教育目的を達成するとともに、ディプロマ・ポリシーが求める人材養成方針を満

たすために、自治行政学科では以下のような科目を提供する。 

１． 法的思考能力を身に付けるための基礎を形成する科目 

２． 行政その他公共の一翼を担うために必要な法的思考能力、政策形成能力を養成する科

目、およびコミュニケーション能力や課題発見・解決能力を育成する演習科目 

３． 地方自治の発展、地域社会の活性化、住みよいまちづくりに関する具体的知識を獲得

するのに資する科目 

４． 地方自治における諸課題を発見し、解決を図るために必要な能力・知識を養成する科

目 

５． 地方自治や地域社会をめぐる法的・政策的問題をより広い視野から分析する能力を養

成する科目 

６． 法的思考の背景を支える、幅広く奥行きのある教養と豊かな人間性を形成するのに資

する科目 

７． 将来のキャリア形成に資する科目 

８． 幅広い視野を身に付けるための法学に関連の深い他学部・他学科の副専攻科目 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

スポーツ健康科学部・スポーツ健康学科のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・

実施の方針）は以下の通りであり、大学のホームページで公表している【根拠：4‐1‐1】。 

スポーツ健康学科：カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針） 

スポーツ健康科学科では、建学の理念に基づく教育理念に則り、「スポーツの競技力向上、

青少年から高齢者にいたる健康の維持・増進活動、学校教育や社会教育の推進に寄与でき

る人材の養成」を目標にカリキュラムを構成している。 

今日の社会事象を鑑みると、スポーツを専門に学んだ学生が社会において活躍する為に

は、学問を横断的に学ぶ必要がある。従って、特にコースという縛りを設けず、「専門基礎
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科目」と「専門発展科目」の科目群で、幅広い知識の修得を目指す。 

以下、具体的な開講科目は次の通りである。 

１．上記で示した人材育成を図る為に、「生命の尊厳」と「人間力」を持った人材の育成を

特に重視し、必修科目においてこれらの力を創造していく。またコミュニケーション

能力および課題発見・解決能力を育成するため、1年次から 4年次まで演習科目を配置

する。 

２．国際化社会において必須となる外国語によるコミュニケーション能力を育成する科目

を配置する。 

３．生涯学習のための基礎的知識と、自己実現に向けた能動的な姿勢を育成するキャリア

関連科目を配置する。 

４．人文科学、社会科学、自然科学に対する理解を深める教養科目を配置する。 

５．「専門基礎科目」では、今日、スポーツ科学を構成している学問を幅広く修得させる。 

６．専門発展科目では、発展的かつより専門性を持った科目でカリキュラムを構成する。 

７．スポーツの競技力向上を図る科目を配置する。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 経済学研究科のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）は、次の通り

である【根拠：4‐1‐5（既出 1－7、別冊 3）大学院履修要綱（31-32、61-62 頁）】。 

修士課程に関しては「国際化、情報化、サービス化の中で激変しつつあるわが国の経済

問題のうち、とりわけ流通に関わる諸問題を根本的かつ総合的に研究することを目的とし

ており、この目的を実現するためにとくに経済政策分野の授業科目を重点的に配置」して

おり、教育目標・学位授与方針との整合性が示されている。また、博士後期課程でも「同

様の趣旨でほぼ同じ授業科目が設置されている」。 

 大学院入学と同時に指導教員を決め、修士論文または博士論文の作成にあたるが、課程

修了には、修士課程では 32 単位以上の、博士後期課程では 20 単位以上の授業科目の修得

が要件となる。授業科目はすべて年間 4単位で、理論経済学、経済史、経済政策、財政学・

金融論、統計学、社会政策、経営学、会計学、流通の 9 つの学科目に区分されている。そ

のなかから、修士課程では専攻科目の演習を 2 年次にわたり計 8単位、特論を計 24単位以

上、博士後期課程では専攻科目の研究指導を 3 年次にわたり計 12 単位、特殊研究を計 8 単

位以上履修しなければならない。なお、修士課程の特論および博士課程の特殊研究につい

ては、必修・選択の区別はないが、いずれも指導教員の指示する科目を履修するものとさ

れ、専攻、論文テーマと関連の深い科目が履修されるようになっている。また、博士後期

課程の特殊研究は、原則として入学した年度に履修すべきものとしている。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

 社会学研究科のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）は、次の通り

である【根拠：4‐1‐5（既出 1－7、別冊 3）大学院履修要綱（77-78、99-100 頁）】。 

社会学研究科は、修士課程・博士後期課程とも大学院の目的である「理論社会学、社会

福祉・地域社会学、産業・観光社会学等の諸領域における専門的知識を有する高度職業人、
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または創造性豊かな研究者の養成」を目指している。したがって本研究科では、理論社会

学関係、社会福祉・地域社会学関係、産業・観光社会学関係の３つを柱に、系統立て教育

目的を達成するようにカリキュラムを編成している。 

修士課程においては、2年以上在籍し、本研究科開講科目及び単位互換制度科目を含めて

合計 32 単位以上を修得し、修士論文の審査に合格した者に修士（社会学）の学位が授与さ

れる。修士論文は、高度専門人として活躍できる能力を示すこと、もしくは、研究者を目

指して博士後期課程に進学するのに必要な幅広い学識、問題解決能力を示すことが求めら

れる。修士論文は、（1）問題設定の明確さ・妥当性、（2）研究分野に関する知識、（3）研

究の方法、（4）論旨の明確さ、（5）文章の明瞭さなどが満たされている必要がある。  

博士後期課程においては、3 年以上在籍し 20 単位以上を修得し、博士論文の審査及び最

終試験に合格するものに博士（社会学）の学位が授与される。博士論文は、（1）論文の独

創性、（2）研究テーマ、問題設定の学問的・社会的意義と適切性、（3）先行研究の綿密な

渉猟、（4）方法論の理論的研究と実証的調査および分析、（5）論理・主張の統一性と一貫

性、（6）形式的な要件、が満たされていることが求められる。また大学院入学と同時に指

導担当の教員を決め、修士論文または博士論文の作成にあたっている。 

課程修了には、修士課程では 32 単位以上の、博士後期課程では 20 単位以上の授業科目

の修得が要件となる。具体的には、「理論社会学」関係 8 科目、「社会福祉・地域社会学」

関係 10 科目、そして「産業・観光社会学」関係 6科目を配置している。これらの科目の中

から、修士課程では専攻科目の演習を 2年次にわたり計 8 単位、特論を計 24 単位以上、博

士課程では専攻科目の研究指導を 3年次にわたり計 12単位、特殊研究を計 8 単位以上履修

しなければならない。なお、修士課程の特論および博士課程の特殊研究については、必修・

選択の区別はないが、いずれも指導教員の指示する科目を履修するものとし、専攻、論文

テーマと関連の深い科目が履修されるようになっている。また、博士後期課程の特殊研究

は、原則として入学した年度に履修すべきものとしている。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

 物流情報学研究科のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）は、次の

通りである【根拠：4‐1‐5（既出 1-7、別冊 3）大学院履修要綱（117-118、137-138 頁）】。 

 本研究科は、「物を生産し消費者へ届けることが使命の製造業や流通業にとって、物流は

必要不可欠な機能である。経済のグローバル化により市場競争がますます激化しつつある

が、企業の優位性を持続していくために、従来の物流の領域を越え、生産をうまくコント

ロールし、欲する消費者へ過不足なく提供する仕組み、いわゆるロジスティクスの効果的

な実現が極めて重要な課題である。加えて、地球温暖化防止の観点から資源の再利用、環

境問題への配慮も重要性を増している。課題の解決には、情報の蓄積・共有、やり取りな

どが伴い、進展著しい情報ネットワーク技術の積極的な活用が求められる。」（2012 年度『大

学院履修要綱』）という課題に対応できる人材養成を目指しており、そのために必要な授業

科目を設置している。 

修士課程においては、２年以上在学し、物流学関連科目と情報学関連科目から 24 単位以

上、及び指導教授の担当する演習科目を８単位、合計で 32 単位以上を取得し、かつ必要な
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研究指導を受けた上、修士論文の審査及び試験に合格することによって達成されなければ

ならないとしている。 

博士後期課程においては、物流学関連科目と情報学関連科目から８単位以上、及び専

攻科目の研究指導を原則３年次にわたり１年次４単位で合計 12 単位、全体で 20 単位以上

を取得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することによ

って達成されなければならないとしている。 

なお、修士課程の特論および博士課程の特殊研究については、必修・選択の区別はない

が、いずれも指導教員の指示する科目を履修するものとされ、専攻、論文テーマと関連の

深い科目が履修されるようになっている。また、修士課程の特論は原則として入学した年

度に履修することが望ましい、博士後期課程の特殊研究は、原則として入学した年度に履

修すべきものとしている。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

 法学研究科のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）は、次の通りで

ある【根拠：4‐1‐5（既出 1-7、別冊 3）大学院履修要綱（151-152 頁）】。 

本研究科は、ビジネス法学および自治行政関連分野における幅広くかつ深い学識を備え、

問題発見および解決の能力を持ち、専門実務家として社会に貢献できる人材の育成を目的

としており、そのために必要な教育課程の編成を行っている。    

まず大学院入学と同時に研究科委員会が各学生の指導教員を決定する。指導教員の指導

に従って修士論文の作成にあたるが、課程修了には、30単位（留学生は 32単位）以上の授

業科目の修得が要件となる。授業科目は 2 単位ないし 4 単位で、特別研究、特論、演習の

区分がある。「ガバナンス論」は必修となっており、留学生はこのほかに「法学文献講読」

も履修が義務付けられている。 

1 年次のうちに研究計画を提出し、研究科委員会の承認を得ることになっている。承認が

得られた学生に対し研究科委員会は副指導教員を決定し、修士論文の作成のための指導を

受ける。研究計画に近い分野を専攻する教員だけでなく、視野を広げるために、必ずしも

専攻分野にこだわらず、副指導教員を決定している。幅広く学修を進めるとともに、学生

が指導教員との間だけの関係のなかに狭く閉じこもらないようにという配慮でもある。 

2 年次には指導教員の特別研究（4単位）のほか、演習科目を履修し、学識を深めるとと

もに、修士論文の作成に役立てている。特別研究以外は必修・選択の区別はないが、いず

れも指導教員との相談のうえで履修するよう指導しており、複数教員のもとで修士論文が

作成されるようになっている。2 年次の前期には、公開で行う修士論文中間審査のための発

表の機会があり、可能な限り全教員が参加するほか、他の院生や教員も傍聴できる。こう

した公開発表に基づいて、研究科委員会で審査を行い、合格した者は修士論文の提出資格

が認められる。こうした仕組みは毎年度初頭のガイダンスで学生に周知している。 

本研究科は、ビジネス法学および自治行政関連分野における幅広くかつ深い学識を備え、

問題発見および解決の能力を持ち、専門実務家として社会に貢献できる人材の育成を目的

としており、そのために必要な教育課程の編成を行っている。    

まず大学院入学と同時に研究科委員会が各学生の指導教員を決定する。指導教員の指導
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に従って修士論文の作成にあたるが、課程修了には、30単位（留学生は 32単位）以上の授

業科目の修得が要件となる。授業科目は 2 単位ないし 4 単位で、特別研究、特論、演習の

区分がある。「ガバナンス論」を必修としているほか、留学生は「法学文献講読」も必修と

している。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

 スポーツ健康科学研究科のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）は、

「カリキュラムの特徴」として大学のホームページに公開しており、科目区分、必修・選

択の別、単位数、修了要件は大学院履修要綱に明示している【根拠：4‐1‐6（既出 1-8）、

大学院各研究科 HP】【根拠：4‐1‐5（既出 1-7、別冊 3）大学院履修要綱（179-180 頁）】。

その内容は次の通りである。 

生涯スポーツや競技スポーツに関わるプロモーション・リーダーに必要な素養を養成す

るため、スポーツ健康科学研究科の教育課程は共通科目と専門科目とに分けて設定してい

る。  

共通科目は、スポーツ科学およびスポーツ・プロモーションの概要を把握させるために

オムニバス形式で行う導入科目（2 単位×1 科目、必修）、これらに関わる研究方法の概要

を把握させるためにオムニバス形式で行う導入科目（2 単位×1 科目、必修）、修士論文に

関わる研究方法を学修させるための科目（2 単位×1 科目、必修）、専任教員が有する専門

分野の知識・技能を幅広く学修させるための科目（1単位×6科目、選択）の 9 科目と修士

論文作成の研究指導で構成している。これらの科目を通じて修士論文の作成を支援し、デ

ィプロマ・ポリシーにおける「研究推進に必要な課題解決能力」を修得させることが、共

通科目における重要な目標の一つである。  

専門科目は、スポーツ・プロモーションに関わる専門的能力を養成するために、企画立

案・運営に関わる科目（スポーツ・マネジメント論特講、スポーツ組織・運営論特講、な

ど）、指導内容・指導法に関わる科目（スポーツ教育論特講、スポーツ・コーチング論特講、

など）、対象に関わる科目（子どもスポーツ論特講、中高齢者スポーツ論特講、など）によ

り構成している。これらの科目は、おもに幼児から高齢者までの健常者、障害者の運動遊

びや運動・スポーツの実践に関わるプロモーション・リーダーとして必要な企画立案・運

営・指導等に関わる高度な専門知識・技能を育成する生涯スポーツ領域科目と、おもに競

技スポーツ（障害者スポーツを含む）の実践に関わるプロモーション・リーダーとして必

要な能力を育成する競技スポーツ領域科目に分けてあり、大学院生には、どちらの領域を

専門に学ぶかを、入学時に選択させる。 

ディプロマ・ポリシーに示している「大学院修了者に相応しい幅広い教養と人間性」、「ス

ポーツ科学に関わる幅広い学識」を修得させるために、多様な教員から多様な内容を学修

させることを意図し、それぞれの領域における専門科目を 5 群に分けて、所属領域におい

ては各群から 2単位以上かつ合計 14 単位以上、他領域においても 6 単位以上修得すること

を修了要件として、学修内容が特定の領域に偏らないように配慮している。また、幅広い

教養と学識を得るために、共通科目も含めて同一時間帯における複数科目の同時開講を避

け、2年間で、できるだけ多くの単位を修得できるように配慮している。 
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ディプロマ・ポリシーで示している「地域における生涯スポーツや競技スポーツの振興

推進に関わる今日的な課題を見出し、それを解決し社会に貢献することができる創造的な

実践能力」は、2年間で培った幅広い教養および人間性と学識、高度な専門知識・技能、課

題解決能力を統合して発揮する能力である。2年間の総括として、大学院生を修士論文の作

成、予備審査、本審査に臨ませ、その過程でこれらの素養を統合させる。ここでも、専門

領域が異なる 2名の教員（主指導教員、副指導教員）がチームで修士論文の作成を指導し、

3 名～4名の教員が審査員およびオブザーバーとして大学院生 1 名の論文審査を担当するこ

とで、専門性を高めながらも、幅広い視野・知識による創造的実践能力を高められるよう

に配慮している。 

 

 

（３）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員（職員お（３）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員（職員お（３）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員（職員お（３）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員（職員お

よび学生等）に周知され、社会に公表されているか。よび学生等）に周知され、社会に公表されているか。よび学生等）に周知され、社会に公表されているか。よび学生等）に周知され、社会に公表されているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

各学部・学科の教育目標は学則で明示されており、各学部・学科の教育目標、ディプロ

マ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）

は大学ホームページにおいて全文が公開されている。また、特に新入生にはその導入教育

期間であるオリエンテーション（RKU WEEK）中に、学部・学科ガイダンスや 1 年演習を通

じて周知の時間が設けられている【根拠：4‐1‐7(既出 1－10) 2013 RKU WEEK 教員用ガ

イド（実施要領）（7 頁）】。 

大学院各研究科の教育目標、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）も同様に大学の

ホームページにて公開しているが、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方

針）については、履修要綱等に記載されているが、2013 年度中に、各研究科での検討を経

てその改訂版を公開予定である。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

経済学部の理念・目的と同様に、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）およびカリ

キュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）は大学ホームページで明記されている。

また学生に対しては、入学時の新入生オリエンテーション（RKU WEEK）において、詳細か

つ丁寧に説明されている【根拠：4‐1‐7(既出 1－10)、2013 RKU WEEK 教員用ガイド（実

施要領）（7 頁）】 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

学生に対しては、学部レベルでは毎年、履修要綱の編集を行い、新年度に合わせて配布

するとともに、社会学科では履修モデルを中心に、より詳しい説明を載せた冊子（社会学

科カリキュラムと履修モデル）を別に配布し、教育目標、ディプロマ・ポリシー（学位授

与方針）およびカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）への理解を促して

いる【根拠：4‐1‐8 社会学科カリキュラムと履修モデル】。さらに、在学生については

学年別の在校生ガイダンス、新入生についてはオリエンテーション（RKU WEEK）における
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学部・学科ガイダンスで、直接教員が学生に対して口頭でその要点を伝え、より深い理解

を求めている【根拠：4-1-7(既出 1－10) 2013 RKU WEEK 教員用ガイド（実施要領）（7頁）】。 

   社会への周知に関してはホームページを通じ、受験生に対しては大学案内など入試関連

資料を通じて行っている。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

 流通情報学部のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）ならびにカリキュラム・ポリ

シー（教育課程の編成・実施方針）は、大学ホームページにおいてその内容が記されてい

る。新入生には、オリエンテーション（RKU WEEK）における学部・学科ガイダンスで、直

接教員が学生に対して口頭でその要点を詳しく伝えている【根拠：4‐1‐7 (既出 1-10) 

2013 RKU WEEK 教員用ガイド（実施要領）（7 頁）】。また、在学生に対しても年度開始前（3

月末）の履修ガイダンスにて説明している。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

本学部の理念・目的と同様に、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）およびカリキ

ュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）は、大学ホームページで明記されてお

り、さらに教授会のほか、ビジネス法学科・自治行政学科・一般教養の各分科会などを通

じて教職員に周知され、理解の共有が図られている。 

また学生に対しては、入学時の新入生オリエンテーション（RKUWEEK）の期間中に丁寧に

説明するのをはじめとして、在学生に対しても、履修ガイダンス等の機会を通じて周知し

ている【根拠：4‐1‐7 (既出 1－10) 2013 RKU WEEK 教員用ガイド（実施要領）（7 頁）】。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 本学部の目的は学則に規定され、教育目標、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）は、ホームページに記載されて

いる。特に新入生に対して、新入生オリエンテーション（RKU WEEK）において周知を図っ

ている【根拠：4‐1‐7 (既出 1-10) 2013 RKU WEEK 教員用ガイド（実施要領）（7 頁）】。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 大学院履修要綱に、教育目標およびカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方

針）を掲載している。また、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）は本学ホームペー

ジにおける大学院のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）のページに明示している。

さらに、修士課程、博士後期課程のそれぞれについて、履修モデルおよびシラバスを経済

学研究科紹介サイトに掲載している【根拠：4‐1‐9 (既出 1-8) 大学院経済学研究科 HP】。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

大学院履修要綱に、教育目標およびカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方

針）を掲載している。また、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）は本学ホームペー

ジにおける大学院のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）のページに明示している。

さらに、修士課程、博士後期課程のそれぞれについて、履修モデルおよびシラバスを経済
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学研究科紹介サイトに掲載している【根拠：4‐1‐10 (既出 1－8)大学院社会学研究科 HP】。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

 大学院履修要綱に、教育目標およびカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方

針）を掲載している。また、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）は本学ホームペー

ジにおける大学院のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）のページに明示している。

さらに、修士課程、博士後期課程のそれぞれについて、履修モデルおよびシラバスを経済

学研究科紹介サイトに掲載している【根拠：4-1-11(既出 1－8)大学院物流情報学研究科 HP】。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

大学院履修要綱に、教育目標およびカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方

針）を掲載している。また、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）は本学ホームペー

ジにおける大学院のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）のページに明示している。

さらに、修士課程、博士後期課程のそれぞれについて、履修モデルおよびシラバスを経済

学研究科紹介サイトに掲載している【根拠：4‐1‐12 (既出 1－8) 大学院法学研究科 HP】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

大学院履修要綱に、教育目標を掲載している。また、ディプロマ・ポリシー（学位授与

の方針）は本学ホームページにおける大学院のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

のページに明示している。さらに、修士課程、博士後期課程のそれぞれについて、履修モ

デルおよびシラバスを経済学研究科紹介サイトに掲載している【根拠：4‐1‐13(既出 1－

8)大学院スポーツ健康科学研究科 HP】。 

 

 

（４）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的（４）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的（４）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的（４）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的

に検証を行っているか。に検証を行っているか。に検証を行っているか。に検証を行っているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

学長を議長とする大学協議会、学部長連絡会議、各学部教授会、各学部運営委員で構成

される全学の教務委員会などで、5年を目途のカリキュラム改革時と7年毎の大学認証時に、

長期的問題の検証を行うとともに、大小の短期的問題について検討する機会が設けられて

いる。 

大学院各研究科も、研究科委員会を年 10 回程度開催し、また必要に応じて、学長が大学

院委員会を招集し、その中で教育目標や教育課程について議論している【根拠：4-1-14 (既

出 1-6) 大学院学則 第 19 条】。 

また開学 50 周年を機に、将来構想検討委員会が設置され、全学的な教育目標および教育

課程の編成・実施方針の適切性についても検証を始めている【根拠：4‐1‐15 (既出 1-17)

将来構想検討委員会資料】。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    
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 2010 年度より、学部の教務運営委員を橋渡しとして、全学の教務委員会と連絡を取り合

いながら、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）およびカリキュラム・ポリシー（教

育課程の編成・実施方針）の検証を行ってきた【根拠：4-1-16 教務委員会議題一覧】。さ

らにディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）およびカリキュラム・ポリシー（教育課程

の編成・実施方針）をふまえ、それらと課程表とを連結させるために、各学部、学科の履

修マップの検討が行われた【根拠：4‐1‐16 教務委員会議題一覧】。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

経済学部と同様に、2010 年度より、学部の教務運営委員を橋渡しとして、全学の教務委

員会と連絡を取り合いながら、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）およびカリキュ

ラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）の検証を行ってきた【根拠：4-1-16 教務

委員会議題一覧】。さらにディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）およびカリキュラム・

ポリシー（教育課程の編成・実施方針）をふまえ、それらと課程表とを連結させるために、

各学部、学科の履修マップの検討が行われた【根拠：4‐1‐16 教務委員会議題一覧】。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

 流通情報学部では、学部の教育目標や学位授与方針といった、いわば学部の教育理念そ

のものに関わる基盤的な部分には大きな変化は考えにくい。しかしながら、教育課程の編

成・実施方針というさらに一段、具体的な課題への取り組み、適切性の検証は、定期的に

というよりもむしろ不断に続けられている。他学部と同様に、2010 年度からは学部の教務

運営委員を橋渡しとして、全学の教務委員会と連絡を取り合いながら、ディプロマ・ポリ

シー（学位授与の方針）およびカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）の

検証を行ってきた【根拠：4‐1‐16 教務委員会議題一覧】。またディプロマ・ポリシー（学

位授与の方針）およびカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）をふまえ、

それらと課程表とを連結させるために、各学部、学科の履修マップの検討が行われた【根

拠：4‐1‐16 教務委員会議題一覧】。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

 他学部と同様に、2010 年度より、学部の教務運営委員を橋渡しとして、全学の教務委員

会と連絡を取り合いながら、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）およびカリキュラ

ム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）の検証を行ってきた【根拠：4-1-16 教務委

員会議題一覧】。さらにディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）およびカリキュラム・ポ

リシー（教育課程の編成・実施方針）をふまえ、それらと課程表とを連結させるために、

各学部、学科の履修マップの検討が行われた【根拠：4‐1‐16 教務委員会議題一覧】。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 他学部と同様に、2010 年度より、学部の教務運営委員を橋渡しとして、全学の教務委員

会と連絡を取り合いながら、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）およびカリキュラ

ム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）の検証を行ってきた【根拠：4-1-16 教務委

員会議題一覧】。さらにディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）およびカリキュラム・ポ
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リシー（教育課程の編成・実施方針）をふまえ、それらと課程表とを連結させるために、

各学部、学科の履修マップの検討が行われた【根拠：4‐1‐16 教務委員会議題一覧】。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

    第 260 回研究科委員会（2012 年 7月 24 日）において、研究者のみならず専門職の養成に

も力をいれるべきとの提案があった。第 269 回研究科委員会（2013 年年 2月 20 日）におい

て、税法に関する授業科目について協議した。第 270 回研究科委員会（2013 年 2 月 26 日）

において、履修モデルの修正について協議した【根拠：4‐1‐17 大学院経済学研究科委

員会議事録一覧】。        

    

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

  社会学研究科では、2012 年度から 2013 年度の 2 年間にわたり、社会学研究科委員会お

いて、学位授与方針を中心に検討を行っている。具体的には、学位授与における研究指導

と審査体制に関わる検討内容であるが、同時に修士及び博士の論文内容も検討課題となっ

ている。 

第 208 回研究科委員会（2012 年 7 月 24 日）において、大学院学生募集要項に掲載する「社

会学研究科の概要」について検討した。第 213 回研究科委員会（2013 年 1月 29 日）におい

て、履修モデルについて検討し、大学院履修要綱に掲載することを決定した。その他、内

規で学位論文提出の資格要件を規定すること、審査基準を決定することが了承された。ま

た、大学院社会分野の単位互換制度の運営委員会総会について説明があった【根拠：4‐1‐

18 大学院社会学研究科委員会議事録一覧】。 

    

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

 第 131 回研究科委員会（2011 年 6月 21 日）において、修士論文作成の年間スケジュール

「修士論文作成の流れ」について協議し、原案通り了承された。第 146 回研究科委員会（2012

年 12 月 11 日）において、履修モデルの提案があり原案通り了承された。また、修士課程

の特論科目について受講生にアンケートを実施することを決定した【根拠：4‐1‐19 大

学院物流情報学研究科委員会議事録一覧】。 

    

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

 第 88 回研究科委員会（2012 年 10 月 23 日）において、履修モデルの提案があり、了承さ

れた。【根拠：4‐1‐20 大学院法学研究科委員会議事録一覧】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

 第 33 回研究科委員会（2013 年 3月 7日）において、修士論文審査までの手続きの変更に

ついて協議した【根拠：4‐1‐21 大学院スポーツ健康科学研究科委員会議事録一覧】。 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価    

●基準４●基準４●基準４●基準４‐‐‐‐1111 の充足状況の充足状況の充足状況の充足状況    
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各学部・学科、大学院各研究科の教育目標は、それぞれの学則に明記され、それに基づ

くディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・

実施の方針）も整備されている（ただし大学院研究科のカリキュラム・ポリシーは公開が

十分とはいえない）。またこれらの方針は、学部教授会での議論、各委員会での審議などを

経て公表され、必要に応じて定期的に検討を加えているので、おおむね基準 4－1 を充足し

ている。 

    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

・ 2010 年度から 2012 年度にかけて、これまでの懸案であった学部における三つのポリシ

ー（アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）の

改訂・策定作業に全学的に取り組み、各学部教授会の承認のもと、それらをホームペー

ジで公表した【根拠：4‐1‐1（既出 1－9）大学 HP】。 

・ 各学部・学科において、教育目標、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキ

ュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）を積極的に公開している。これにより、

各学部・学科の自己点検を推進する足がかりを作ることができた。 

・ 2012 年度に、各研究科におけるディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）策定作業が行

われ、研究科委員会の承認のもと、それらをホームページで公表している【根拠：4‐1‐

3】。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 社会学部の教育方針とディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）の検討および改善を図

った。 

・ 厳しい入試状況のなかで、社会学科の存立の意義に関する検討を加えた【根拠：4‐1‐

22 「社会学科_学長提言への答申 100331」】。 

・ 副専攻の認定制度が定着してきている【根拠：4‐1‐23 「副専攻実績」】。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ 2012 年度から 4 年生を対象としたディプロマ・ポリシーに関するアンケート調査を実施

した結果、学生自身の達成度は、概ね高い結果となっている【根拠：4‐1‐24 ディプ

ロマ・ポリシーについてのアンケート結果】。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ 教授会においては毎年の卒業生の進路状況（就職・大学院進学状況等）が報告されてお

り、教員間で情報共有を図るとともに、学生に対する進路指導の改善に反映させるよう

努めている【根拠：4‐1‐25 129 回教授会議事録】。 

・ 年 2 回の授業アンケートを実施するとともに、全学的に、4年生を対象とした、「自身が

ディプロマ・ポリシーの要求する能力、知識等を身につけることができたか」を問うア

ンケートを実施している【根拠：4‐1‐24】。 
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＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・学生へのアンケートを定期的に実施するなど検証を行い、学生の意向も考慮しながら、

教育の質の充実に努めている【根拠：4‐1‐26 授業アンケートの分析速報（修士課程

について）2012 年 12 月 11 日研究科委員会資料】。 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・2013 年度から施行される新カリキュラムは、本学では初めてのディプロマ・ポリシー（学

位授与の方針）→カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）→教育課程

表→各講義科目間の整合性を強く意識したものであり、今後はこれを受けて、学生自身

が主体的に動くためのシステム的援助の構築が必要となる。 

・大学院では、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）はすべての研究科において策定

され，公開されている。しかし、明確な意味でのカリキュラム・ポリシー（教育課程の

編成・実施の方針）の策定、公開は十分とはいえない。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・社会学科、国際観光学科の両学科ともに、今後、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方

針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）との整合性を意識した課

程表の見直しを行う必要がある。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・2012 年度から実施している 4 年生を対象としたディプロマ・ポリシーに関するアンケー

ト調査では、ディプロマ・ポリシーの項目それ自体が設問の対象となっており、質問内

容に改善の余地がある。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・本学部では組織的に教育課程の改善に努めているが、改善の仕組みについて検討の余地

がある。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・今後、「保育士養成」に関する高度な専門教育が必要とされるが、本研究科においてもそ

の点を考慮した教育体制の再編成が求められる。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・ロジスティクスの発展に応じて、本研究科の研究対象分野を広範に展開していく必要が

ある。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・教育目標、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課
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程の編成・実施の方針）は研究科の FD活動で何度も取り上げており、現職の専任教員に

対する周知は十分であるが、非常勤講師に対しては、積極的な周知がなされているとは

言えない。 

・来年度以降、新規採用する専任教員に対する周知方法についても、検討が必要である。 

 

 

３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・三つのポリシーの改訂を今後も継続し、各学部で作成したカリキュラム・マップとの整

合性も図っていく。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・教育方針、学位授与方針の検討を引き続き行なう。その際、授業編成、カリキュラム・

マップ、履修モデルとの関係性に配慮する。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・入学時点、また在学生ガイダンスなどで、ディプロマ・ポリシーの周知徹底をさらに図

っていく。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・進路指導の改善、授業アンケートの実施、教育目標、ディプロマ・ポリシー（学位授与

の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）の適切性について、今

後も検証を継続していく。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・引き続き学生へのアンケートなどを実施し、教育の質の充実に努める。 

・学生に先端的な教育を提供する試みをさらに進化させ、アクティブ・ラーニングの模範

となる科目を用意する。    

 

＜＜＜＜法学研究科法学研究科法学研究科法学研究科＞＞＞＞    

・ 今後も修士論文作成に向けた指導を継続し、チーム・ティーチング体制を維持していく。 

    

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 今後もディプロマ・ポリシーで示した幅広い教養および人間性とスポーツ科学に関わる

学識を修得させるように、修士論文作成に向けた指導を継続し、チーム・ティーチング

の体制を維持していく。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    
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＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・学生がカリキュラム・ポリシーを理解し、機能的に履修するための指導を徹底する。具

体的には、将来構想検討委員会での検討課題となっている【根拠：4‐1‐15（既出 1-17）

将来構想検討委員会資料】。 

・現在、各研究科においてカリキュラム・ポリシーの改訂作業を進めており、2013 年度末

にはホームページにて公開予定である。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーとの整合性を意識した課程表の見直し

を行う必要がある。両学科とも実務教育を重視する点では共通している。しかし、実学

主義教育は資格取得の推進のみを意味するのではなく、学問的基礎の上に問題発見・解

決能力を高めるものである。その見地から、単位および科目の配分における実務教育と

社会学教育のバランスをとっていく。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ディプロマ・ポリシーに関するアンケート調査の項目を再検討し、項目ごとにさらに一

段、その構成要素まで踏み込んだ設問の形にするなど、今後、一層の工夫を凝らしてい

く。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・従来行われていた専任教員と非常勤講師との意見交換会が 2011 年度以降諸般の事情によ

り途絶えているため、意見交換会を復活させ、非常勤講師に対するより一層の情報の周

知を図る。また、学生の声を反映させながら、より効果的な改善の仕組みを作りたい【根

拠：4‐1‐27 第 101 回教授会議事録】。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・保育士養成においてより高度な資質をもった人材養成を行うために、教員の補充、カリ

キュラムの再検討など、必要とされる教育体制の再編成を行う。    

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・現在、ロジスティックスは従来の物流部門から、さらに情報部門など広範な諸企業活動、

さらには社会的な対応も求められるようになってきている。そのため、研究対象分野を

情報通信科学、ソーシャル・ロジスティクスなどにも広げていく。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・非常勤講師および新規採用する専任講師に対して、資料（流通経済大学ホームページ、

大学院生募集要項、大学院履修要綱など）を用いて、本研究科の教育目標、カリキュラ

ム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーについて説明する。 
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４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料    

≪注意：以下の表には手を入れてありません。校正量多し。≫ 

基準 資料の名称 資料番号 

４．教育内

容・方法・成

果 

（１）教育目標、学位授与方針、教育課程

の編成、実施方針 

大学 HP（流通経済大学の教育方針） 

通経済大学大学院学則 

大学 HP 大学院のディプロマ 

大学 HP シラバス（履修要綱）CD版 

大学院履修要綱 

 

大学 HP スポーツ健康科学研究科 カリキ

ュラムの特徴 

 2013 RKU WEEK 教員用ガイド（実施要領） 

社会学科カリキュラムと履修モデル 

大学院経済学研究科 HP 

大学院社会学研究科 HP 

大学院物流情報学研究科 HP 

大学院法学研究科 HP 

大学院スポーツ健康科学研究科 HP 

大学院学則 

将来構想検討委員会資料 

教務委員会議題一覧 

大学院経済学研究科委員会議事録一覧 

大学院社会学研究科委員会議事録一覧 

大学院物流情報学研究科委員会議事録一覧 

大学院法学研究科委員会議事録一覧 

大学院スポーツ健康科学研究科委員会議事

録一覧 

社会学科_学長提言への答申 

副専攻実績 

ディプロマ・ポリシーについてのアンケー

ト結果 

129 回教授会議事録 

授業アンケートの分析速報（修士課程につい

て） 2012 年 12 月 11 日研究科委員会資料 

第 101 回教授会議事録 

 

 

4‐1‐1 

4‐1‐2 

4‐1‐3 

4‐1‐4 

4‐1‐5（別冊 3） 

（既出 1‐7） 

4‐1‐6 

 

4‐1‐7 

4‐1‐8 

4‐1‐9  

4－1－10 

4－1－11 

4－1－12 

4－1－13 

4‐1‐14 

4‐1‐15 

4‐1‐16 

4‐1‐17 

4‐1‐18 

4‐1‐19 

4‐1‐20 

4‐1‐21 

 

4－1－22 

4－1－23 

4－1－24 

 

4－1－25 

4－1－26 

 

4－1－27 
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Ⅳ－２．教育内容・方法・成果（教育課程・教育内容）Ⅳ－２．教育内容・方法・成果（教育課程・教育内容）Ⅳ－２．教育内容・方法・成果（教育課程・教育内容）Ⅳ－２．教育内容・方法・成果（教育課程・教育内容）    

    

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明        

（１）教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的（１）教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的（１）教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的（１）教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的

に編成しているか。に編成しているか。に編成しているか。に編成しているか。    

    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

2012 年度に各学部・学科においてカリキュラム・マップを作成した。カリキュラム・マ

ップは、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）の各項目と課程表内の

各講義科目とがどのように対応しているのかを示すものである。これにより、大学・学部・

学科の教育目標から、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー

（教育課程の編成・実施の方針）が課程表にいかに反映されているのかをつぶさに確認す

ることができるようになっている。新入生に対する導入教育である RKU WEEK にて、カリキ

ュラム・マップを周知するとともに、カリキュラム・マップに基づく教育効果の高い履修

科目の選択と時間割の作成を指導している【根拠：4‐2‐1～4‐2‐5 各学部カリキュラ

ム・マップ】。 

本学は 1988 年の社会学部増設を機にほぼ 5 年おきに新学科・新学部を開設し、現在の 5

学部 8 学科体制に至っている。その間、旧カリキュラムと新カリキュラムが長期に渡って

混在し、その統一と簡素化が俟たれていた。そこで 2008 年度より、必要な授業科目、順次

性のある授業科目の体系的配置、専門教育・教養教育の位置づけも考慮して、全学統一カ

リキュラムを実施することとした。 

また 2013 年度より、全学教務委員会が作成した、「2008 年度カリキュラムの問題点と 2013

年度からの課程表改正骨子」【根拠：4‐2‐6「2008 年度カリキュラムの問題点と 2013 年度

からの課程表改正骨子」】に基づいて、キャリア科目の整理・拡充を行い、その一方で共通

化されていた外国語科目である英語を一部の学科で必修科目とするなど、学科の特徴に合

わせた改定が行われた。現在、学士課程における授業科目は基本的に、必修科目、外国語、

キャリア科目、教養基礎科目、専門基礎科目、専門発展科目、学部共通科目（副専攻）、教

養発展科目、教職科目によって構成されている【根拠：4‐2‐7 2013 年度各学科教育課程

表】。 

教職課程において、各学部・学科で取得できる教員免許状（免許教科）の種類は、次の

とおりである。 

① 経済学部（経済学科・経営学科） 

   中学校教諭一種免許状（社会）、高等学校教諭一種免許状（地理歴史・公民・商業） 

② 社会学部（社会学科） 

   中学校教諭一種免許状（社会）、高等学校教諭一種免許状（公民・福祉） 

③ 社会学部（国際観光学科） 

   中学校教諭一種免許状（社会）、高等学校教諭一種免許状（公民） 

④ 流通情報学部（流通情報学科） 

   中学校教諭一種免許状（社会）、高等学校教諭一種免許状（公民・商業・情報） 

⑤ 法学部（ビジネス法学科・自治行政学科） 
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   中学校教諭一種免許状（社会）、高等学校教諭一種免許状（公民） 

 ⑥ スポーツ健康科学部(スポーツ健康科学科) 

中学校教諭一種免許状（保健体育）、高等学校教諭一種免許状（保健体育） 

 

学部・学科ごとに各特性を生かした資格が卒業と同時に取得できる。具体的には、社会

学部社会学科では「保育士」「社会福祉士（受験資格）」、流通情報学部流通情報学科では「商

業施設士補」、スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科では「健康運動実践指導者」「日本

赤十字社救急法救急員」などが挙げられる。 

また、学部・学科の教育内容に関連した専門知識や技術を深め、大学での学修成果を就

職に生かすことのできる重要な機会と捉え、各学部・学科の専門教育内容に関連した資格

および全学に共通した資格を取得した者について、単位認定を行っている【根拠：4‐2‐8 

2013 年度経済学部履修要綱（34-37 頁）】。さらに、資格の取得を奨励し支援するための 17

の課外講座を開設し、就職支援のための公務員試験や国家試験対策講座としての 10の課外

講座も開設している【根拠：4‐2‐9 課外講座 2013】。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

経済学科、経営学科の現在の開設授業科目数は、次の表のとおりである。経済学部では

主に基礎・専門演習を除く大半の科目においてセメスター制を採用している。経済学部で

は開設科目の約 45％が専門的教育授業科目（３～４年次の演習を含む）となっている（2013

年度生の場合）。経済学科は開設科目総数 456 のうち専門教育的授業科目 213（46.7％）、経

営学科は 448 のうち 203（45.3％）となっている。 

 

経済学科及び経営学科の開設授業科目数 

学科 

開設授業 

科目総数 

専門教育的 

授業科目 

一般教養的 

授業科目 

キャリア 

科目 

外国語科目 

経済 456 213 87 34 122 

経営 448 203 89 34 122 

※外国人留学生のみを対象にした科目、教職科目は除く。 

 

 また経済学部の両学科の卒業所要総単位数は 124 単位である。経済学科は、124 単位の

うち修得すべき専門教育的授業科目は 56 単位、一般教養的授業科目は 38単位（1年・2 年

次の「演習（ゼミ）」、「情報基礎」を含む）、外国語科目は 10単位、キャリア科目は 6 単位

で合計 110 単位となる。残り 14 単位は外国語科目を除く選択必修科目および選択科目の中

から自由に選択できるようになっている。また経営学科は、修得すべき専門教育的授業科

目は 60 単位、一般教養的授業科目は 38単位、外国語科目は 10 単位、キャリア科目は 6単

位で合計 114 単位となる。残り 10 単位は外国語科目を除く選択必修科目および選択科目の

中から自由に選択できるようになっている。以上の授業科目の編成を、各科目の量的配分

としてみてみると、両学科ともおおむね専門教育的授業科目が 5 割弱、一般教養的授業科

目が 4 割弱、外国語科目が１割弱、残りがキャリア科目となっており、豊かな人間性を涵
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養し高い倫理観をもった人材を育成する上で適切な配分になっていると考えられる。 

 また、このように開設される各科目は、各学科において学びの分野としていくつかの履

修モデルによって体系立てられている。まず経済学科では、1年次においては、必修科目と

して「基礎ミクロ経済学」「基礎マクロ経済学」「現代経済入門」で経済学の基礎を学び、

さらに学生の興味に合わせて「経済学史」「日本経済史」「西洋経済史」「資本主義経済論」

など主に歴史系科目および「統計学概論」「経済地理学」を履修することができる。そして

２年次以降は、各自の興味と進路に応じて、体系的、かつ効果的に学習を進めることを促

すよう以下の４つの履修モデルが設定されている。一つめの「産業と労働」では、消費者

の好みを的確に捉えた商品開発、仕入れ・販売の流通網の構築といった流通業はもとより、

日本経済をこれまで牽引してきた製造業、そして雇用面では最大の受け皿となったサービ

ス業など産業全体の動向と、そこで働く人々の状況を分析して、つねに時代の先を読む企

業戦略などを中心とした科目構成となっている。また「金融と情報」では、IT 化の進展に

よって世界中の情報が瞬時に手に入る現在、必要な情報を入手、分析し、迅速に行動する

ことの重要性、とくにお金を扱う金融の分野では、物価、金利などマクロ経済全体の動向

や銀行・企業の経営について的確に情報を入手し、分析するために必要な科目が配置され

ている。さらに「公務と福祉」では、NPO の役割も含め、市場を補う政府の役割と福祉の重

要性や地域社会との関わりについての科目構成となり、最後に「地域と世界」では、経済

のグローバル化、温暖化など地球規模での環境破壊問題、WTO（世界貿易機関）などによる

貿易自由化交渉、国境を超えた経済問題を理解するべく科目配置がなされている。 

 次に、経営学科では、入学年次に「経営学総論」という専門の基本科目を必ず修得し、

経営学を学ぶ土台を作り、2年次以降に体系的かつ効果的・効率的に学習を進めるために経

営実践を中心にした学習プロセスを考慮した 3 つの履修モデルを設定している。履修モデ

ルの一つ目の「起業・マネジメント」では、あらゆる業界業種において、消費者ニーズの

多様化にともなう環境変化にもすばやく対応して意思決定を行い、組織を動かし、事業を

創造・展開していくための科目を提供している。二つ目の「マーケティング・流通」では、

どのような企業・組織でも、提供する商品・サービスは市場に受け入れられなければ、経

営を持続できない。こうした流通機構に焦点を当て、変化する消費市場に受容される製品・

コンセプト・ブランドの形成方法、多様化するライフ・スタイルを迅速に読み取り、対応

していくための生産者と販売業者の関係の構築方法などを学ぶ科目が配置されている。そ

して最後の「会計・ファイナンス」では、企業に関するお金の流れを数字の面から理解す

ることにより、競争相手との比較を通して、自社の経営の良し悪しを判断し、企業が資金

を調達したりするために必要な科目が設定されている【根拠：4‐2‐8 経済学部履修要綱

（62-72 頁）】。 

このように本学部では教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、

教育課程を体系的に編成している。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

本学部の教育課程は、必修科目、外国語科目、キャリア科目、教養基礎科目、専門基礎

科目、専門発展科目、学部共通科目、教養発展科目、および教職科目から構成されている。

2013 年度入学生用の教育課程表を例にとれば以下の通りとなる。 
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 必修科目は、「1 年基礎演習」、「2・3・4 年専門演習」、さらに「卒業論文」を核とし、1

年次配当の「情報基礎Ⅰ・Ⅱ」に加えて、2年次配当の「リベラルアーツ入門」で構成され

ている。これに加えて、社会学科では「人間と社会」、「社会学基礎」、国際観光学科では「社

会学概論」、「観光学概論」、「観光英語Ⅰ・Ⅱ」を開設している。すなわち、卒業要件 124

単位に対して、社会学科では 30 単位、国際観光学科では 32 単位の科目を必修科目として

開設している。 

 専門教育に関しては、学科ごとに、それぞれの学科の教育目標に照らして必要な授業科

目を配置し、専門分野において学ぶべき順序性や系統性に配慮している。さらに 2008 年度

より「専門基礎科目」、「専門発展科目」に分けて授業科目を構成している。社会学科では、

この改訂に合わせてコースを廃止し、社会学、社会福祉学、心理学という学問領域をより

学際的に学修可能な教育課程への変更を行っている。また、2009 年度には、保育士養成の

体制を整え、保育学を 4 つ目の教育の柱として加えている。保育学の科目群については、

開設以来、その多くを専門発展科目に位置づけてきた。しかし、「人間、および人間が作る

社会」について学ぶという教育方針を踏まえ、保育学関連の主要科目について専門基礎科

目に位置づけを変更し、学生の履修状況の改善を図ることとした。このような教育課程の

編成変更を行ってきたが、学生に体系的な学修を促すため、履修登録（前年度の 3 月）の

直前に在学生ガイダンスを開催している。その際、履修要綱に加え履修モデルを作成・配

付し、各学問領域における体系的学修をふまえた資格取得のための履修指導に努めている

【根拠：4‐2‐10 社会学部履修要綱（98-100 頁）】。 

さらに、2013 年度課程表においては、社会学の基盤学修を担保するため、『社会学重点科

目』(4単位以上の取得を義務づけ)の枠組みを新設した。そこには、社会学を専門とする専

任教員が担当する「地域社会学」、「経済社会学」、「社会階層論」、「産業社会学」、「マス・

コミュニケーション論」、および「社会システム論」を配置した。同時に、2012(平成 24)

年度まで専門発展科目(選択科目)としていた社会調査関連科目である「計量社会学」、「質

的調査法」、「社会統計学」、および「社会データ解析」の 4科目を社会学の『方法論』を学

修するための科目(選択必修科目)とした。さらに同じく専門発展科目に配置していた「社

会調査法」、および「社会調査実践法」を 1年次の専門基礎科目に配置変更した。それによ

り、4つの学問領域の基幹となる科目「社会調査法」、「社会調査実践法」、「社会福祉原論Ⅰ・

Ⅱ」、「心理学概論Ⅰ・Ⅱ」、および「保育原理Ⅰ・Ⅱ」の 8科目を 1 年次配当とし、履修指

導を徹底することとした。以上のように、『社会学重点科目』の枠組みの新設、『方法論』

関連科目の枠組みの新設、1 年次の配当科目の拡充などにより、基盤学習の強化をはかった。 

一方、国際観光学科については、2008 年度のカリキュラム改訂において、一旦、学科独

自の英語科目を廃止し、全学統一の語学教育方針に沿う形にした。しかし、2013 年度の改

訂では、英語によるコミュニケーション能力の向上を目指し、学科独自の英語教育方針を

あらためて打ち出した。 

2013 年度の改訂の結果、外国語科目として、1・2年次配当の英語 8 単位を必修とし、さ

らに、2・3 年次配当の上級英語または英語以外の外国語 6 単位を選択必修とした。この他

に、2011 年度から学科の必修科目として「観光英語Ⅰ・Ⅱ」を設置し、英会話を中心とし

た学習を義務づけている。従って、国際観光学科の学生は、最低 14単位の外国語科目を履

修することになる。また、英語学習全体に関する取り組みとして、1年次においては TOEIC 



85 

 

Bridge 受験を必須とし、2 年次以降においては TOEIC 受験を目標にさせている。それとと

もに、国際交流センターとの連携のもとに、語学留学等の外国留学を通じた語学能力習得

に対する単位認定制度の活用にも力を入れている。 

 それ以外の教科については、2011 年度に「観光学概論」、2013 年度に「社会学概論」を 1

年次の必修科目として位置づけ、社会学を基盤としながら、観光学を中心とするカリキュ

ラムを編成した。 また、専門科目に関して、2008 年度よりその全体を「専門基礎科目」（選

択必修科目）と「専門発展科目」（選択科目）に分割・整理し、さらに、専門基礎科目を「社

会学基礎科目」、「観光研究科目」および「観光実践科目」に分け、学生にわかりやすく、

かつ体系性のある編成とした【根拠：4‐2‐10 社会学部履修要綱（101-102 頁）履修モデ

ル】。 

なお、両学科とも実習科目を重視していることも、社会学部の特徴といえる。「実習科目

の重視」を反映し、社会学科では 3 年次配当として、「社会調査実習」、「相談援助実習」、「保

育実習Ⅰ・Ⅱ」、「心理学実験演習」を専門発展科目に位置づけている。国際観光学科では

専門基礎科目（選択必修）に 2 年次配当として「観光研修」、「観光インターンシップ」を

位置づけている。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

 流通情報学部では、カリキュラム・ポリシー （教育課程の編成・実施の方針）に基づき、

6 つのそれぞれの科目要素別に 4 年間に振り分けたカリキュラム・マップを作成し、6つの

科目要素と履修学年の間でバランスをとった。カリキュラム・マップではそれぞれのメッ

シュ内に、履修必要度が特に高い科目を配している【根拠：4‐2‐3 流通情報学部カリキ

ュラム・マップ】。  

 

＊6 つの要素は次のとおりである。 

1.流通情報学の基礎科目群 

2.広く豊かな教養科目群(一般教養、外国語、キャリア) 

3.ロジスティクスの理論・実践科目群 

4.情報スキルアップ科目群 

5.ロジスティクスは共通言語としての科目群(発展系、副専攻) 

6.演習科目 

 

流通情報学部では、流通情報学全般を学修する流通情報系に加えて、2008 年度以降、学

生それぞれの専門性や将来の職業選択などを念頭に置いて、次の 3 つのコースを設けてい

る。すなわち、物流マネジメントコース、国際物流コース、情報デザインコースである。

ただし、いずれかのコースを選択しなくてはならないという強制的なコース制ではなく、

あくまでも学生が自分の関心領域に関する科目を体系的に履修するための便宜を図るもの

である。しかしながら、就職活動などの際に自分の特色を外部へ示すのに有効となること

からコースに沿った履修を薦めるようにしている。 
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・物流マネジメントコース 

経済・産業活動において物流は不可欠である。したがって、ロジスティクスの考え方は、

各企業の経営戦略においても重要な視点である。本コースでは一般的な講義に加え、実際

の企業の動きを肌で感じ、実践的な学修が可能なカリキュラムが組まれている。物流企業

の経営者やメーカー、小売業等の物流・ロジスティクス部門を目指す学生にとって最適な

コースである。 

・国際物流コース 

近年の経済のグローバル化の進行により、企業経営にとってグローバル・ロジスティク

スはさらにその重要性を増している。物流マネジメントコースと同様に、実践的な学びの

場としての企業訪問講座や現場を熟知している企業講師による講義などが設定されてい

る。世界中を飛び回り、国際物流に携わりたい学生向けのコースである。 

・情報デザインコース 

豊富な実習形式の授業により、実際に手を動かしながら情報をクリエイトする能力を習

得できるカリキュラムである。情報を創り、伝え、活かす能力を身に付けることにより、

ゲームや WEB アプリ開発などのソフトクリエーター、IT 企業のシステムエンジニアなどを

目指す学生に最適なコースである。 

 

 それぞれのコースごとに設定されている条件を満たすことにより、卒業時に流通情報学

部によるコース修了認定がなされる。コースごとの修了認定要件の概要は次のとおりであ

る。 

・物流マネジメントコース：コース対象科目 24単位以上の修得に加え、総合テスト合格 

・国際物流コース：コース対象科目 24単位以上の修得に加え、総合テスト合格 

・情報デザインコース：同様に 24単位以上の修得と資格認定単位 2 単位以上の修得 

  

流通情報学部では、2008 年度以降、他の学部から提供される副専攻科目について、20 単位

以上の修得を条件に「副専攻○○学」の修了認定を実施している。流通情報学を基盤とし

つつ、併せて他学部提供科目も学修することになるため、学生の負担は大きくなる。しか

しながら、意欲的な学生にとってはさらに視野を拡大する機会となっており、挑戦を続け

る学生も多い。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

本学部は、教養科目、専門科目、キャリア科目を各学年にバランスよく配置しており、

またカリキュラム改訂の際にはその妥当性を検証して常に改善に努めている。 

とりわけ、2013 年度に実施されたカリキュラム改訂に際しては、従来履修に際して自由

度が高かった専門科目（専門基礎科目、専門発展科目）については、学生が体系的な学修

を行うことを可能とするように、配当年次の見直しを行い、段階的な学修が可能となるよ

う配慮した。これにより 1 年次には高校から大学への接続を図るための入門的、導入的な

科目を配置し、2 年次以降に体系的な学修を段階的に可能にするとともに、学生が積極的に

学修するという意欲を喚起するために、自由度を一定程度確保した科目配置を実現するよ
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う努めた。 

さらに両学科において、それぞれの将来進路や学問的興味に応じて授業科目を計画的に

履修し体系的な学修が実現できるよう、以下の通り履修モデルとしての「コース制」を実

施している。 

 

ビジネス法学科 

〈法と国際ビジネスコース〉・・・民法、商法、金融取引法、経済法、消費者法、国際ビジ

ネス法などを中心に学びます。国際的にますます重要となるコーポレート・ガバナンスや

コンプライアンスの意義を理解し、国内外金融、製造、物流などのビジネスシーンで活躍

できる人材を育成するコースです。 

〈法律専門職コース〉・・・憲法、民法、刑法、商法、行政法、民事訴訟法、刑事訴訟法な

どを中心に学びます。目標は、法律関係の資格取得のみならず、リーガル・マインドの重

要性を認識し、官民いずれの世界においても有益な人材を目指すコースです。 

法とスポーツビジネスコース・・・法と文化、スポーツと法、民法、商法、労働法、法社

会学などを中心に学びます。スポーツを広くビジネスとして捉え、公務のみならず、国内

外の企業や教育の現場で輝くための人材を育成するコースです。 

 

自治行政学科 

〈公共法務コース〉・・・憲法、民法、行政法、政治学、行政学、地方自治論などを中心に、

公共分野のガバナンスにおける政策形成能力の修得が課題となります。公務員、議員など

をはじめ、国や自治体のガバナンスを支える「協働の時代」にふさわしい人材を目指すコ

ースです。 

〈法と文化・スポーツコース〉・・・法と文化、まちづくりと法、スポーツと法、法制史な

どを中心に学びます。Think globally, act locally（地球規模で考えつつ、地域に根ざし

た行動）をモットーに、公務のみならず国内外の企業や教育の現場で輝く人材を育成する

コースです。 

 

そして上記の履修モデルとしての「コース制」の実施に際しては、各コースにつき計画

的な履修に向けた指針としての「履修モデル・ガイドライン」を提示し、学生の進路や興

味に即した形で体系的な学修ができるよう配慮、指導を行っている。課程表における履修

年次は拘束的なものであるが、コース制における履修モデル・ガイドラインは拘束的なも

のではなく、体系性と学生の履修の自由度とのバランスを確保し、学生が積極的に、かつ

系統的に学修できるよう教育課程を編成することに留意している【根拠：4‐2‐11 法学

部履修要綱（55-59 頁）】。 

ビジネス法学科、自治行政学科の現在の開設授業科目数は、次の表のとおりである。演

習（ゼミ）を除くすべての科目においてセメスター制を採用している。ビジネス法学科の

開設科目総数は 275 で、そのうち専門科目は 98（演習を含む）で全体の約 36％、自治行政

学科の開設科目総数はビジネス法学科と同じく 275 で、専門科目も同様に 98、全体の約 36％

となっている。 
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ビジネス法学科及び自治行政学科の開設授業科目数 

学科 

開設授業 

科目総数 

専門教育的 

授業科目 

一般教養的 

授業科目 

キャリア 

科目 

外国語科目 

ビジネス法 275 98 81 49 47 

自治行政 275 98 81 49 47 

※ 外国人留学生のみを対象にした科目、教職科目は除く。 

 

 両学科ともに卒業所要総単位数は 124 単位である。ビジネス法学科は、124 単位のうち

修得すべき専門教育的授業科目は 40 単位、一般教養的授業科目は 36 単位（「1・2 年演習」

「情報基礎」を含む）、外国語科目は 10単位、キャリア科目は 4 単位で合計 90 単位となる。

残り 34単位は外国語科目を除く選択必修科目および選択科目の中から自由に選択できるよ

うになっている。自治行政学科もビジネス法学科と同様、124 単位のうち修得すべき専門教

育的授業科目は 40単位、一般教養的授業科目は 36単位（「基礎演習」「情報基礎」を含む）、

外国語科目は 10 単位、キャリア科目は 4単位で合計 90単位となる。 

以上の授業科目の編成を量的配分としてみてみると、両学科ともおおむね専門教育的授

業科目が約 3 割、教養科目が約３割弱、外国語科目が約１割弱、残りがキャリア科目とな

っており、適切な配分になっている。  

また、このように開設される各科目は、上記のとおり、両学科において「コース制」に

基づく履修モデル・ガイドラインによって体系づけられている。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

本学部のカリキュラムは、「必修科目」「専門基礎科目」「スポーツ実技」「専門発展科目」

の科目群で構成されており、教育理念で示す人材育成を行っている。 

 まず、「スポーツ救急教育概論」「スポーツ救急理論・実習Ⅰ」「海浜実習」「スポーツ・

リーダー実習」を本学部の必修科目として配置している。「スポーツ救急教育概論」「スポ

ーツ救急理論・実習Ⅰ」では、スポーツ現場における万が一の事故等に備え、一次救命の

重要性を認識し、これらの科目で救急救命に関する知識を深め、学生全員に「日本赤十字

社 救急法救急員」の資格を取得させている。また、「海浜実習」では、単に海辺での「遠

泳」を目的とする授業展開ではなく、３泊４日にわたる集団行動から、コミュニケーショ

ン能力を高め、実習地（沖縄県渡嘉敷島：2007 年〜現在）の様々な環境や歴史・文化を通

し、「生命の尊厳」と「人間力」を育成している。「スポーツ・リーダー実習」は、３年次

に配置され、スポーツイベント等の企画・運営を通して、実践力を育成している。 

 上記で示した必修科目に加え、スポーツ科学を構成する自然科学系や人文・社会科学系

およびスポーツ実技に科目を分け、これらの科目を専門基礎科目として配置している。  

 「専門発展科目」群においては、将来目指す進路に向けた専門的知識を修得できる科目

を配置している。本学部の場合、中学校・高等学校教諭一種免許状（保健体育）、健康運動

指導士、健康運動実践指導者、アスレティック・トレーナー等の資格を取得することがで

きる（受験資格も含む）。そのために、学生に対しては、スポーツ・コーチング、スポーツ・

マネジメント、スポーツ教育、スポーツ救急・トレーナーの４つの履修モデルを示してい

る【根拠：4‐2‐12 スポーツ健康科学部履修要綱（33-36 頁）履修モデル】。 
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＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞        

 経済学研究科では、研究科の目的に合致するように、課程表では理論経済学、経済史、

経済政策、財政学、金融論、統計学、社会政策、経営学、会計学、税法、流通の 10の学科

目に属する授業科目を配置している。これは、経済学研究科としての一般的基準、本研究

科の教育目的および目標に照らして、適切な科目配置であるといえる。なお、国際化、特

に企業経営の国際化の進展に対応して、修士課程に国際経営学の特論、演習を 2011 年度か

ら新たに設置した。また、税理士試験との関係で設置することが望ましい科目である「税

法特論」「税法演習」を修士課程に 2013 年度から新たに設置した。さらに、2014 年度から

は修士課程に「労働経済論特論」「労働経済論演習」も設置することが決まっている。 

修士課程、博士後期課程ともに、科目の配当年次は示していないが、修士課程の学生は 1

年次に特論科目のほとんどを履修するよう指導教員が指示しているので、混乱はなく、博

士後期課程の学生は特殊研究を 1 年次に履修することが原則であると課程表の「備考」欄

に記されている。修士課程の演習、博士後期課程の研究指導は課程の全年次にそれぞれ履

修するものと課程表の「備考」欄に明記されている。 

また、修士課程の特論科目、博士後期課程の特殊研究科目の選択については、「担当指導

教員の指示する科目」を履修するよう、課程表の「備考」欄に記載されている。なお、在

学生の履修の手引きとなるように、また入学志願者に対する履修内容の公表の意味からも、

「履修モデル」を新たに作成し、2013 年度『大学院履修要綱』に掲載した【根拠：4‐2‐

13 (既出 1-7, 別冊 3）大学院履修要綱（35頁）】。 

コース・ワークとリサーチ・ワークのバランスという点に関してみると、修士課程にお

いては履修すべき単位数は前者が特論科目 24 単位、後者は演習科目 8 単位であり、これは

修士課程では専攻科目に関連の深い分野の基礎的な知識の修得も図る必要があることから、

適切なバランスであると考えられる。博士後期課程においては、前者である特殊研究科目

が 8 単位、後者である研究指導が 12 単位と、後者により比重がかかっているが、博士論文

の作成の課題と対応した適切なバランスであろう。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

本研究科では、理論社会学関係、社会福祉・地域社会学関係、産業・観光社会学関係の

３つの柱をたて、課程表を編成している。 

 修士課程では特論科目として、「理論社会学」群には社会哲学、社会思想史、社会史、社

会学理論、法社会学、国際社会学、経済社会学、文化人類学、また、「社会福祉・地域社会

学」群では、福祉職論、地域福祉論、社会福祉史、地域社会論、心理療法・心理援助、教

育社会学、生涯学習論、比較成人学習、社会心理学、児童福祉論、そして、「産業・観光社

会学」群では、産業社会学、観光社会学、余暇社会学、社会階層論、マスコミ論、シミュ

レーション＆ゲーミングの科目が配置され、それぞれの科目に演習科目を設置している。 

また、博士後期課程の特殊研究科目として「理論社会学」群には、社会哲学、社会思想

史、国際社会学、経済社会学、文化人類学を、「社会福祉・地域社会学」群には、福祉職論、

地域福祉計画論、地域社会論、教育社会学、生涯学習論、社会心理学、そして、「産業・観

光社会学」群には、産業社会学、観光社会学、余暇社会学、社会階層論、マスコミ論、シ
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ミュレーション＆ゲーミングを配置し、それぞれの科目に研究指導科目を設置している。 

 このように修士課程、博士課程ともに多様な科目を設置しているが、2013 年度より「履

修モデル」を明示し、学生の関心や進路を加味し、指導教員から体系的に履修するよう指

導を行っている【根拠：4‐2‐13 (既出 1-7, 別冊 3) 大学院履修要綱（80 頁）】。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

本研究科は、ロジスティクスを柱として、関連する分野の専門的知識を有する高度職業

人、または創造性豊かな研究者の養成することを目指しており、下記の物流履修モデルと

情報履修モデルを設けている。このモデルに従って履修するように、学生に対して指導を

している。 

（物流履修モデル） 

物流、ロジスティクスの高度で専門的な知識を中心に学ぶ履修モデルである。企業のロ

ジスティクス・システムに関連する科目である、「ロジスティクス論特論」、「ロジスティク

ス・ビジネス論特論」、「国際物流論特論」、「ロジスティクス工学特論」を中心に構成され

る。また、近年は、環境問題への配慮も重要性を増すなど、社会的な問題への対応の視点

から、「環境物流論特論」も重要となっている。さらに、物流は、商流と連動する必要があ

り、その視点から「商業経営論」がある。一方、ロジスティクスは極めて実践的な学問で

あり、企業の実際の動向の分析も重要である。企業のロジスティクス担当者を招いての講

義、企業訪問による実践系の科目として、「ロジスティクス実践特論」がある。 

 

（情報履修モデル） 

ロジスティクスにおいて、情報システムをいかに応用するかという高度で専門的な知識

を中心に学ぶ履修モデルである。情報及び情報通信システムに関連する「情報システム論

特論」、「ソフトウェアシステム論特論」、「通信・ネットワーク論特論」を中心に構成され

る。また、ロジスティクスに関しては、定量的な解析が欠かせず、「ロジスティクスデータ

解析論特論」、「意思決定論特論」がある。さらに、ロジスティクスの実際の現場を定量的

に分析し、改善に結び付けていく「ロジスティクス分析･改善特論」がある。 

 

本研究科の修士課程は、「物流情報学」あるいは「ロジスティクス」という学問分野に特

化して授業科目を開設しており、物流履修モデル、情報履修モデルに従って、教育課程は

体系的に開設されている。 

博士後期課程では、2012 年度は物流学関連科目及び情報学関連科目からそれぞれ 12科目

と 4 科目、合計 16 科目の「特殊研究」及び「研究指導」の名称を持つ専門科目が配置され

ている。情報ネットワーク技術に立脚した物流システムあるいはロジスティックスシステ

ムを担いうる高度に専門的な業務に従事し得る人材を養成し、また物流情報学という新し

い分野の研究者を養成するべく授業科目を開設しており、教育課程は体系的に開設されて

いる。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    
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１年次に必修科目としてガバナンス論特論を設置している。法学関係の修士論文には高

度な日本語運用能力が求められるため、留学生には法学文献講読を必修としている。 

 また、2年次には各自の研究計画に合わせて副指導教員を配置しており、学生は副指導教

員の演習にも参加し、修士論文の作成に助言を受けられるようになっている。 

 授業科目は、基礎科目、企業ガバナンス論関連科目、自治ガバナンス論関連科目に大別

されており、基礎科目には、必修のガバナンス論特論、留学生（日本語を母語としない学

生）に課している法学文献講読、法制史特論、法制史演習、および特別研究がある。企業

ガバナンス論関連科目、自治ガバナンス論関連科目は、概ね学部のビジネス法学科、自治

行政学科での科目の延長線上にあり、より高度な内容を学ぶための各特論、さらに専門的

な研究をするための各演習が置かれている。特論は主に講義に重きを置く科目であり、演

習は主として専門的な文献購読や学生の報告等に重きを置くものである。企業ガバナンス

論関連科目には特論 10、演習 8、自治ガバナンス論関連科目には特論 10、演習 8 が置かれ、

教育課程は体系的に開設されている【根拠：4‐2‐13 (既出 1－7, 別冊 3) 大学院履修要

綱（154-155 頁）履修モデル】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

 スポーツ健康科学研究科では、研究科の目的に基づき、まず「スポーツ・プロモーショ

ン論特講」を必修科目としている。また、共通選択科目として生涯スポーツ演習Ⅰ～Ⅲ及

び競技スポーツ演習Ⅰ～Ⅲを開設し、それぞれの専攻領域のみでなく、スポーツ・プロモ

ーションに関わる実際的な問題（マネジメント、健康スポーツ、ジュニア・スポーツ等）

を演習形式で幅広く実践的に学べるよう配慮している。 

 次に、各専門領域に関して、それぞれの専門的知識と実践力を身につけられるような科

目を配置している。生涯スポーツ領域では、スポーツにまつわる社会状況や背景（文化論、

教育論、健康社会論等）、生涯スポーツ振興の実際面（行財政論、組織・運営論、スポーツ

産業論等）、プロモーション・リーダーとしての実践力の向上（レクリエーション、コミュ

ニケーション、セルフコントロール）、対象の実態に応じた応用力の獲得（子ども、中高齢

者、障害者）等、それぞれに関連する科目を配置している。また、競技スポーツ領域では、

競技スポーツのあり方や前提条件（フェア・プレイ論、組織・運営論、情報・戦略論）、指

導者としての実践力の向上（コーチング論、トレーニング論、救急教育論、コンディショ

ニング論、アスレティック・ケア論）、スポーツ・トレーニングの基礎理論の修得（体力論、

心理論、栄養論、運動質論、技術論、戦術論）等に関連する科目を配置している。 

本研究科では、他の領域からも単位を修得するようにしており（各自の専門領域とは異

なる他領域科目から６単位以上を履修する必要がある）、可能な限り様々な領域を幅広く履

修するよう促している。 

 上記のほか、学位論文をまとめる上で必要となる基礎的知識を修得するため、各領域の

教員がオムニバス形式でそれぞれの分野の特徴を踏まえた研究の内容や進め方を教示して

いる（研究方法演習Ⅰ）。そして、その発展として各指導教員により専門的な研究のあり方

や研究手段を教示する（研究方法演習Ⅱ）という科目配置をとって、円滑な学位論文の完

成につながるよう配慮している。 

 なお、全ての開講科目の時間割が可能な限り重ならないように配置しており、院生が選
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択したい授業科目を確実に選択できるよう配慮している。また、このことによって１年次

の間に修了要件に必要な履修単位数の多くを取得できることになり、２年次において学位

論文の作成に集中できることになる【根拠：4‐2‐13 (既出 1-17, 別冊 3) 大学院履修要

綱（183 頁）履修モデル】。 

 

 

（２）教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。（２）教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。（２）教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。（２）教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。    

    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

2008 年度カリキュラムは、特にキャリア科目群の新設により、初年次教育・高大連携へ

の配慮が強化され、実学主義を掲げる本学の独自性に大いに寄与した。また、卒業単位の

中で副専攻科目や教職科目の多くを履修できるようにしたことにより、学生の学修選択肢

を広げることも可能となった。さらに、2013 年度カリキュラムにおいても、キャリア科目

の拡張・充実、および選択必修であった外国科目の見直し等が行われ、教育内容が学士教

育課程により相応しくなり、専門分野の高度化に対応したものになった。さらに将来構想

検討委員会に教育課程改革部会を設け、2013 年度課程表施行後の定期的な見直し・改定作

業を検討することになった【根拠：4‐2‐14 (既出 1-17) 将来構想検討委員会】。    

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

経済学部では、社会の各分野においてリーダーシップを発揮し得る高い見識と判断力を

備えた「教養ある実業人」を育成するために、教育課程の編成の方針に基づき、経済学や

経営学を体系的に履修できるように科目を配置している。 

まず経済学科では、2年次以降の履修モデルへ進む前に、「基礎ミクロ経済学」「基礎マク

ロ経済学」では、市場メカニズムの機能を中心とした経済学の基礎的な理論を繰り返し学

習し、また「現代経済入門」では現実に生じている経済問題について学習している。これ

らは相互に関係づけられ、理論と現実の関係を学ぶことを促すように科目設定がなされて

いる。また経済学の理論は基礎といえども、これまで経済学に触れてこなかった新入生に

は理解を深めることが困難なケースがあるため、それについては、２年次以降の履修モデ

ルに進むと同時に「ミクロ経済学」や「マクロ経済学」を履修するよう指導し、繰り返し

経済学の理論的基礎を修得できるように教育課程が組まれている。こうした理論的な基礎

を初年次および２年次に行うことで経済学的な思考に慣れることで、より高度な内容とな

る 2 年次以降の履修モデルの科目でも理解を深めることができるように、教育内容が組ま

れ、科目が提供されている【根拠：4‐2‐8 経済学部履修要綱（62-64 頁）履修モデル】。 

同様に、経営学科では履修モデルの学習とは別に、コア科目の履修が 1 年次に義務付け

られている。これは今後の経営学を学ぶ上で必要不可欠な知識であり、かつ今後の学生の

興味の焦点がどこにあるのかに関する気付きを与えられるように設置されている。まず「経

営学総論」において企業の経営に関する基礎的な知識の修得が図られる【根拠：4‐2‐8 経

済学部履修要綱（64-72 頁）履修モデル】。 

このように両学科とも、どのような専攻に係る科目をどの順序で履修することが望まし

いかという専門科目を学修する上でのカリキュラム・マップにおいてガイドラインを示し
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ている。このように、経済学部の教育課程は学校教育法第 83 条のいう「広く知識を授ける

とともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開させる」との

趣旨を活かした、独自の専門的教育を担保するものになっている。 

 最後に、本学で多様な入試制度を採用した結果、学生の基礎学力にバラツキが見られる

ようになった。相対的に多くの学生を受け入れる経済学部では、とりわけこうした基礎学

力のバラツキが大きく、先述したとおり、教育課程の遂行にやや問題を生じさせている。

その学力差のある学生に対して、一定の教育水準を確保するため、１年次において様々な

導入教育を実施している。その中心となるものが、経済学部の専任教員によって行われる 1

年演習（ゼミ）である。1 年演習（ゼミ）では、大学で学修する上において最低限必要な、

「読み」、「書き」、「パソコン」など基礎的能力の修得の徹底を図っている。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

 1 年次においては、初年次教育・高大連携に配慮し、高等学校段階での学習状況、学生の

理解度などを考慮しながら、わかりやすい授業の展開、多くの学生の躓きのもとである専

門用語の解説に力点をおいている。同時に、2 年次以降の専門科目への円滑な移行、学習意

欲の向上を目指した概論科目を配置している。具体的には、社会学科では「人間と社会」、

「社会学基礎」、「社会調査法」、「社会調査実践法」、「社会福祉原論Ⅰ・Ⅱ」、「心理学概論

Ⅰ・Ⅱ」、「保育原理Ⅰ・Ⅱ」、観光学科では「社会学概論」、「観光学概論」である。 

 また、両学科共に、変化する社会の要請に答えた教育内容、各専門領域での新たな知見

を取り入れた教育内容の提供も視野に入れ、各教員が授業内容を見直す取り組みを推奨し

ており、この具体的な現れとして、科目名称の変更も含めた教育内容、またそれを踏まえ

た課程表の刷新に取り組んでいる。この取り組みについて、社会学科について下記①およ

び②、国際観光学科について③および④として記述する。 

 

①社会学重点科目、社会学基本科目、方法論科目 

社会学科では、教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の⒈「社会学

を基盤とし、実践的・実証的な社会科学の知識・技能を身につけることができるように社

会学の基礎・調査法等の科目を配置する」に対応し、既存の科目を整理し、2013 年度課程

表に新たに社会学重点科目及び基本科目・方法論科目の 3 つのカテゴリーを設け、社会学

の基礎的な科目が何であるのかを明示した。具体的には、社会学重点科目では「社会シス

テム論」、「社会階層論」などの 6 科目、社会学基本科目では「社会調査法」、「社会調査実

践法」などの 5 科目、方法論科目では「社会データ解析」、「質的調査法」などの 4 科目を

選定している（いずれも選択科目）。 

 

②社会学科独自のキャリア科目：ボランティア科目、就職の社会学 

  社会学科では、教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の 3.「生涯学

び成長し続けていくための土台を築くことができるように、キャリア科目、インターンシ

ップ科目を配置する」に対応し、キャリア科目の中に、インターンシップ科目(全学共通)、

学科独自の科目として「ボランティア実践」、「ボランティア活動論及び実習」、「就職の社

会学」を配置している。 
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③観光実践科目：研修、インターンシップ 

国際観光学科では、 教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）の 2.「観光

関連の多様なサービス、地域社会、国際交流現場における体験学習として、観光研修、観

光インターンシップ、インターンシップ（海外）、海外研修を配置する」に対応し、観光研

修、観光インターンシップを観光実践科目として、インターンシップ（海外）、海外研修を

キャリア科目(全学共通)として配置している。 

 

④外国語科目 

国際観光学科では、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）の 3.「英語

によるコミュニケーション能力を高めるために、１年次に観光英語Ⅰ・Ⅱを配置するとと

もに、英語 TAⅠ・Ⅱ、TBⅠ・Ⅱ、TCⅠ・Ⅱ、TDⅠ・Ⅱ（必修）を配置し、さらに能力を高

めたい学生には、英語 TEⅠ・Ⅱ、TFⅠ・Ⅱ、TGⅠ・Ⅱ（選択必修）を配置する。」に対応し、

2013 年度課程表より英語を必修として 8～14 コマ履修する形に変更し、英語能力養成を強

化した。また、必修選択部分(6 コマ)で英語を選択しない学生については、中国語・韓国語

など、インバウンド観光に必須の外国語の履修を推奨している。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

 流通情報学部の考える 6 つの学修内容ごとに配されている科目群の主な特徴は次のとお

りである。 

 

① 流通情報学の基礎科目群 

 1 年次のロジスティクス概論Ⅰ・Ⅱおよび情報学概論Ⅰ・Ⅱは必修科目であり、流通情報

学の学修を開始するにあたり、まずは基本中の基本となる科目である。2年次に配当されて

いるロジスティクス・システム論Ⅰ・Ⅱおよびロジスティクス・ビジネス論Ⅰ・Ⅱは、ロ

ジスティクスの概念をさらに確実に修得させるための科目である。3年次にはグローバル・

ロジスティクス論Ⅰ・Ⅱを配しているが、これはロジスティクス全般の把握から、さらに

その適応範囲を地球的規模に拡大して学修するという狙いである。 

 

②広く豊かな教養科目群 

 2 年次以降は専門科目群の比重が増すため、1年次においては、それぞれの関心領域を明

確化する意味もあり、多数の一般教養科目の修得を意図している。一般教養科目の学修に

なじむという観点からも、これら科目の 1 年次での修得は重要である。 

 2 年次以降には、キャリア科目として日本通運寄付講座Ⅰ・Ⅱ、全国通運連盟寄付講座な

どを配している。現場経験の豊富な学外の講師陣による講義は、ロジスティクスの核心に

迫る内容であるばかりではなく、併せて社会人、職業人としての在り方を吸収できるよい

機会でもある。 

 

③ロジスティクスの理論、実践科目群 

 流通情報学はきわめて学際的な領域に属し、また新しい学問体系でもある。したがって、
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従来の経済学にみられるような確固たる重層的な理論体系が必ずしも構築されている訳で

はない。むしろ現場に根差した経験や業務の積み重ねにより導かれてきた実学主義的な性

格を多分に有する学問領域である。流通情報学部では、ロジスティクス実践講座Ⅰ・Ⅱや

国際物流実践講座などの実践講座系の科目を多数配置し、刻々と変化する現場の状況を随

時確認、吸収できる体制をとっている。 

 

④情報スキルアップ科目群 

 流通情報学部が開学した 1996 年は、わが国の情報化社会が本格的に始動した、まさにそ

のタイミングであった。以来、パソコンなどの情報機器類の普及は加速され、通信技術の

向上もあって、現在の状況は情報社会のまさに渦中にあるといえる。流通情報学部では、

流通情報学の基礎科目である情報学概論Ⅰ・Ⅱと並んで、情報基礎Ⅰ・Ⅱも必修科目に位

置付けている。なぜならば、情報社会といっても新入生の情報処理スキルは必ずしも一様

ではなく、情報スキルの最低限の要件を確実に身に付け新たなスタートラインとするため

の措置である。情報スキルは着実な一歩一歩の積み重ねで自分の能力として体得していく

性格のものであり、情報スキルアップ科目群には数多くの演習科目が配置され、段階的な

スキルアップが目指されている。 

 

⑤ロジスティクスは学際的分野の科目群（共通言語としての科目群） 

 刻々と変化する経済・社会状況を敏感に感じ取り、これへの迅速で具体的な対応策をい

かに講じていくかが、ロジスティクスのひとつの大きな役割である。為替相場の変動によ

る生産拠点再配置の問題、急速に消費市場へと変貌を遂げつつある途上国、中進国のマー

ケットへの対応、気候変動を主要因とする局地的な農作物の収穫量激減などの事態への、

モノの動きを考えながらの適切な対応策の検討、構築が求められている。 

 流通情報学部では、ロジスティクスは世界共通言語との認識のもと、環境経済論Ⅰ・Ⅱ、

流通政策論Ⅰ・Ⅱなどの発展系の科目群や、他学部提供の副専攻科目などを多角的に学修

し、深い洞察力に基づく対応能力の涵養に努めている。 

 

⑥演習科目 

 1 年次から 4 年次までの全員ゼミ制は、流通経済大学開学以来の教育理念のひとつ、「少

人数教育」そのものの実践である。4年間を通じての演習(ゼミ)の場において、コミュニケ

ーション能力や問題発見・解決能力、プレゼンテーション能力、さらに仲間作りが着実に

進められ、視野の広い、懐の深い学生の育成に大いに寄与している。 

 流通情報学部で必修科目となっている卒業研究は、4 年間の学修生活のいわば集大成であ

る。卒業研究本編の作成はもとより、その後の研究発表会はこれまで培われてきた学修能

力、他者との円滑な意思疎通を図り、自分の考え方を適切に表現するための、総まとめの

場となっている【根拠：4‐2‐3 流通情報学部カリキュラム・マップ】。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

法学部では、多様な入試方法を採用することにより様々な学生が入学することを踏まえ

て、初年次教育・高大接続に配慮するとともに、法学部で身につけた専門的知見をキャリ
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ア形成に生かすことができるような教育を提供することに意を用いている。さらに、優秀

な学生の意欲に応え、その実力を伸ばすことを目的として「特別クラス」制度を実施し、

優秀な学生に対する手厚い指導を実施している。 

まず、初年次教育・高大連携への配慮として、次の点があげられる。 

法学部は 2008 年度のカリキュラム改訂において、1 年生の必修科目（両学科共通）とし

て「国家と法」「市民と法」を配置するとともに、キャリア科目として法務、行政の第一線

で活躍する実務家を招いて法律・政治の実践について学ぶ「法とキャリア（入門）」を開設

し、「1 年演習」と合わせて、基礎学力の確保と学習意欲の喚起を中心として、初年次教育・

高大接続に留意してきた。そしてこのたび行われた 2013 年度カリキュラム改訂において、

この基本的枠組みをより一層充実させることを企図して、各学科独自の入門科目として「ビ

ジネス法入門」（ビジネス法学科）、「自治行政入門」（自治行政学科）を開設した。いずれ

も、各学科における学修が卒業後、どのように生かされうるのか、ということについて知

識とイメージを提供し、今後の学修への意欲を喚起することを企図したものである。 

次に専門知識・能力を生かしたキャリア形成の支援として、次の点があげられる。 

全学を対象に開設されているキャリア科目とは別途、法学部では学部独自（両学科共通）

のキャリア科目として「法とキャリア（初級）」「法とキャリア（中級・私法／公法）」「法

とキャリア（上級）」「法とキャリア（総合）」を、さらに専門科目として「法学特殊講義」

を開設している。本学の教育理念のひとつである「実学主義」を踏まえて、法学部におい

て身につけるべき専門知識・能力を生かしたキャリア形成の支援を行っている。 

「法とキャリア（初級）」は、日弁連法務研究財団主催の法学検定「ベーシック・コース」

に合格できる程度の水準の知見を身につけることを到達目標として、憲法・民法・刑法と

いう法学の中でも基本的な科目の基礎的な知見を講義する。また、「法とキャリア（中級）」

では、法学検定試験「スタンダード・コース」に合格できる程度の水準の知見を身につけ

ることを目指して、さらに「法学特殊講義」においては、「行政書士試験」「宅地建物取引

主任者試験」等に合格しうる程度の知見を身につけることを到達目標とした授業が提供さ

れる。これらの科目において、学生は本学部での学修をキャリア形成に結び付けることが

可能となるとともに、大学外部の試験により客観的に学修進度を評価される機会を得るこ

とになる。 

また、優秀な学生の意欲に応え、その実力を伸ばすという観点から、「特別クラス」の取

り組みを挙げることができる。 

法学部では 2010 年度より、将来、公務員や法律専門職（司法書士、行政書士等）への就

職、法科大学院進学を考える意欲的な学生の中から成績、学習態度の優秀な学生を選抜し

たうえで、「特別クラス」を編成している。2010-11 年度は、新松戸キャンパスのみにおい

て展開していたが、2012 年度より試行的に「政治学」のみ試行的に龍ケ崎キャンパスにお

いても開設し、2013 年度より両キャンパスにおいてほぼ同じ内容のカリキュラムを提供す

ることとなった。 

この「特別クラス」制度は、2 年次に「憲法」「民法（物権法／債権総論）」「政治学」に

ついて、3 年次に「民法（契約法／不法行為法）」「行政法（行政救済法）」について、一般

の学生とは分けられた少人数（10-20 名弱）のクラスを開設し、一般クラスよりも綿密な指

導を行うことを企図している。「特別クラス」の実施により、早期から明確な目標を持った
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意欲的な学生の期待と努力に応えるべく意を用いている。 

さらに法学部では、「物流関係法」のような本学の建学理念を反映した科目や、「環境と

法」「環境政策」のような現代社会の喫緊の課題に対する法学・政治学的アプローチを取り

扱う科目、また、「法と文化」のように法や政治を広く相対化し批判的に見直す科目のよう

に、多様な科目を提供することで、学生の主体的な学修意欲を喚起するとともに、学生の

様々な知的好奇心を満たし、専門的知見を深めることのできるように配慮をしている。加

えて 2013 年度カリキュラム改訂においては、グローバル化の叫ばれる現代において、法学

部で学んだ専門的知見を踏まえて渉外的なコミュニケーションの能力を身につけることを

企図して、「法とコミュニケーション（英語）」を新規開設することとなった（実施は 2015

年度より）。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 本学部の学生が目指す将来の進路は、教員、スポーツ指導者、スポーツ・インストラク

ター、アスレティック・トレーナー、スポーツ政策立案者、スポーツクラブ経営者等多岐

にわたっている。このようなことから、スポーツ・コーチング、スポーツ・マネジメント、

スポーツ教育、スポーツ救急・トレーナーと４つの履修モデルを示し学生の履修行動に繋

げている。 

 本学部の教育課程における「必修科目」では、本学部で掲げる教育理念の根幹をなす科

目を配置している。「専門基礎科目」においては、スポーツ科学の学問領域を構成する科目

を配置し、スポーツ科学の基礎的知識等の修得を図っている。「専門発展科目」においては、

将来目指す職域で活かすことのできるより専門的な科目を配置し、専門的知識及び実践力

を修得できるように年次教育を実施している。 

 また、これら専門科目群の配置の他、本学部では、１年次から４年次まで開講している

「演習（ゼミ）」によって、専門科目群で学んだ内容をより専門的な視点で研究活動を行え

る体制を整えている。 

本学部における初年次教育は、「１年演習（ゼミ）」及び学部のコア科目である「海浜実

習」を中心に、４年間自らの目標を掲げて学習できるように体制を整えている。「１年演習

（ゼミ）」での教育内容は、スポーツ科学を学ぶ為の基礎的知識・態度を育成することを中

心に展開している。教育課程の編成では、「専門基礎科目」の科目数に配慮し、１年次でス

ポーツ科学を学ぶ基礎的知識を身につけさせ、「２年演習（ゼミ）」においては、学部で統

一のテキストを用い、教育課程の編成ではスポーツ科学の導入教育を展開し、専門科目で

学ぶ為の土台作りを行っている。また「３年演習（ゼミ）」・「４年演習（ゼミ）」では、自

らの専門領域に沿った学修を実施できる体制を整えている。 

 必修科目の「演習（ゼミ）」、「専門基礎科目」および「専門発展科目」において、学位授

与方針に基づく「知識」「技能」を高め、「海浜実習」、「スポーツ・リーダー実習」、「スポ

ーツ救急教育概論」、「スポーツ救急・理論実習Ⅰ」では、「態度」を身につけさせる教育内

容を展開している。これらの教育内容は、体系的に関連づけられている。 

 専門基礎科目群は、講義形式の授業が中心である。一方、専門発展科目群においては、

本学の教育理念でもある「実学主義」に基づき、基礎理論に基づいた演習・実習形式の授

業を展開し、実践力を身につけさせている。 
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＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 修士課程、博士後期課程ともに、経済学、経営学、会計学、流通の各分野を網羅した幅

広い科目が設置されており、狭い研究領域に限られない、広い視野を持った研究が可能で

ある。どの科目もほぼ受講生は 3 名以下であり、毎回の授業で充分な事前の準備とそれに

基づく発表を課すことで、高度な専門的教育内容の提供が行われている。 

 なお、近年では、他大学院での長年の教育研究実績のある教員を新規採用し大学院教育

にあてることによって、さらに専門教育の高度化を図っている。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

本研究科の修士課程、博士後期課程いずれも、「理論社会学」、「社会福祉・地域社会学」、

「産業・観光社会学」の３つの分野に幅広い科目を設置して、教育研究指導を行っている。

課程の定員も修士課程、博士後期課程、それぞれ 20 名、5 名と少人数であり、その結果、

少人数で指導が行われ、濃密な研究指導が可能となっている。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

 修士課程、博士後期課程ともに、物流や情報に関する理論や実践を扱う科目のみならず、

「オペレーションズ・リサーチ」などの数理系科目、さらには環境も含めた企業の経営や

戦略に関する科目など、幅広い専門分野を担当する教育研究スタッフが配備され、大学院

学生はそれらの科目を履修することにより、広い視野から学識を得ることができるように

なっている。さらに、指導教員の演習や研究指導を通して、専攻分野における研究能力あ

るいは高度な職業等に必要な高度な能力を養うことができるようになっている。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞        

法学研究科では、基礎科目（5科目）、企業ガバナンス関連科目（18科目）および自治ガ

バナンス関連科目（18科目）の 3 つの領域によって構成されている。学生の志望に沿って、

４つ履修モデルを作成し、「民間企業志望者・私法学研究職志望者」、「自治体職員志望者・

公法学研究職志望者」、「地域社会リーダー志望者」、「法律関係資格取得希望者」に対して、

どのような科目群からどの程度履修すべきかを示すことで、適切な履修のためのガイドラ

インとなっている【根拠：4‐2‐13 (既出 1-7, 別冊 3) 大学院履修要綱（152-155 頁）】。 

1 年次から、指導教員が担当する特論と演習を同時に履修できるようになっており、研究

計画の作成と修士論文に向けた準備ができるようになっている。さらに、1年次の後半にお

いて研究計画書を提出し審査を受けるようになっている。これに合格した場合、2 年次から

はさらに副指導教員の演習も履修し、かつ、副指導教員からも修士論文作成に向けた指導

を受けられるようになっており、2 年次の前期には修士論文中間審査を受けるのに適切な措

置となっている。このように、1 年次には主に特論を中心に履修し、2 年次に演習を履修し

つつ修士論文の作成が行えるようになっている。また、ほぼ半年ごとに審査を受けるよう

になっており、各自の研究の進展に応じて、複数教員によるきめ細かい指導と厳格な審査

を経て修士論文が作成できるようになっている。 
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＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

 スポーツ健康科学研究科では、特に生涯スポーツと競技スポーツの２つを大きな柱とし、

教育内容を提供している。 

 具体的な内容及び進め方としては、近年、全国的な問題となっている子どもの体力の低

下や二極化、更に、中高齢者を中心にした生活習慣病罹患者の増加に対して、スポーツ体

力論やスポーツ栄養論で獲得した基礎的知見を応用して、生涯スポーツ演習や子どもスポ

ーツ論、中高齢者スポーツ論等の科目において実際面での課題や問題に対する対処法を考

える、といったものである。これらの授業科目では、「現場」である地域社会や各種コミュ

ニティ、更に学校体育にも踏み込んで、これらの場やそこで生活する対象者において生じ

る諸問題に焦点を当て、健康や体力の維持・増進、組織運営の実態や課題等に関する実践

知を教示し、それについて教員と討論したり必要に応じて調査をしたりすることで理解を

深めている。高齢化社会を迎えている我が国では、特に中高齢者にとってのスポーツのあ

り方について検討することは喫緊の課題となっており、各授業科目においても重要な論点

として取り扱っている。 

 また、競技スポーツにおいてしばしば地域社会で問題となる子どもたちの身体活動の場

の不足や指導者の質的な問題を考えるため、競技スポーツ演習やスポーツＮＰＯ組織・運

営論、あるいはスポーツ・コーチング論やフェア・プレイ論等の科目において、競技とし

てのスポーツの特質について理解を深めている。例えば、多くの院生はそれぞれが特定の

専門種目を軸とした競技スポーツの経験を有しているが、そのような身近な経験を核にし

ながら、子どもから中高齢者までの義務教育期間を含んだ対象においてどのようなスポー

ツ指導をすべきか、自らの経験と対比させながら考えることを促している。また、勝利す

ることのみを究極の目的とするのではなく、倫理的な問題（現在社会現象となっているド

ーピングや競技中の非紳士的行為の事例、早期の専門化に伴うオーバーユース・シンドロ

ーム等）に積極的に踏み込んで、教員と院生、あるいは院生同士での討論を積極的に行っ

ている。 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価        

●基準４‐●基準４‐●基準４‐●基準４‐2222 の充足状況の充足状況の充足状況の充足状況    

開設授業科目の不足（非開講科目の存在）や担当教員間の連携不足など、一部に課題は

見受けられるが、各学部・学科、大学院各研究科において、おおむね教育課程の編成・実

施の方針に従って、授業科目は開設されている。また定期的に行われているカリキュラム

の改訂により、それぞれの教育課程にふさわしい教育内容を提供しているので、おおむね

基準 4－2の要件を満たしているといえる。 

    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・2013 年度入学生用課程表が決定し、2008 年度からの旧カリキュラムの見直しが終了し、

2013 年度入学生から新カリキュラムが適用された。多くの学部・学科で特に専門科目の

見直しが行われ、キャリア科目や外国語科目を中心に必修科目や選択必修単位の増加が
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行われ、学士課程に相応しい教育内容や専門分野の高度化への対応が図られた。これら

に伴い、一週間の時間割を学生がカリキュラム・マップに従った履修モデルを受講し易

い形にする必要性が改めて再認識されることになった。 

・将来構想検討委員会に教育課程改革部会が開設され、定期的な課程表の見直し・改定作

業が検討できるようになった【根拠：4‐2‐14 (既出, 1-17) 将来構想検討委員会資料】。 

・AO 入試及び推薦入試の合格者に対しては、大学教育へ円滑に移行できるような配慮（高

大連携への配慮）として、これまでも専任教員による学習指導（国語・英語の添削指導）

を行なってきたが、2013 年度からは教育学習支援センターが中心となり、AO 入試及び推

薦入試の合格者全員に対して、国語・英語・数学の基礎学力問題集（3 冊）を課し、新入

生の基礎学力向上策が本格的に始動している【根拠：4‐2‐15 修学基礎講座のご案内】

【根拠：4‐2‐16 「入学の前に：ワークブック①・②・③」の配布と提出について お

よび ワークブック①②③】。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・課程表における社会学に関する基礎的な科目の分類・明示を行った（社会学重点科目・

方法論科目）【根拠：4‐2‐7 各学科課程表内 社会学科の頁 既出】。 

・国際観光学科における英語を中心とした外国語科目の充実を行った（英語の必修化、会

話など実践関連科目の充実）【根拠：4‐2‐7 各学科課程表内 国際観光学科の頁】。 

・ 2008 年度に設置した「観光インターンシップ」では、ホテル、旅行社、空港等の観光産

業現場での実務体験をする機会を提供してきたが、観光街づくり、観光情報産業も視野

に入れ、市町村の商工観光課、観光関連書籍の出版社での実務体験を追加した【根拠：

4‐2‐17 「観光インターンシップ」シラバス】。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・2008 年度以降の入学生に対して、流通情報学部では所定の条件を満たす場合に、4 年生

を対象にコース修了認定を行っている【根拠：4‐2‐18 2013 年度流通情報学部履修要

綱 コース制の説明】。 

・2012 年度の場合、「副専攻」を認定された 4 年生は全学で 31 名である。流通情報学部で

は 8 名が認定を受けており、在学生の学部別割合に比べ相当の高率となっている【根拠：

4‐2‐19 第 186 回教授会資料】。 

・流通情報学部では、「ロジスティクス実践講座Ⅰ・Ⅱ」や「国際物流実践講座」などのロ

ジスティクスの実践系科目を多数配置している。学外の企業に所属する、現場を持って

いる人材を客員講師として招聘し、半年間あるいは 1 年間を通じて現実の業務内容や抱

える課題などについて、学生が直接学ぶことができる機会を提供している【根拠：4‐2‐

20 2012 年度の産学連携プログラムの実施状況】。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・「法とキャリア（初級・中級）」については、例年受講者が法学検定試験（「ベーシック・

コース（旧 4 級）」「スタンダード・コース（旧 3 級）」）を受験し、一定程度の合格者を

輩出している【根拠：4‐2‐21 法学検定】。 



101 

 

・2010 年度より開設された特別クラスは、最初の卒業生を 2013 年 3月に送り出した。その

特別クラス第一期生から 3 年次在籍中に行政書士試験に合格した学生や、ビジネス実務

法務検定 2 級に合格した学生、また 4 年次に行政職公務員（千葉県中級職）に合格した

学生などが出ている【根拠：4‐2‐22 特別クラス所属学生】。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

・学部開設時より実施している 1 年次の必修科目「海浜実習」では、学部理念である「生

命の尊厳」ならびに「人間力」について主体的に学び、4年間の学部教育への意識の向上

につながっている【根拠：4‐2‐23 平成 25 年度 海浜実習報告書】 

・3年次の必修科目「スポーツ・リーダー実習」では、社会で求められるリーダーシップに

ついて学ぶ機会を創出している。この実習を通して、将来目標とする職業へのキャリア

形成の一助となっている【根拠：4‐2‐24 大学 HP：学部学科紹介】 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・大学院担当専任教員の定年退職とその補充としての若手教員（大学院非担当）の新規採

用などによって、未開講となる科目が生じるケースがあり、前回の認証評価で非開講科

目の多さについての助言を受けた。その後、大学院担当教員を一部准教授まで拡げるこ

と、並びに他大学退職のベテラン教員の採用によって、担当教員の退職が相次いだ中で

も開講科目数を増やした（修士課程の開講科目数は 2006 年度 34 科目から 2013 年度 41

科目へ）。修士課程の設置科目に対する開講科目の割合も、設置科目数の増加（60科目か

ら 66科目へ）の下でも、2006 年度の 57％から 2013 年度の 62％へと、多少の改善が図ら

れた。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・2010年度より、産学連携による企業講師による講義（年間約25名の企業講師による講義）、

企業現場見学（夏季休暇中に 11 か所の物流センター、工場、貨物駅、港湾等）をいれた

「ロジスティクス実践特論」、物流現場見学をとり入れた「ロジスティクス分析・改善特

論」を開講している。これによって、講義形式だけでは理解しにくいロジスティクスに

ついて、より理解を深めることができ、大きな効果が出ている。 

・教員の出講日との関係で、科目間での開講時間の重なりが問題となっていたが、事前に

教員間で調整をすることによって、一定の改善がはかられた。 

・産学連携による「ロジスティクス実践特論」については、業界団体、企業、教員で構成

されているロジスティクス産学連携コンソーシアムにおいて、その内容、教育方法につ

いて、定期的に検討され、改善されている。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・多様な授業科目を開設し、必修科目を必要最小限にして選択必修を多くすることで、履

修の自由度を高めている。 
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②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・2013 年度にカリキュラムの改訂とカリキュラム・マップの策定が行われたが、学生がこ

れらのカリキュラム・マップに基づいた履修を可能にする時間割編成および授業編成を

確立することが必要である。 

・導入教育においてカリキュラム・マップを周知してはいるが、2年次以上の学生や外部へ

の公開・周知は十分ではない。このため、ホームページや履修ガイダンス等での公開・

周知が必要である。 

・学部においてはカリキュラム・マップが策定されている。その一方で、研究科において

は履修モデルという形で公開・周知されているが、明示的な意味でのカリキュラム・マ

ップは策定・公表されていない。これらの早急の策定と公開が必要である。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

・「１年演習（ゼミ）」については、教員の負担が他の科目よりも多い。それを低減するた

め、教員間の情報交換の場を設け、教育内容や教育手法の統一化、体系化を図るととも

に、入学前学習成果にしたがって習熟度別クラス編成などを行い、参加学生のレベルに

応じた教育内容を検討していく必要もある。 

・経済学科では、専門基礎科目は履修登録者数が科目によって大きく偏りがあり、そのた

め極めて多数の登録者がいる科目では授業の質低下や質維持に課題がある【根拠：4‐2‐

25 2013 年度専門の基礎科目履修者数(経済学科)】。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・社会学科では、コア科目（「人間と社会」「社会学基礎」）で複数教員が関わる科目におけ

る教育内容の統一が十分とはいえない。 

・国際観光学科では、以下の点に配慮する。農林水産業のサービス産業化、産業都市から

消費都市への都市構造の変容等、現代社会の変化に伴い、観光およびこれに関連する領

域が拡大し，より幅広い人材の育成が社会的に要請されるようになってきているが、そ

れへの対応がまだ不十分である。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・コースの認定申請者がまだ少ない。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・本学の教育理念である「実学主義」、また本学部の教育目標との関係で、「法とキャリア」

は一定程度の教育効果を挙げていると評価しうるが、積極的に高い目標にチャレンジす

る学生を増やすことが課題である。 

    

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・非開講科目の問題は多少改善されているが、さらに適正な科目の配置について検討する

必要がある。 
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＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・本研究科での修士課程及び博士課程においては、前述のように多様な科目が設置されて

いるが、実際に開講されている科目は少なく非開講科目の固定化が見られる。 

・保育士の高度な専門教育の充実も必要である。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・物流、情報は変化が激しい分野であり、常に学生に対し新鮮で魅力のある授業を行うよ

う配慮する必要がある。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・修士論文作成のための具体的な手順やまとめかた等に関する授業内容の充実を図る必要

がある（現状では各指導教員に任されているが、指導の効率化を図る必要がある）。 

・幅広い授業科目を専任教員でまかなえるようにする（教員数の増員）。 

 

 

３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・教育課程改革部会が開設され、定期的な課程表の見直し・改定作業が検討できるように

なったため、この部会等を中心に先進的な教育方法や教育内容の調査・分析を行い、教

育目標を達成するための実現可能で効率的な教育システムを確立する。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・各学科における課程表の見直しを今後も継続する。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・コース制を維持する。これにより、学生がそれぞれの分野ごとの専門性を高め、スペシ

ャリストとしての自覚を高め、得意分野の獲得を図る。コース別の対象科目を順次、修

得していくことで、その素養、必要とされる知識、能力の蓄積につながる。 

・実践系講座においては、2010 年度から産学連携によるロジスティクス教育プログラムに

関する FD活動の位置づけとして、ロジスティクス産学連携コンソーシアムを組織し、各

科目の実施状況を基に問題点の改善や教育の質の向上について、本学部教員と産業界な

どからの委員との間で検討を進めてきた【根拠：4‐2‐26 ロジスティクス産学連携コ

ンソーシアムの立ち上げについて（7-9 頁）】。引き続き、コンソーシアムを継続し、企業

側と大学との情報交換を密なものとし、学生からの声なども反映させた形で、教育の質

の向上や成果の拡大を進めていく予定である。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・特別クラスについては授業アンケートの結果等を踏まえて、プログラム内容のさらなる
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改善を図り、より一層の充実を図る。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

・学部開設時より開設している「海浜実習」と 2010 年度より開設している「スポーツ・リ

ーダー実習」については、学生からの評価も高く、学部の理念にかなった科目であり、

今後も継続していく。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・大学院担の開講科目数については今後も検討を加え、適正な教員配置を行う。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・産学連携による授業展開、双方向のアクティブ・ラーニングの充実を図る。 

・「ロジスティクス実践特論」については、今後は企業の実データの分析による課題抽出、

解決策の提示、あるいは企業等との共同研究の展開も検討する。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞ 

・学生の要望に配慮しながら、今後も適切な科目配置を検討していく。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・カリキュラム・マップに基づいた時間割作成の支援策の策定を進める【根拠：4‐2‐14 

(既出 1-17) 将来構想検討委員会】。 

・2013 年度末に大学院研究科においても３つのポリシーの公開を予定している。その上で、

カリキュラム・マップの作成を検討していく。 

    

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

・「1年演習（ゼミ）」において、習熟度別クラス編成の導入を検討する。 

・経済学科の専門基礎科目の質を維持するため、課題の解決方法について、今後、継続し

て検討する。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・関連分野の科目担当者間で授業内容についての情報交換および内容の調整を行い、教育

をより効率的かつ体系的なものとしていく。たとえば、心理学分野で基礎を担当する教

員と応用・発展を担当する教員とが授業内容を相互に提示し重複を極力減らすなど、学

生にとってわかりやすく、かつ豊かな学びが可能となるようなシラバスを整備する。 

・国際観光学科では、旧来の観光産業人材育成に特化した学科から、この流れに対応した

人材育成が可能な人文・社会系の学科への脱皮を図るべく教育内容を検討していく。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    
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・コース修了認定にかかわる課題を整理し、その充実を図る。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・「法とキャリア」の受講、及び法学検定試験等の各種試験の受験を促進する。そのために

履修登録ガイダンスや演習科目等を通じて、積極的に受講、受験を促す。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・適正な科目配置については、必要に応じてカリキュラムの改革を進める。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・非開講科目の固定化を防ぐ方策を検討する。具体的には、カリキュラムの見直し、オム

ニバス形式の科目設置を検討する。 

・本学社会学科は保育士養成施設として認可されている。これに対応して、子育て分野に

おける人材育成のカリキュラムを検討する。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・より実践的な内容を付加していく。具体的には、企業見学を行う「ロジスティクス実践

特論」、物流現場を経験する「ロジスティクス分析・改善特論」の教育内容のさらなる充

実を図る。    

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・指導の効率化を図るために、指導教員間の連携を密にする。 

・教員数の増員については、大学院全体の課題として検討していく。 

 

 

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料    

 

基準 資料の名称 資料番号 

４．教育内

容・方法・成

果 

（２）教育課程・教育内容 

経済学部 カリキュラム・マップ 

社会学部 カリキュラム・マップ 

流通情報学部 カリキュラム・マップ 

法学部 カリキュラム・マップ 

スポーツ健康科学部 カリキュラム・マップ 

2008 年度カリキュラムの問題点と 2013 年

度からの課程表改正骨子 

2013 年度各学科教育課程表 

2013 年度経済学部履修要綱 

課外講座 2013 

2013 年度社会学部履修要綱 

 

4‐2‐1 

4‐2‐2 

4‐2‐3 

4‐2‐4 

4‐2‐5 

4‐2‐6 

 

4‐2‐7 

4‐2‐8 

4‐2‐9 

4‐2‐10 
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2013 年度法学部履修要綱 

2013 年度スポーツ健康科学部履修要綱 

大学院履修要綱 

 

将来構想検討委員会 

 

修学基礎講座のご案内 

「入学の前に：ワークブック①・②・③」

の配布と提出について および ワークブ

ック①②③ 

「観光インターンシップ」シラバス 

2013 年度流通情報学部履修要綱 

第 186 回教授会資料（流通情報学部） 

2012年度の産学連携プログラムの実施状況 

法学検定 

特別クラス所属学生 

平成 25 年度 海浜実習報告書 

大学 HP 学部学科紹介 

2013年度専門基礎科目履修者数(経済学科) 

ロジスティクス産学連携コンソーシアムの

立ち上げについて 

4‐2‐11 

4‐2‐12 

4‐2‐13 

（既出 1‐7・別冊 3） 

4‐2‐14 

（既出 1‐17） 

4‐2‐15 

4‐2‐16 

 

 

4‐2‐17 

4‐2‐18 

4‐2‐19 

4‐2‐20 

4‐2‐21 

4‐2‐22 

4‐2‐23 

4‐2‐24 

4‐2‐25 

4‐2‐26 
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Ⅳ－３．教育内容・方法・成果（教育方法）Ⅳ－３．教育内容・方法・成果（教育方法）Ⅳ－３．教育内容・方法・成果（教育方法）Ⅳ－３．教育内容・方法・成果（教育方法）    

    

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明    

（１）教育方法および学習指導は適切か。（１）教育方法および学習指導は適切か。（１）教育方法および学習指導は適切か。（１）教育方法および学習指導は適切か。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

本学では、教育課程の編成・実施の方針に基づき、カリキュラム・マップの検討・作成

をする中で、教育目標を達成するためにいかなる科目が必要なのかを検討するとともに、

各講義・演習・実習についてその授業形態が適切なのかについても検討してきた【根拠：4‐

3‐1  教務委員会資料(既出, 4-1-16)】。 

 現在は、各種の講義科目を開設するとともに、少人数教育の根幹をなす各学年の演習（ゼ

ミ）および実習関連科目（社会学部およびスポーツ健康科学部中心）を開設している。 

 1 年間の履修科目登録の上限については、１・２年次については 44 単位、３・４年次に

ついては 49 単位とすることにより、単位の実質化を図っている。また、全学的にオフィス・

アワーの時間を設けており、教員と学生が個別に相談できる体制を整備している。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

 経済学部の教育方法および学習指導については、各学科の教育目標を達成するために教

育課程が編成されている。授業形態は多くの場合、講義形式である。そして一部の講義で

は、相互に意見のやり取りを伴う双方向の授業が実施され、学生の主体的な参加を促す方

法が実施されている。また授業の内容を確認するための小テストを学期中に数回実施する

など、学生の理解度を見ながら講義を進める例もある。 

 次に、演習については、各教員が３～４クラス程度を担当している。１、２年次では経

済・経営に関する内容だけでなく、一般教養に関する幅広い内容をベースに学生自らが「読

む・聞く・見る」「調べる」「考える」「整理する」「報告する」「書く」という基礎的な学力

を向上させることに重点をおき、学生一人一人の個性を尊重した双方向の決め細かい学習

指導を行い、学生の主体的な参加を促している【根拠：4‐3‐2 シラバス入稿について】。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

社会学科では、2013 年度以降の課程表において社会調査士関連科目の大半を選択必修科

目として再編成し、学生によるより積極的な履修を促す形での改定がなされている。また、

保育士関連科目についても、同じ改定において基礎技能に関する実習科目を選択必修化し

ている。一方、認定心理士関連科目については、実験実習、データ解析など、社会福祉士

関連科目については相談援助演習、相談援助実習など、いずれもそれぞれの領域の実践に

関わる科目を適宜配置してきた。国際観光学科においても、観光研修、観光インターシッ

プ、旅行業務論（海外旅行実務、CRS）など、豊富な実務関連科目を用意している。 

学部の教育方針としては「大学と社会の交流」という項目があり、社会学部では特にこ

の点において、学生の授業への主体的な参加を促している。具体的には、上記演習・実習

科目の一部や学年ごとの演習を通じて、本学の両キャンパスが所在する茨城県(とりわけ龍

ケ崎市)や千葉県(とりわけ松戸市)とのさまざまな形の交流活動を行っている（下記参照）。 
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社会学部の授業に関する社会交流の事例社会学部の授業に関する社会交流の事例社会学部の授業に関する社会交流の事例社会学部の授業に関する社会交流の事例    

社会学科社会学科社会学科社会学科    龍ケ崎市社会福祉協議会：障害児ふれあいキャンプへの参加 

龍ケ崎市社会福祉協議会・龍ケ崎市連絡協議会・龍ケ崎市中央ロータリーク

ラブ：龍ケ崎市民の生活実態及び福祉意識に関する調査 

龍ケ崎市保健福祉総合推進協議会：審議会の傍聴 

龍ケ崎市商工会：開業店舗経営状況調査、龍ケ崎市の商業施設の利用に関す

る調査 

龍ケ崎市環境生活部市民協働課：男女共同参画社会に関する龍ヶ崎市民意識

調査 

龍ケ崎市企画財務部企画調整課：JR 常磐線『佐貫駅』駅名に関する市民意

識調査、『龍・流連携事業』に関する流通経済大学生実態調査 

龍ケ崎市：八原保育園との交流 

1 年ゼミ研究：龍ケ崎、あるいは茨城の農業のポテンシャルについて 

土浦市小野地区：里山地域おこしに関するフィールド調査(＋田植え・稲刈

りへの参加) 

松戸市：認知症サポーター養成講座の開催 

国際観光学科国際観光学科国際観光学科国際観光学科    1 年ゼミグループ研究：龍ケ崎探検、スペイン料理の試食会 

龍ケ崎市：町並み探索と検証、市内の畑における野菜栽培、市内在住の写真

家や農業従事者による講義 

茨城県：観光ボランティアガイド茨城県大会への参加 

阿見町：観光プロデュース事業への参加 

稲敷市江戸崎：観光プロデュース事業への参加、地域再生の現状調査とヒア

リング 

土浦市観光戦略推進委員会・歴史部会：モニターツアー(土浦市町歩き)への

参加 

松戸市：学生観光サポーター養成講座の開催 

柏市：町並み景観実態調査 

 

また、本学では授業における ICT 活用の一環として授業用 e-desk というシステムを活用

しているが、社会学部では活用事例を増やすため、2012 年度に教員による研修会を実施し

た【根拠：4‐3‐3 授業用 e-desk 利用方法資料】。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

Ⅳ-2 のカリキュラム・ポリシーにおいて示したように、教育の柱であるロジスティクスに

ついて理論的な科目の他、実践的な科目も多数配置している。実践的な科目の運営は、産業

界と密な連携により積極的に推進している。産業界から 70～80 名の実務経験者を客員講師と
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して招き、学部に所属する教員の授業科目と相互に補完する形での授業を展開している。さ

らに、企業の現場を直接訪問し、実物を肌で感じ、実物を見てその場で考えるような形態の

授業（企業訪問講座）も導入している。これらは経済産業省により採択された「サプライチ

ェーン･ロジスティクス人材育成プログラム」（2008 年度～2009 年度）において構築されたも

ので、2010 年度から本格的に推進している。 

また、物流に関する２つのコース（注：2008 年度に導入）の修了条件に含まれる総合テス

トについては 2011 年度より実施している。さらに、情報に関するコース（2009 年度に導入）

の修了条件である関連資格の取得に関しては、日商 PC（文書作成、データ活用部門）、MOS、

基本情報技術者試験などの資格取得者に対し、「資格関連科目」の単位を認定している。 

4 年間の教育の集大成として全員に卒業研究を課し、卒業年次の 12月に発表会を開催して

いる。発表会は 4 年間で身に付けた知識や能力を基に自分の意見を外部へアウトプットする

場であり、学部に属する全教員が参加し発表内容についてコメントを述べるようにしている。 

    

実践講座の授業実施結果の例（2012 年度情報システム実践講座、春学期） 

Ｎo 月日 講義テーマ名(キーワード等)(暫定） 講師名 所属･役職等  

１ ４月 12 日 ガイダンス 増田悦夫 流通経済大学 流通情報学  

２ ４月 19 日 パレットにおけるＲＦＩＤの利用 

(レンタルパレット､RFID､情報ネットワ

ーク､海外連携） 

永井浩一氏 日本パレットレンタル㈱ 

新事業推准室シニアプラン

ナー 

 

 

３ ４月 26 日 ロジスティクスの最適化を支える情報シ

ステム(物流ネットワーク､拠点設計､輪

配送設計､量適化） 

後藤一孝氏 ㈱日本ビジネスクリエイト

コンサルティﾝグ統括本部

執行役員 エグゼクティブｺ

 

 

４ ５月 10 日 外資系企業での経験｢物流子会社からの

脱皮」(IT､グローバル､SCM,ロジスティク

傘義冬氏 飛天ジャパン㈱特任顧問  

 

５ ５月 17 日 物流の効率化とこれからの取り組み 

(企業物流､物流拠点運用､WMS､改善､マネ

ジメント） 

要藤洋文氏 ㈱日通総合研究所 ロジス

ティクスコンサルテイング

部主席コンサルタント 

 

 

６ ５月 24 日 電子自治体推進の概要について(電子自

治体.マイナンバー制度、自治体ｸラウ､コ

井上賀博氏 <財)地方自治情報センター

(LASDEC）研究開発部上席研

 

 

７ ５月 31 日 画像処理応用による本人認証の世界と国

際標準化とは(本人認証､生体認証､画像

処理､国際標準化） 

宇都宮康夫

氏 

(㈱>日立情報制御ｿﾘｭｰｼｮﾝ

ズユビキタス･セキュリテ

ィシステム本部ユビキタス

ソリューション開発部 担

新

規

８ 

 

６月７日 ロジスティクスと情報システム 

(ロジスティクス鶴在庫､WMS､クラウド） 

秋葉淳一氏 ㈱フレームワークス 代表

取締役 

新

規

９ 

 

６月 14 日 IT 業界でのキャリアパスと就職研究 

(汀業界の仕事種類､日本:欧米･中国･ア

ジアの外資系鶴ベンダー:ユーザ､これか

松下雄二氏 ヒューマネテック㈱ 代表

取締役 

新

規
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1０ ６月 21 日 サプライチェーン情報の活用とその効果

(在庫･輪配送の適正化､安心･安全､事業

継続､環境負荷低減） 

露上多恵子

氏 

日本ユニシス㈱サービス企

画部業務ソリューション企

画室 SCM 企画グループ 

 

 

1１ ６月 28 日 現場力強化のための物流技術(導入事例

をもとに)(パッシブＲＦＩＤ､アクティ

ブ RFID､バーコー､個品物流､完成車物流） 

栗本繁氏 ㈱Ｍｎ 技術戦略グループ

ＳＴＯ 

 

 

1２ ７月 5日 ＴＭＳの現状と今後の課題 

(輪配送業務の効率化鶴ＡＩ技術､見える

化、Plan-Do-See-Check） 

三輪宏氏 光英システム㈱ 常務取締

役(研究開発部） 

新

規

1３ ７月 5日 まとめ 増田悦夫 流通経済大学 流通情報学  

 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

法学部の特性として、専門科目の多くはいわゆる講義形式により実施されている。専門・

教養の講義・演習のほか、キャリア科目群を充実させている。授業の進め方は各教員の工

夫に任されている。しかしながら、従来の一方向の講義ではなく、相互に意見のやり取り

を伴う双方向で進めるものや、学生が主体的に参加する形式を取り入れているものもある。

また、試験やレポートを学期中に数回実施するなど学生の理解度を確認しながら講義を進

めるなどの工夫がなされている。 

とりわけ、「法とキャリア（初級）」では、e-learning システム「Ring Test」を用いて、

法学検定試験（ベーシック・コース）」の問題演習を予習、復習に活用するなど、一方的な

座学に偏らず、主体的に問題演習に取り組むことで自主的な学習を支援する仕組みが取り

入れられている。 

また、「特別クラス」では、少人数授業のメリットを生かし、教員と学生との間の質疑応

答を中心とする双方向的な授業が実践されている【根拠：4‐3‐4 特別クラス】。 

さらに、全学年において必修科目とされている「演習」では、学生の調査研究とそれを

踏まえた報告、討論という形式を通じて、学生が主体的に学習することのできる指導が行

われている。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 スポーツ健康科学部は、教員やスポーツ指導者等の育成を行っているため、それに伴う

スポーツ実技科目や実習科目等を多く配置している。これらの授業については、教員が十

分に学生に対して指導できる人数で授業を行えるように、履修制限をおこない、一人ひと

りが主体的に学べる授業環境を整えている他、将来必要な、指導者としての資質の向上に

努めている。また、本学部では、年に２回学部独自の FD研修会を実施している。この中で、

教育方法に関する研修を実施し、教員の指導力向上に努めている【根拠：4‐3‐5 (既出, 

1-19) スポーツ健康科学部 FD 研修会報告書】。 

    

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    
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 特論、特殊研究においては、教員による一方的な講義より学生の自発的かつ能動的学修

を促す教育方法が多く取り入れられている。例えば、教員が示した課題に対して学生がそ

れに関する最新の研究動向や自分の意見などをまとめたレポートを作成し、授業時間中に

発表するほか、学生同士あるいは教員とのディスカッションを行い、論理的思考力や分析

力、そしてプレゼンテーション能力の向上をも図っている。一部の科目においては、教員

と受講生同士の情報共有や学修成果の共有等を図るため、SNS（ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス）の活用も試みられている。 

 学位論文指導においては、それぞれの専門分野によって用いられている研究方法が異な

るため、指導方針や指導内容は各教員に一任されている。いずれの分野においても、論文

作成に必要な先行研究のレビューは必須となっており、その上で各専門領域の特徴や教員

の指導方針に合わせて、方法論やデータの扱いなどに必要な基礎的知識、さらには高度な

分析手法の修得が図られている。 

 2013 年度より、大学院シラバスの充実化を図るとともに、修士課程の履修モデルを履修

要綱に明示するようになった。履修モデルの作成においては、これまでの専門科目を７つ

の分野に分け、それぞれの分野に対応する特論科目と演習科目を分かりやすく分類した。

すなわち、「経済理論」、「経済史」、「経済政策」、「組織・戦略」、「流通」、「会

計・財務」、「税理士」の 7 分野である。特に「税理士」分野は本研究科が他大学との差

別化のために今回新設した分野で、税理士国家資格試験の科目免除の要件が昨今厳しく改

訂されたのを受けて、税法演習や税法特論を新設すると同時に、それを専門に指導できる

教員を確保した。税理士志望学生の学修の動機づけにつながることが期待される。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

 「特論」、「特殊研究」においては、本学社会学部の伝統でもある実証的な研究方法を中

心にした研究方法を引き継いだ研究指導が行われている。教員による一方向的な講義では

なく、具体的な問題事例にどうアプローチし、それを解いていくかを受講生とともに考え

討議していくことによって、論理的思考力や分析能力の向上を図っている。 

 修士課程における学位論文指導は、基本的には研究方法、研究計画の作成さらには論文

作成の指導などを各「演習」担当教員に一任しているが、平成 24年度からは社会学研究科

全体として指導できるように、早期に（目標として 1 年次の６月頃までに）研究の主指導

教員１名、及び研究の副指導教員２名を決めて、３人体制で指導できる体制づくりを検討

している。また、IT ネットワークを活用して、学生の研究状況をできる限り他の教員も把

握できるよう、それらをグループネットワークに掲載する試みも行っている。これらの試

みは、研究科全体で組織的に研究指導しようとするものである。博士後期課程での学位論

文指導は、修士課程とは違いより高度かつ専門的になるので、研究計画及び学位論文作成

の指導を研究指導担当教員が主に行っているが、特殊研究を担当している 2 名の教員も協

力し、実質的には 3名体制で指導している現状である。 

 修士課程及び博士後期課程では、問題や仮説の設定、そのための先行研究のレビュー、

研究方法、資料収集やデータの分析、知見の整理や論文執筆のための作成能力など研究者

として、また一社会人として自立するための基礎的な知識から高度な分析能力の修得が行

われている。 
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＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

修士課程については、物流履修モデルと情報履修モデルを設け、このモデルに従って履

修するように指導をしている。毎年 4 月に、新入生へのガイダンスを開催し、教育課程の

案内を行い、指導教授の担当科目以外の科目についても、論文を作成するうえで履修して

おくことが望ましい科目を指導している。研究科生は２年次秋の修士論文中間発表後、研

究指導主査１名、及び研究指導副査２名を決めて、３人体制で指導できる体制づくりを行

っている。 

開講科目について、毎年研究科委員会で確認し、それらの科目について学生にヒアリン

グを実施している。学位論文の指導については、修士課程では１年次から 2 年次まで、博

士課程では 1 年次から 3 年次まで、指導教授の担当する「演習」及び「特殊演習」を中心

に適切に行われている。指導教授は、「演習」、「特殊演習」での指導だけではなく、日常的

に教員の個人研究室等で指導している。 

また、物流情報学、ロジスティクスは、極めて実践的な学問分野であることから、実際

の現場の状況やそこにおける課題などを把握し、自ら解決策を提案できるだけの能力が望

まれる。そのために、物流や流通の企業現場の講義を聞き、実際に視察する「ロジスティ

クス実践特論」、「ロジスティクス分析・改善特論」を開講している。これによって、講義

形式だけでは理解しにくいロジスティクスについて、より理解を深め、かつ、実践的な修

士論文が作成できるよう指導している。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

履修モデルを提示して、各自が指導教員の指導のもと、バランスの取れた履修と論文作

成の準備が行えるよう指導している。モデルとして、民間企業志望者および私法学研究職

志望者、自治体職員および公法学研究職志望者、地域社会リーダー志望者、法律関係資格

取得希望者の 4 つに分けており、それぞれにふさわしい履修の仕方を提示し参考に供して

いる。 

授業科目は必修科目（ガバナンス論特論、演習、特別研究）のほか、企業ガバナンス論

関連科目には特論 10、演習 8、自治ガバナンス論関連科目には特論 10、演習 8 が置かれて

いる。特論は主に講義に重きを置く科目であり、演習は主として専門的な文献購読や学生

の報告等に重きを置くものである。特論は主に 1 年次に演習は主に 2 年次（指導教員の演

習は 1 年次）に履修するように指導しており、段階を踏んで体系的に研究を進めるととも

に修士論文の作成が行えるようになっている。 

その上で、体系的な指導と厳格な審査を行っている。1 年次の秋に研究計画書を提出させ

て審査を行っている。合格に達しない場合は再提出して再び審査する。合格した者には、2

年次より副指導教員を 2名つけ、正指導教員と連携を取って論文作成の指導に当たる。2年

次の前期に修士論文中間審査を行い、論文執筆ないしその準備が研究計画に基づいて順調

に進んでいるかを審査する。これに合格しないと、論文の提出を受け付けない。完成した

論文はまず 3 名の審査員による予備審査に付され、これに合格した場合に本審査を受ける

ことができる。以上のように、ほぼ半年ごとの審査を経て修士論文を完成させることにし

ている。 



113 

 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

スポーツ健康科学研究科では、授業科目については、担当教員が受講者に適宜、課題を

与えてレポートを提出させるとともに、授業の中で発表をさせて理解の状況について把握

し、それらをもって教育効果を各担当教員が適宜判断している。演習においては、各院生

の研究テーマに沿った先行研究に関する文献や調査データ、資料の収集などを指導し、論

文作成のための研究の進捗状況について常に把握に努め、それらによって研究指導の効果

を各指導教員が判断している。 

また、学部教育の一環として大学 1 年生全員に実施している「海浜実習」に大学院生を

インストラクターとして帯同させ、スポーツ・プロモーション・リーダーとして実際的な

養成にも取り組んでいる。 

本研究科では、高度専門職業人の育成、特に地域（地域社会、コミュニティ）における

生涯スポーツや競技スポーツの振興推進にかかわる教育研究を通して、スポーツ・プロモ

ーション・リーダー（企画立案・運営・指導等の能力を有する人材）の育成を目指すとい

う観点から、常に学際的視点のみで研究テーマへアプローチをするわけではなく、フィー

ルドワークも含め実社会に即した内容で研究が進められている。 

 

 

（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか。（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか。（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか。（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞ 

学部では教育課程の編成・実施方針に基づき、シラバスはフォーマット化され、「講義の

ねらい」、「講義内容」、「テキスト・参考図書」、「成績評価の方法、履修上の注意－前提、

同時履修希望科目など」の 4 項目すべてが、履修登録前に公表するよう義務付けられてい

る。また、演習（ゼミ）を始めとする必修科目や、語学などの複数クラス開講科目では統

一したシラバスが用いられている。「講義内容」では各学期 15 回の講義内容が公開され、

多少のずれはあったとしても、これが教員個々の基準になって授業が展開されている【根

拠：4‐3‐6 シラバス入稿のお願い】。 

研究科では 2013 年度よりシラバスがフォーマット化され、「到達目標」、「講義内容」、「授

業計画（30 回）」、「成績評価の方法」、「テキスト・参考書」が大学院履修要綱に記載され、

学生に公表されている【根拠：4‐3‐7 (既出 1-7、別冊 3) 大学院履修要綱】。 

学期末に義務付けられている科目ごとの「授業アンケート」において学生評価が行われ、

シラバスの理解度（「シラバスを読み目標がわかった」）に関して、2012 年度春学期および

秋学期における肯定的評価はそれぞれ 59.4％と 60.5%となっており、まだまだ教員側の努

力が必要な数値である【根拠：4‐3‐8 2012 年度 春学期・秋学期授業アンケート 全学

集計表】。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

 シラバスの作成と内容の充実については、教授会をはじめ、各学科分科会にて繰り返し

周知が徹底され、履修登録前に作成・公開が行われている。また１年演習（ゼミ）などは、
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その指導内容を統一する必要があり、シラバスの作成を担当者グループで検討して、より

充実したものを作り上げている例もある。 

 次に授業内容・方法とシラバスの整合性については残念ながら組織的なチェック体制は

まだ不十分である。しかし学生の授業アンケート結果によると、授業内容とシラバスの大

きな乖離がある旨の回答は寄せられていない。したがって、ある程度の整合性は確保でき

ているものと考える。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

シラバスは各科目に関し、「講義のねらい」と「講義内容」についてはいずれも詳細な記

載がなされている。「テキストと参考書」および「成績の評価方法、履修上の注意など」に

ついても記載が行われているが、今後、内容的に統一・充実していく必要があると思われ

る。「テキストと参考書」については、スペースの関係もあり「授業中に適宜、言及する」

等としているものが散見される。シラバス作成時点でのより詳細なリスト提示が望ましい

と思われる。また、「成績の評価方法、履修上の注意など」については、成績評価の対象を

明確化し、その評価比率も明示しているものがある一方で、複数の要素を単に「総合的に

判断する」としているものもあり、ばらつきが見られるのが現状である。 

各科目の授業はおおむねシラバスに基づいて行われており、かなりの程度、整合性は確

保されているが、状況によってはシラバスと異なる形での進行を余儀なくされるケースも

生じている。その要因としては、①受講人数など、授業の規模を予めコントロールできな

い場合、②時事的なトピック、教員が予期せぬテーマに学生が関心を示す場合など、予見

できない内容を取り上げる必要が生じた場合、③一部の資格関連科目などで、受講生に前

提となる基本知識が不足している場合、④ゼミなど、学生自身の関心や主体性を尊重した

方がよい場合、⑤外部の組織と協力して進めている場合、などが挙げられる。このように

不整合の原因は様々であるが、今後段階的に解消策を講じていく必要がある。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

授業内容がシラバスに対応したものとなっているかについて組織的なチェックはまだ不

十分である。しかし、毎年、セメスター毎に実施される授業アンケートの結果においては、

授業内容がシラバスと大きく乖離している旨の回答が寄せられていないことから整合性は

概ね確保されていると言える。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

 シラバスを充実させてきており、それに基づいて授業を展開するよう、教員間の共通認

識は深まってきている。以前は簡略なシラバスも散見したが、シラバスの内容の充実につ

いては、教授会や各学科分科会において繰り返し周知が徹底されている。 

 授業内容・方法がシラバスと十分な整合性を持って展開されているかについては、独自

のチェック体制を構築できているとはいえないものの、これまで、授業アンケートの結果、

問題とすべき乖離は見られず、概ね、シラバスに基づいて授業が展開されていると考えら

れる。 
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＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

スポーツ健康科学部では、第１回目の授業ガイダンスにおいて、全学統一形式に従って

作成したシラバスを、各教員が学生に提示して、授業の内容並びに進め方を説明するよう

に義務づけている。履修登録開始時期には、学部ガイダンスを実施し、学生に対し履修登

録の際に、シラバスを必ず参照してから授業の履修を行う様に徹底して指導を行っている。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

2013 年度からは学部のシラバスと同様、科目ごとに到達目標や年間 30 回分の授業計画を

示すと同時に、成績の評価方法などに関しても具体的に示すことになっている。このよう

なシラバスの充実化は、講義科目（特論・特殊研究）だけではなく演習・研究指導におい

ても導入され、各教員の学位論文の指導内容や方針が外部に明確に示される結果となった。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

2013 年度からは、全研究科の科目について『履修要綱』に到達目標や年間 30 回分の授業

計画及び評価方法などに関しても具体的に提示するよう統一が図られた。社会学研究科も

これにならって、シラバス内容の充実化を図るとともに学生が研究目標を実現するための

体系的履修を企図した「履修モデル」を提示している。 

履修モデルでは、将来の志望をより具体的に明確化するために、「公務員・企業での専門

実務家を志望する者」、「社会問題や心理問題に対処しうる教育的実践者を志望する者」、

「観光産業や情報産業における専門家を志望する者」、そして「研究者を志望する者」の

４つに分類して履修するように指導している。    

    

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

2013 年度からは学部のシラバスと同様に、科目ごとに到達目標や年間 30回分の授業計画

を示すと同時に、成績の評価方法などに関しても具体的に示すことになっており、シラバ

スの充実を図っている。また、本研究科への受験を希望する人や入学した学生が各自の研

究分野や将来の進路に合わせてより体系的に学修計画が立てられるように、修士課程の履

修モデルも履修要綱に明示するようにした。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

 2013 年度からは学部のシラバスと同様に、科目ごとに到達目標や授業計画を示すことに

しており、同時に年間 30回分の授業計画を記載している。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

2013 年度からは学部のシラバスと同様に、科目ごとに到達目標や授業計画を示すことに

しており、さらに年間 30回分の授業計画を掲載し、シラバスの充実を図っている。 

 

 

（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか。（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか。（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか。（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか。    
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＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞ 

本学における単位認定と成績評価の仕組みは、年度初めに配布される履修要綱内、「単位

の修得」および「成績評価」の項に記載されている【根拠：4‐3‐9 (既出 4-2-8,10,11,12&18)

各学部履修要綱】。 

 2012 年度、本学は GPA 制度の導入に伴い、それまでの成績評価の基準（学部）について

改め、学則第 17 条に「試験の成績は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５級に分かち、Ｓ・Ａ・Ｂ・

Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする」とした。Ｓは 90 点以上 100 点まで、Ａは 80 点以上 89

点まで、Ｂは 70点以上 79点まで、Ｃは 60 点以上 69点まで、Ｄは 59 点以下と定めている。    

なお成績表上、授業に３分の２以上の出席をしなかった場合や、定期試験を受験しなかっ

たなどについては「評価不能」とし斜線「／」で不合格を表示している。学生は、成績評

価について疑義のある場合、「成績確認願」に必要事項を記入し教務課・学務課に提出する

ことにより質問をすることができる【根拠：4‐3‐10 成績確認願】。 

編転入者の既修得単位は一括認定を基本にしているが、必修科目や専門科目については

科目内容を吟味し、単位認定が可能かどうかを学科単位で判断している【根拠：4‐3‐11 

編入学者の単位認定の取扱いについて】。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

学部の成績評価および単位認定は、学則第 17 条にしたがい、各教員は厳正な試験（もし

くはそれに準ずる評価）によって学生の授業理解度を評価し、単位認定を行っている。 

また既修得単位認定については、既修得単位の科目の専門に近い教員が、その単位科目

の内容評価を精査したうえで認定可能な場合、本学部の教授会に諮り、了承されたものに

ついて単位認定が行われ、厳正な審査に基づき、適切に行われている。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

単位制度の趣旨の中で、特に重要なのは学生の自習時間の確保(および、それに向けた教

員側の働きかけ)である。この点について、社会学部では、演習・実習系の科目を中心に多

くの科目において、課外に取り組むべき課題の提示や実習等への準備作業の指導という形

で、学生の自習や主体的な学習を促している。 

資格取得に伴う単位認定に関しては、留学生対象のものも含め 36 種類以上に及ぶ資格・

検定試験に対して単位認定を行い、そのための学習を積極的に促してきた。中でも、漢字

検定、英語・日本語関連の検定試験に関する認定は特に件数が多い。しかし、資格取得に

よる単位認定の事例は、全体的に見ればそれほど多くないのが現状である。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

 成績の評価やそれに基づく単位の認定は、本学学則第 17条の成績評価基準に基づき厳正

に行われている。成績の教員毎の評価方法については、シラバスに公開されており、また、

第 1 回目の講義の中で学生に知らされるようになっている。なお、卒業研究（卒論）の成

績は、卒業論文の内容と 12 月に実施される卒論発表の出来の両面で評価することとしてい

る。卒論発表会には学部の全教員が参加し、学生あたり 3～4 名の教員が発表に対するコメ

ントを述べ、その結果を論文の指導教員へ伝える。最終的に論文指導教員が成績を付ける
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こととしている。なお、提出された全ての卒業論文や論文要旨は学内 LAN 上で教員が閲覧

出来るシステムを整備済みである。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

他の学部と同様に、法学部の成績評価および単位認定は、学則第 17条に従い、各教員は

厳正な試験（もしくはそれに準ずる評価）によって学生の授業理解度を評価し、単位認定

を行っている。 

資格・検定試験については以下の通りである。「法学検定試験」に関しては、毎年多数の

合格者を出し、単位認定をしている。資格試験（行政書士、司法書士、社会保険労務士等）

に関しては、それほど合格者は多くない。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

スポーツ健康科学部は、保健体育科教員やスポーツ指導者、アスレティック・トレーナ

ーなど、専門的知識を要する人材の輩出に努めている。このようなことから、成績評価並

びに単位認定については学則 17 条に従い、厳格に行っている。授業形態は、講義、実技、

実習と様々である。このようなことを考慮しながら、学則に従い、知識の修得、技能の修

得並びに授業への意欲等、総合的な観点から成績評価を行い、単位の認定を実施している。 

既修得単位の認定については，既修得単位科目の専門に近い教員が，その単位科目の内容

評価を精査し、認定可能な場合は本学部の教授会に諮り、了承されたものについて単位認

定が行われている。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

特論、演習及び特別研究の成績は、S（90 点以上）、A（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60

～69 点）、D（59 点以下）の５段階によって評価し、S～Cを合格、Dを不合格としている（た

だし、2012 年度以前入学生については、S<90 点以上>、A<80～89 点>、B<60～79 点>、C<50

～59 点>、D<49 点以下>としている）【根拠：4‐3‐12 (既出 3-7) 大学院研究科規則 （第

4 条）】。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

特論、演習及び特別研究の成績は、S（90 点以上）、A（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60

～69 点）、D（59 点以下）の５段階によって評価し、S～Cを合格、Dを不合格としている（た

だし、2012 年度以前入学生については、S<90 点以上>、A<80～89 点>、B<60～79 点>、C<50

～59 点>、D<49 点以下>としている）【根拠：4‐3‐12 (既出 3-7) 大学院研究科規則 （第

4 条）】。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

特論、演習及び特別研究の成績は、S（90 点以上）、A（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60

～69 点）、D（59 点以下）の５段階によって評価し、S～Cを合格、Dを不合格としている（た

だし、2012 年度以前入学生については、S<90 点以上>、A<80～89 点>、B<60～79 点>、C<50

～59 点>、D<49 点以下>としている）【根拠：4‐3‐12 (既出 3-7) 大学院研究科規則 （第
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4 条）】。    

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

特論、演習及び特別研究の成績は、S（90 点以上）、A（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60

～69 点）、D（59 点以下）の５段階によって評価し、S～Cを合格、Dを不合格としている（た

だし、2012 年度以前入学生については、S<90 点以上>、A<80～89 点>、B<60～79 点>、C<50

～59 点>、D<49 点以下>としている）【根拠：4‐3‐12 (既出 3-7) 大学院研究科規則 （第

4 条）】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

特論、演習及び特別研究の成績は、S（90 点以上）、A（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60

～69 点）、D（59 点以下）の５段階によって評価し、S～Cを合格、Dを不合格としている（た

だし、2012 年度以前入学生については、S<90 点以上>、A<80～89 点>、B<60～79 点>、C<50

～59 点>、D<49 点以下>としている）【根拠：4‐3‐12 (既出 3-7) 大学院研究科規則 （第

4 条）】。 

 

 

（４）教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改（４）教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改（４）教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改（４）教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改

善に結びつけているか。善に結びつけているか。善に結びつけているか。善に結びつけているか。    

    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞ 

 本学では、学期末に FD委員会によって実施される「授業アンケート」により、教育効果

の定期的な検証を行っている。授業アンケートの結果は、大学全体および学部別集計とし

て大学ホームページに公開されている【根拠：4‐3‐13 (既出 4-3-8) 2012 年度授業アン

ケート集計結果（春学期・秋学期）】。また、FD 研修会において、定期的に体験型授業、プ

ロジェクト型授業や授業ポート・フォリオなどの教育内容・教育方法の改善や特徴のある

教育の実績報告が行われている。さらに年度末には、各学科成績上位 30名の履修状況と成

績状況分析から学科ごとに教育課程・内容・方法の改善への提言がなされている【根拠：4‐

3‐14 2012 年度 FD 研修会資料】。 

なお FD 委員会の提言に基づいて、GPA を教育成果の測定指標として活用するため、2013

年度より学則上の成績評価基準を改め、GPA 使用の範囲を広げる方向性（転学科、転学部な

どの際の判断基準とする）を模索している【根拠：4‐3‐15 GPA 制度の改正とそれに伴う

成績評価変更のご案内】。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

 経済学部では、先述の通り、FD活動の一環として経済学部 FD委員が主催して専任教員対

象に経済学部の教育の現状と問題点についての意見交換を行い、それが後の新カリキュラ

ム作成における有益な共通認識となっている。また、各分科会では、その共通認識をベー

スに教育内容の検討や方法のあり方まで議論されている。たとえば経営学科では、これま

で統一されていなかった１年次の必修科目の教育内容を個々の教員に任せるのではなく、
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経営学科として統一した内容にすることが検討されている。また１、２年次の基礎演習の

担当は経済学科では２年次を、経営学科では１年次のすべてのクラスを専任教員が担当し、

個々の教員の裁量に任せる部分や学科で統一したフォーマットを用いる部分に分けて教育

内容・方向を構成するなどの改善に結びついている。 

ただし、それが経済学部の教育成果の定期的な検証にまではつながっているとはいえず、

今後は、こうした検証、改善のサイクルをフォーマルな組織体制の中に組み込むことが必

要となっている。また全学で実施される学生の授業アンケート調査の結果も各教員にフィ

ードバックされ、個々に必要に応じて教育内容・方法が改善されているにとどまっている

ことから、この情報についても教育課程、内容および方法の改善に結びつくような組織だ

った取り組みが必要とされる。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

成績上位の学生について、社会学科に関する分析（2012 年 2月 FD 研修会報告【根拠：4‐

3‐14 2012 年度 FD 研修会資料】）では、上位の学生はおおむね学科が意図するような形

での履修を行っていたものの、実習科目の履修者が少なめであったことが指摘されている。

国際観光学科に関する分析では、①英語をはじめとする外国語科目について、基礎的レベ

ルにとどまらずに、実践的な運用能力を保証する発展的なレベルの履修への指導強化、②

課程表に示された複数のカテゴリーにわたるバランスの良い履修への指導強化、が課題と

して挙げられている。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

年２回の「授業評価アンケート」の分析結果が科目別に担当教員に提示されるため、授

業改善の機会が与えられる。加えて、学部長へ配布される全教員分の授業アンケート結果

については、学部長がチェックを行い所属教員についての改善要否を確認するようにして

いる。本学部の特色である産学連携科目に関する教育については、個々の客員講師の授業

に対する学生の意見・感想と上記の授業アンケートとは別に年 2 回実施している学生アン

ケートの結果とを、ロジスティクス産学連携コンソーシアム（注：2010 年度に構築）の委

員会（年 2 回開催）にも提出し、外部委員との間で問題点を共有するとともに授業の改善

に向けた意見交換を行っている【根拠：4‐3‐16 産学連携コンソーシアムの実施状況】。

同様に、2013 年度より、実践講座に協力いただいている 70～80 名の企業講師間での情報共

有や教育の充実に向け、2013 年度より新たにニュースレターの発行を開始した【根拠：4‐

3‐17 ニュースレターについて】。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

各学期に、開設されているすべての科目を対象として授業アンケートを実施している。

各教員は授業アンケートをもとに個々の授業科目についてその実施方法につき検証を行い、

改善を図っている。あわせて、特に改善を要すると判断される授業については、学部長か

ら改善についての指導、助言が行われる体制をとっている。 

また、本学部では教育課程表の見直しの際に教授会、学科分科会において協議、意見交

換を行い、教員間の共通認識を形成し、新課程表作成に反映させている【根拠：4‐3‐18 
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教授会議事録（第 122 回・第 130 回）】。 

のみならず、演習担当教員を中心とする学部教員間で顕著に活躍している学生や修学上

特に配慮を要すると考えられる学生について、指導上有益な情報を交換する会合を実施し、

個々の学生に対する密度の高い指導を実現できるよう努めている。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 スポーツ健康科学部では、保健体育科教員やスポーツ指導者、アスレティック・トレー

ナーなど学校教育現場ならびにスポーツ現場で活躍できる人材の輩出に努めている。この

ようなことから、学部独自にスポーツ健康科学部専任教員で構成する職域ごとのワーキン

グ・グループを設け、学部での教育成果の検証を行い、教育内容・方法の改善に努めてい

る。また、これら教育内容・方法等の改善策は、年度初めに実施している非常勤講師をま

じえた教員説明会においてその内容を提示し、学部教育に携わるすべての教員に対して、

教育の方向性について共有認識を図るように努めている【根拠：4‐3‐19 (既出 1-19) ス

ポーツ健康科学部ＦＤ研修会報告書】。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 本研究科では 2005 年 11 月に設置された「自己点検・評価実施委員会」のもとで、本学

研究科長のリーダーシップのもと教務担当運営委員や入試担当運営委員、そして各大学院

担当教員が参加し、今後の自己点検にかかわる作業と評価を遂行している。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

本研究科では 2005 年 11 月に設置された「自己点検・評価実施委員会」のもとで、本学

研究科長のリーダーシップのもと教務担当運営委員や入試担当運営委員、そして各大学院

担当教員が参加し、今後の自己点検にかかわる作業と評価を遂行している。これまで指摘

した「早期からの３人指導体制」や「IT のグループウエア」の利用はその成果でもある 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

本研究科では 2005 年 11 月に設置された「自己点検・評価実施委員会」のもとで、本学

研究科長のリーダーシップのもと教務担当運営委員や入試担当運営委員、そして各大学院

担当教員が参加し、今後の自己点検にかかわる作業と評価を遂行している。 

また、産学連携による「ロジスティクス実践特論」については、業界団体、企業、教員

で構成されているロジスティクス産学連携コンソーシアムにおいて、その内容、教育方法

について、定期的に検討され、改善されている。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

本研究科では 2005 年 11 月に設置された「自己点検・評価実施委員会」のもとで、本学

研究科長のリーダーシップのもと教務担当運営委員や入試担当運営委員、そして各大学院

担当教員が参加し、今後の自己点検にかかわる作業と評価を遂行している。 

FD 活動は運営委員会が中心となって適宜おこなっている。2012 年度には著作権の最近の

動向に関する研究会を兼ねた研究科独自の FD 研修会を実施し、修士論文の指導に役立てて
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いる【根拠：4‐3‐20 (既出 4-1-20) 法学研究科 FD資料】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

本研究科では 2005 年 11 月に設置された「自己点検・評価実施委員会」のもとで、本学

研究科長のリーダーシップのもと教務担当運営委員や入試担当運営委員、そして各大学院

担当教員が参加し、今後の自己点検にかかわる作業と評価を遂行している。 

FD の実施については、大学全体として年 2 回の全学 FD研修会、学部においても年 2 回の

学部 FD 研修会、研究科においては 2012 年度より年 3 回を予定して研究科 FD 研修会を開催

し、研究科を担当する教員はこの全ての FDに関する研修会に積極的に参加し、FD の理念と

方法について共通認識を持つよう努めている。研究科における FD 研修会の内容は、大学院

における FD の理念と方法、本研究科開設の理念と経緯、ディプロマ・ポリシー・カリキュ

ラム・ポリシー、著作権問題などについてであり教員の資質の向上を図るために有効なも

のとなっている【根拠：4‐3‐21 スポ健 FD 研究科委員会の資料】。 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価    

●基準４‐３の充足状況●基準４‐３の充足状況●基準４‐３の充足状況●基準４‐３の充足状況    

本学では、教育課程の編成・実施の方針に基づき、各学部でカリキュラム・マップを作

成し、またそれぞれの学部で履修モデルも作成して、学生の修学効果を高めるように工夫

している。授業の形態も、本学の教育の理念（少人数教育・実学主義・リベラルアーツの

重視）に沿って、おおむね適正に編成されている。 

シラバスは学部、大学院どちらでも作成されている。しかし、シラバスの記載内容につ

いては、相変わらず一部で不十分な部分も散見される。 

成績評価と単位の認定は、厳格な基準に基づいて適正に行われており、GPA 制度の導入も

本格化している。総じて基準４の充足状況は良好といえる。 

 

    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 本学では、教育内容・方法・成果の点検・評価の数値的評価として学生よる「授業アン

ケート」結果を活用している。それは、大学全体および学部別集計として大学ホームペ

ージに公開されている【根拠：4‐3‐13 (既出 4-3-8) 2012 年度授業アンケート集計結

果（春学期・秋学期）】。また、個々の講義担当者に本人の担当科目の数値が平均値とと

もに知らされ、教員個々の授業改善に役立っている。 

・ 「授業アンケート」結果については教員個々のものは学期末に、全体像の分析は数年お

きに詳細な分析が行われ、FD 研修会での議題とされてきた【根拠：4‐3‐14 2012 年度 

FD 研修会資料】 

・FD 研修会において、教育内容・教育方法の改善や特徴のある教育の実績報告が行われて

いる【根拠：4‐3‐14 2012 年度 FD 研修会資料】。 
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＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

・ 教育理念に基づくカリキュラム編成はできているが、大学全入時代になったことにより、

本学部には基礎学力の高いものから低いものまで、幅広い学生が同時に在籍するように

なった。そこで、従来の画一的な授業運営を改め、１、２年次の演習（ゼミ）における

専任教員の担当比率を高め、学生一人一人の個性を尊重しながら、学生の抱える問題を

早期に把握できる体制づくりに努めている。 

・ 経営学科では FD 活動を通じて学生との双方向授業の充実のために、東証マザーズの情

報を利用した双方向・対話型授業教材を開発し、１，２年次の演習（ゼミ）にて活用が

始まりつつある【根拠：4‐3‐22 企業研究ゲームマザーズ手引】。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・・・・産学連携科目に関しては、学部独自の授業評価およびその分析を行っている。そこで、

授業内容の検証、改善が適切に行われている【根拠：4‐3‐16 産学連携コンソーシアム

の実施状況】。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ 教員間においてその指導する学生についての情報を交換する会合では、従来断片的にし

か伝わらなかった個々の学生の授業における受講態度や活躍の状況について、教員が一

堂に会して情報を交換することにより、個々の学生について多面的な情報を得ることが

でき、優秀な学生の能力をより一層伸ばすことや、修学上配慮の必要と考えられる学生

に対する指導の在り方について、組織的に検討する機会を得ることができた【根拠：4‐

3‐23 意見交換会】。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・ 一部講義科目および演習において、Facebook のグループ機能を活用することで、情報共

有や意見交換が活発になるとともに、よりきめ細かな論文指導が行われるようになって

いる。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 「早期からの３人指導体制」や「IT のグループウエア」の利用などの新たな試みは 2012

年度から始まり、適切な指導方法が採用されている。 

    

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

・ 研究科独自の FD 研修会で著作権問題を取り上げ、修士論文の指導において盗用・剽窃

の禁止を徹底している。 

    

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 研究科における FD研修会の内容は、大学院における FDの理念と方法、本研究科開設の

理念と経緯、ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー、著作権問題などについ

てであり教員の資質の向上を図るために有効なものとなっている。 
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②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞ 

・ FD 研修会において定期的に教育内容・教育方法の改善や特徴のある教育の実績報告が

行われているが、これらの教育方法および成果が大学全体へ充分には普及していない。 

・ 授業アンケートの結果が各講義担当者に通知され、個々の授業改善に役立っているが、

授業改善やその実施は個々の教員に任されている。 

・ GPA の本格導入は 2013 年度からであり、いまだ GPA の活用が十分ではない。 

・ 資格取得支援を中心とした多くの課外講座が開設されて成果を挙げている。その一方で、

その成果や、学士課程との整合性、就職支援への有効性などの検証は十分といえず、改

善を定期的に実施する統合的な仕組みが組織化されていない。また、取得資格の単位認

定基準の定期的な見直しも必要である。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ シラバスの項目内容（参考文献、成績評価）の記載方法に検討の余地がある。 

・ チーム・ティーチングのための科目の検討が十分ではない。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 修士課程に関しては、「早期からの３人指導体制」や「ITのグループウエア」の利用な

ど、幾つかの試みが行われており、その成果が期待されるが、博士課程に関しては今

後の早急な検討事項である。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・ 本研究科の教育対象領域の最新欧文文献を解読する能力が大学院生に求められる。英

語に堪能な留学生も居る反面、それらに慣れていない学生もいる。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 修士課程における教育指導の最大の目標は、完成度の高い論文の作成にある。指導教

員による「演習」及び「研究指導」はもとより、その他の授業科目においても、各学

生の論文のテーマに沿った内容を考慮しながら授業を展開する必要がある。 

 

 

３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 授業アンケートおよび GPA の活用を推進する。 

・ FD 研修会をさらに充実させ、個々の教員の授業改善に役立てる。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    
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・ １・２年次の演習における専任教員比率を維持する。 

・ 経営学科においては、双方向授業を促進する授業モデルの検討を進める。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ 産学連携科目については、ロジスティクス産学連携コンソーシアムの場を利用し、教

育のさらなる充実に向けて取り組みを継続していく。    

    

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ 教員間の情報交換会合をより充実することを通じて、きめ細かい学生教育の実現に努

める。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・Facebook 等の sns の活用を今後も進めてゆく。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

適切な指導方法のさらなる検討を今後も実施していく。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

・今後も FD 研修会を通して、指導上の問題の解決に努める。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・研究科における FD 研修会を今後も発展的に継続していく。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 授業アンケートの活用方法を検討する。 

・ GPA による教育内容・教育方法の改善効果の測定や分析、教育内容・教育方法へのフィ

ードバックなどによる積極的な GPA の活用を検討していく。 

・ 全学の FD 委員会を中心にして、他者の検証や評価が可能な形での PDCA サイクルシス

テムを確立する。 

・ 就職支援センターと教務部門が連携した検証機関を設立することが望まれる。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 教育内容を充実させ、シラバスと授業との整合性を確保するために、各教員のふりか

えり（アンケート等）結果を集計し、学部全体で活用していく。 

・ 関連科目の教員が定期的に情報交換して、科目間の関連を意識した講義を行う。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 博士後期課程においても、修士課程と同様に、研究科全体で適切な履修指導、研究指
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導体制をめざし、その方策を早期に確立する。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・ 欧文文献に慣れていない学生のために、英書購読などの講義の新設を考慮する。 

 

＜スポーツ科学研究科＞＜スポーツ科学研究科＞＜スポーツ科学研究科＞＜スポーツ科学研究科＞    

・ チーム・ティーチングのより一層の活用、効果的なカリキュラムの構成について、研

究科委員会で検討していく。 

 

 

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料    

 

基準 資料の名称 資料番号 

４．教育内

容・方法・成

果 

（３）教育方法 

教務委員会資料 

 

シラバス入稿について 

授業用 e-desk 利用方法資料 

特別クラス 

スポーツ健康科学部 FD 研修会報告書 

 

シラバス入稿のお願い 

大学院履修要綱 

 

2012 年度 春学期・秋学期授業アンケート 

全学集計表 

各学部履修要綱（経済学部・社会学部・流

通情報学部・法学部・ス

ポーツ健康科学部） 

 

 

 

成績確認願 

編入学者の単位認定の取扱いについて 

大学院研究科規則 

 

2012 年度授業アンケート集計結果(春学

期・秋学期) 

2012 年度 FD 研修会資料 

GPA 制度の改正とそれに伴う成績評価変更

 

4‐3‐1 

（既出 4‐1‐11） 

4‐3‐2 

4‐3‐3 

4‐3‐4 

4‐3‐5 

（既出 1‐19） 

4‐3‐6 

4‐3‐7（別冊 3） 

（既出 1‐7）  

4‐3‐8 

 

4‐3‐9 

（既出 4‐2‐8、

4‐2‐10、 

4‐2‐11、 

4‐2‐12、 

4‐2‐18） 

4‐3‐10 

4‐3‐11 

4‐3‐12 

（既出 3‐7） 

4-3-13 

(既出 4-3-8) 

4‐3‐14 

4‐3‐15 
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のご案内 

産学連携コンソーシアムの実施状況 

 

ニュースレターについて 

教授会議事録（第 122 回・第 130 回） 

スポーツ健康科学部 FD委員会報告書 

法学研究科 FD資料 

 

スポ健 FD 研究科委員会の資料 

企業研究ゲームマザーズ手引 

意見交換会 

授業時間割（各学部） 

 

 

4‐3‐16  

（既出 1‐5） 

4‐3‐17 

4‐3‐18 

4-3-19 

4‐3‐20 

（既出 4‐1‐20） 

4－3－21 

4‐3‐22 

4‐3‐23 

4‐3‐24 

（別冊 9） 
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Ⅳ－４．教育内容・方法・成果（成果）Ⅳ－４．教育内容・方法・成果（成果）Ⅳ－４．教育内容・方法・成果（成果）Ⅳ－４．教育内容・方法・成果（成果）    

    

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明        

（１）教育目標に沿った成果が上がっているか。（１）教育目標に沿った成果が上がっているか。（１）教育目標に沿った成果が上がっているか。（１）教育目標に沿った成果が上がっているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞ 

前項で述べたように、学生の学修成果を測定するための評価指標として GPA を本格的に

導入する時期に来ている。その準備段階として旧来のもの（評定平均値）を、その厳密性、

使用目的の汎用性からみて、国際水準の GPA に改める必要性に迫られた。2013 年度入学生

以降を対象に GPA を使用し目的の妥当性を吟味した上で、その使用範囲を拡大していく予

定である【根拠：4‐4‐1（既出 4-3-15）, GPA 制度の改正とそれに伴う成績評価変更のご

案内】。 

学生の自己評価については、2011 年度から念頭に学年末に卒業予定者全員を対象に、デ

ィプロマ・ポリシーの達成度についてアンケート調査を実施し、経年変化を検討している。 

なお、2012 年度の学科ごとの結果は以下のとおりである。入学定員に対する有効回答の

割合は、平均して 50％前後であった。また、質問内容および質問数は各学科で異なってい

るが、それぞれのディプロマ・ポリシーを達成できたと回答した学生は、各学部において

おおよそ 50％を超えていた【根拠：4‐4‐2, 2012 年度ディプロマ・ポリシーについての

アンケート】。 

 

 

 

卒業生に対する同様の調査を現在は予定していないが、校友会（各県の支部総会が年 1

回、卒業期を定めてのホームカミング・デイが年 1 回）、複数の卒業生を講師に招いての就

職準備講座などで卒業生からの自己評価も含めての種々の提案が生かされる場が既に構築

されている。 
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教職課程では、2008 年度は中学校・高等学校免許状取得者数が 31名であったものが、2009

年度にスポーツ健康科学部が完成年度を迎えて保健体育の免許状取得者が増加したことに

より、2009 年度には 115 名と大きく増加している。また、教員免許状取得者に対する教職

従事者数である教職従事率も、2008 年度は 6.5%であったが、2012 年度には 30.2％に増加

している【根拠：4‐4‐3 教育職員一種免許状取得者（教職従事者）】。 

卒業と同時に取得できる資格である日本赤十字社救急法救急員の 2012 年度取得者は 119

名、健康運動実践指導者は 6 名、保育士 7 名であった。2012 年度の課外講座における主な

検定試験の合格率は、行政職講座 42.9%、簿記検定試験講座 28.6%、 TOEIC24.6%販売士検

定 18.2%などとなっている。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

 2012 および 2013 年度の授業アンケート結果からは、両年度ともに学生の「全体として学

習に満足した」という設問に対する回答をみると、「どちらかといえばそう思う」「そう思

う」とポジティブに回答した学生は両学科ともに 60％弱にとどまる。逆にどちらかといえ

ば「そう思わない」と回答した学生が約１割存在していた。こうした傾向は経年的に改善

されているとはいえない。確かに学生の基礎学力にバラツキがあり、ある特定の学生を対

象として授業を行うと、対象から外れた学生の満足度が低下するなどの難しさはあるが、

授業の質を落とさずにかつ学生の満足度高める方策を検討していく必要があろう【根拠：

4‐4‐4 授業用アンケート結果報告 2011-2012,p24、同 2012-2013,p26】。 

 また 2012 年度卒業者の進路について、経済学科、経営学科について就職希望者はそれぞ

れ 158 人、120 人であり、そのうち就職決定者はそれぞれ 151 人（就職率 95.6％）、114 人

（同、95.0％）である。このことは、就職環境が著しく困難な状況において評価してもよ

い【根拠：4‐4‐5 主な就職先最新データ 2012 年度（各学部）入試 HP】。 

 ディプロマ・ポリシーについてのアンケート結果（2012）は、入学定員に対する有効回

答の割合が、経済学科 46.8％、経営学科 67.3％であった。各目標の内容は学科ごとに異な

っているが、その達成度について、身についたと回答した学生は経済学科 64.1％、経営学

科 67.7％であり、身につかなかったと回答した学生は経済学科 10.3％、経営学科 10.2％で

あった。ディプロマ・ポリシーを概ね達成できたという結果であった（表１参照）。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

2012 年度に 4 年生に対して実施したディプロマ・アンケートでは、両学科について、次

のような結果が確認できている【根拠：4‐4‐6 社会学科ディプロマ・アンケートの集約

結果】。社会学科に関して、「①実学主義」、「②教養教育」、「④キャリア教育」、「⑤実践主

義」、および「⑥少人数教育」について身についたかを問う設問について、「充分身につい

た」と「まあまあ身についたと」の回答を合わせると、56.3％～73.1％と過半数を超える

肯定的な回答が確認できている。国際観光学科に関して、「②語学力」、および「④対応力」

について肯定的な回答が 31.0％、47.1%と低いものの、「①観光学および社会学的視点から

の基礎的理解」「③体験学習を通した観光実務や情報処理の能力」「⑤ホスピタリティ・マ

インド」については 51.7％～80.5％と過半数を超える肯定的な回答が確認できている。国

際観光学科のアンケート結果における肯定的回答が低かった「語学力」については、2013
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年度のカリキュラム改訂で学科独自の英語教育方針を打ち出しており、学生の自己評価の

向上に向けた取り組みを、学科、学部として継続していく。 

社会学部では上記以外に、学部における勉学の総仕上げとして、卒業論文の発表会を継

続的に開催し、論文の内容について最終的な確認を行うとともに、その成果を要旨集とし

て編集・配布している。また、現在、論文における優秀者を選び表彰する制度を準備して

いるところである。 

また、2009 年度以降、さまざまな講義における、学生からの受講感想を入試の広報を兼

ねて HP で公開している【根拠：4‐4‐7 入試 HP「知らないこと」の社会への影響を考え

る 観光研修レポート】。 

社会学部の就職状況については、本学の他学部同様、卸売・小売業が全体の約 4 割と多

数を占めるものの、飲食・宿泊を含めたサービス業が 16.9%、医療・福祉関係が 7.7%など

（いずれも 2012 年度の実績）、社会への奉仕やサービスに関する分野に携わる人材の育成

に一定の効果を上げていると言える【根拠：4‐4‐5 主な就職先最新データ 2012 年度（各

学部）入試 HP】。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

 2011 年度からディプロマ・ポリシーの達成度についてのアンケートを、4 年生を対象に

実施している。2012 年度の結果を以下に示す。有効回答率は、入学定員に対する割合とし

ては 46.9％であった。そして、身についたという回答は 58.2％であり、身につかなかった

という回答は 8.7％であった。概ねディプロマ・ポリシーを達成できたと考えられる（表１

参照）。 

就職状況は、2011 年度における本学部の卒業生のうち、進学者数は 13人、就職希望者数

は 88 人であった。就職希望者のうち就職者数は 81 人であり、就職率は 92.0％であった。

主な就職先は、卸売・小売業（全就職者の 35.6％）、運輸業（同 23.3％）、情報通信業（同

8.2％）であり、教育内容に関連した知識を活かせる業種が中心となっている【根拠：4‐4‐

5 主な就職先最新データ 2012 年度】。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

2011 年度からディプロマ・ポリシーの達成度についてのアンケートを、4 年生を対象に

実施している。2012 年度の結果を以下に示す。まず、入学定員に対する有効回答率は、ビ

ジネス法学科で 19.0％、自治法学科で 30.0％であった。その上で、身についたという回答

は、ビジネス法学科で 61.4％、自治法学科で 43.3％であり、身につかなかったという回答

は、ビジネス法学科、7.0％、自治法学科、11.1％であった。回収率が他学科に比べて 低

かった(表１参照）。 

ここ数年来取り組んできたキャリア教育の充実の成果として、毎年、一定の割合の学生

（特に１、２年生）は法学検定試験を受験するようになっている【根拠 4‐4‐8（既出 4‐

2‐21）, 法学検定 】。また、宅地建物取引主任者、行政書士などの資格試験の受験者も

増え、合格者も毎年出ている。こうしたことから、学生の勉学意欲の向上、キャリア意識

の向上を見て取ることができる。 
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＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 2011 年度からディプロマ・ポリシーの達成度についてのアンケートを、4 年生を対象に

実施している。2012 年度の結果を以下に示す。まず、入学定員に対する有効回答率は、40.0％

であった。その上で、身についたという回答は 73.3％であり、身につかなかったという回

答は 3.3％であった。回答結果は、ディプロマ・ポリシーを達成できたことを示しているが、

有効回答率が他学科と比べてやや低かった（表１参照）。 

本学部では、教育目標である「人間力」と「生命の尊厳」を柱として人材を育成するた

めに、具体的に「見る力、察知する力、伝える力、決断する力、全力を出し切る力、省み

る力」の習得を目指している。そこでこの教育目標を達成する手段の一つに 1 年次必修科

目「海浜実習」を配置しており、「海浜実習」後に行ったアンケート調査より、特に「伝え

る力」と「省みる力」が実習前より高まったという結果が確認できた【根拠 4‐4‐9（既出

4-2-23）, 海浜実習報告書（3－5頁）】。 

2012 年度卒業生の主な就職先は、卸売業・小売業（22.7％）が最も多く、次いで教育・

学習支援業（13.4％）である。この中には都道府県教員も含まれ、2012 年度は 2 名（既卒

者）が教員採用試験に合格し、採用となったほか、19 名が臨時的任用教員として採用され

た。その他、スポーツクラブを含むサービス業（9.9％）、警察官などを含む公務員（8.1％）

など、学部教育を基礎とした進路についていることがうかがえ、学部教育が一定の成果を

上げているといえる【根拠：4‐4‐5 主な就職先最新データ 2012 年度】。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 本研究科の学位授与者数を見ると、修士課程開設以降はほぼ 10 人前後の修了者を輩出し

ていたが、ここ数年は一けた台となっている。同じく、博士後期課程では、第 14 回（2009

年）まではほぼ毎年博士の学位授与者を輩出していたが、それ以降は学授与対象者がいな

い【根拠：4‐4‐10 大学院学位授与者数の推移】。 

 なお、2009 年度から 2011 年度までの 3 年間の修了者 14 名中 4 名が就職したことを把握

しているが、留学生が多数を占めるため、全体を把握することが難しい。 

また、修士課程入学生のほとんどが 2 年または 3 年で修士課程を修了しており、その意

味では本研究科の教育成果は確実に一定の成果をあげている。しかし、本研究科の修士課

程が定めている「①内外の大学、および高度の専門知識を必要とする国や民間の研究所等

における研究者、②政府や地方自治体、官民諸団体の企画及び調整部門で活躍する政策立

案者、③広い視野から科学的な判断を下しつつ、高度な経営戦略を立てることのできる、

新しいタイプの経営者ないしは中間管理者等の育成」という教育目標に照らすと、昨今の

厳しい就職環境から、身に付けた専門性を十分に発揮できる進路に就職できない者も少な

からず存在しているのも事実である。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

社会学研究科（修士課程）も、経済学研究科（修士課程）と同様な傾向で、近年修了者

の数が減少している。博士後期課程についても、同様で 2011 年度に 2 名の修了者を輩出し

て以降は、対象者が出ていない【根拠：4‐4‐10 大学院学位授与者数の推移】。 

就職状況に関しては、本研究科の入学生の特徴にみられるように、留学生が多く、そし



131 

 

てその多くは社会福祉系や観光系を志望している。前者の修了生は本国に帰国し、地元の

官公庁に就職したり、老人ホームなどの福祉施設の建設を構想したり、さらには在宅福祉

サービスを起業したりする者も表れてきている。後者の修了生は、国内の観光業に勤める

者も出てきている。昨今の国内外の就職状況が厳しいにもかかわらず、約 6 割前後の修了

生が学んだものを実社会に生かしている。 

 しかしながら、このような状況下のなかでも修了生の就職状況をみると、本研究科の成

果も確実に上がってきているものと思われ、研究科の目標も達成されつつある。 

 他方、博士課程においては「①官民諸団体の調査・開発・企画・調整などを担当するテ

クノクラート、②大学その他教育・研究機関における研究者。」という目標を掲げ人材を養

成しているが、過去５年間で（2009 年～2013 年）7 名の入学者があり、博士号の学位を授

与された者は 3 名の留学生で、すべて帰国し目下就職活動を展開している。よって、その

成果となると十分に把握できる状況には至っていない。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

    物流情報学研究科（修士課程）においては、完成年度以降、適切な指導によりほぼ毎年

15 名以上の修了者を出している。博士後期課程においては、完成年度から 10 年を経ても 3

名の修了者を出すに留まっている【根拠：4‐4‐10 大学院学位授与者数の推移】。 

 本研究科の修士課程においては「①企業の物流部門などにおいて物流システムの企画・

開発・運営・管理などを行う専門家、②国際物流企業において国際物流システムの合理化、

効率化のための企画・開発を行う専門家、③政府、地方公共団体、民間シンクタンク等で、

物流政策の策定及び物流情報の管理・運営･調査などを行う研究者、④各種の教育機関にお

いて物流情報に関する教育研究に携わる教育・研究者」という教育目標を定めている。本

研究科では、留学生が多数を占めるため、卒業後の進路は日本での就職か帰国後現地就職

かのどちらかになる。物流企業、あるいはメーカー、卸売、小売企業等のロジスティクス

部門で重要な業務に就いている者が多数いる。また、日本あるいは帰国後現地の大学で教

育・研究者となっている者も多数いる。このように、修了生の就職状況をみると、本研究

科の成果も確実に上がってきているものと思われ、研究科の目標も達成されつつある。 

他方、博士課程においては、修了者が少なく、十分な成果を確認できる状況になってい

ない。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

 法学研究科（修士課程）においては、当初は予定通りの修了者を出していたが、その後

修了者が減少している【根拠：4‐4‐10 大学院学位授与者数の推移】。 

本研究科の入学者の過半が留学生であるため、修了後の進路は日本での就職か帰国した

後に現地で就職するかのどちらかになる。これまでの修了生には、国内の企業や貿易関連

業界に就職した者もいる。また、帰国し、母国で活躍している者もいる。日本人の場合は、

修士論文のテーマに関連した企業に就職する者も少なくない。以上のような結果から、本

研究科の教育成果は確実に一定の成果をあげていると言えよう。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    
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授業科目については、担当教員が受講者に適宜、課題を与えてレポートを提出させると

ともに、授業の中で発表をさせて理解の状況について把握し、それらをもって学習成果を

各担当教員が適宜判断している。演習においては、各院生の研究テーマに沿った先行研究

に関する文献や調査データ、資料の収集などを指導し、論文作成のための研究の進捗状況

について常に把握に努め、それらによって研究指導の効果を各指導教員が判断している。 

修士論文に作成に当たっては、１年次の１月及び２年次の７月での「中間発表会」での

大学院学生相互及び複数の教員による評価・指摘を受け、論文内容の改善などを求めるシ

ステムを制度化し、学習成果を確認している。大学院の教育・研究指導においては、論文

評価こそその成果を測るための最も重要な手段であり、本研究科では一つの修士論文に対

する審査は３名（主任審査委員１名、審査委員２名）の教員よって行い、評価の客観性を

担保している。 

また、スポーツ健康科学研究科は、2012 年に 8 名、2013 年に 11 名の修了者を輩出し、

順調に教育目標に沿った成果を上げている【根拠：4‐4‐10 大学院学位授与者数の推移】。

なおそのうち 1名が大学の教員となっている。 

 

 

（２）学位授与（卒業・修了判定）は適切に行われているか。（２）学位授与（卒業・修了判定）は適切に行われているか。（２）学位授与（卒業・修了判定）は適切に行われているか。（２）学位授与（卒業・修了判定）は適切に行われているか。    

 

〈大学全体〉〈大学全体〉〈大学全体〉〈大学全体〉 

学位授与基準は学則第 18条および第 19条に定められている【根拠：4‐4‐11（既出 1-2）, 

学則（3頁）】。それに基づいて、必修科目、選択必修科目、選択科目についての取得すべき

基準数と総単位数 124 単位を上回ることを条件として、個々の単位取得状況が自動処理さ

れ、卒業の可否資料が作られる。この資料が教務委員会でチェックされ、各学部教授会の

協議を経た上で合否が決定される。また、卒業発表後に成績確認願いの制度があり、成績

に関して疑義のある学生はその成績の確認を求めることができ、学生側からのチェックも

できる仕組みとなっている【根拠：4‐4‐12 (既出 4-3-10) 成績確認願】。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

経済学部の学位授与は、学則第 18 条および第 19 条に基づいて、所定単位取得者につい

て教授会での承認を経て学位授与が行われている。また、先述の通り、ディプロマ・ポリ

シー（学位授与の方針）と教育課程表との整合性によって学位授与の適切性が確保されて

いる。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

社会学部の両学科では、本学の他学部・他学科同様、2011 年度にディプロマ・ポリシー

（学位授与の方針）を作成し、本学ホームページを通じ公開している。学位授与手続きの

適切性は、上記ディプロマ・ポリシーと(従来、学位授与の基準としてきた)両学科課程表

の整合性によって確保される。 

社会学部の学位授与は、学則第 18 条および第 19 条に基づいて、所定単位取得者につい

て教授会での承認を経て学位授与が行われている。 
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＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

流通情報学部では、学則第 18 条および第 19 条に基づいて、学士（流通情報学）の学位

を授与している。単位の認定は、教育理念に基づく学位授与の基準（ディプロマ・ポリシ

ー）、それを実現するべく策定されたカリキュラム・ポリシーを体現する教育課程に基づき、

厳正かつ公正な審査を経て行われている。 

さらに卒業認定・学位授与については、上記学則の定める要件に基づき、教授会におけ

る厳正かつ公正な審査を経て、その可否を決している。なお本学部では、所定の単位を取

得したうえで、卒業論文の提出と発表を卒業の条件としている。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

他学部と同様に、本学部の学位授与は、学則第 18条および第 19条に基づいて、学士（法

学）の学位を授与している。単位認定は先述の通り、教育理念から発する学位授与基準（デ

ィプロマ・ポリシー）、カリキュラム・ポリシーを踏まえたうえで編成された教育課程に基

づき、厳正かつ公正な審査を経て行われている。 

さらに卒業認定・学位授与については、上記学則の定める要件に基づき、教授会におけ

る厳正かつ公正な審査を経て、その可否を決している。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 スポーツ健康科学部では、学則に基づく所定の単位を取得し、なおかつ学部が定める学

位授与基準（ディプロマ・ポリシー）に適合する学生に対して、厳正かつ公正な審査のも

と学則第 18 条および第 19 条に基づいて、学士（スポーツ健康科学）の学位を授与してい

る。 

 また、単位認定は、学部理念から発するディプロマ・ポリシー（学位授与の基準）と整

合性をもって策定されたカリキュラム・ポリシーを踏まえたうえで編成された教育課程を

基に、厳正に行われている。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 経済学研究科は、本学「学位規則」に則って学位を授与している。具体的には、修士に

ついては、各論文につき 3 名の審査委員(当該学生の指導教員が主査となり、他に関連専攻

分野の教員 2 名が副査となる)を研究科委員会で指名し、審査委員による論文審査および最

終試験(口頭試問)の結果報告を研究科委員会で審議して、合否の判定をする。  

 博士についても 3名の審査委員を研究科委員会で選定し(指導教員が主査となり、関連専

攻分野の教員 2 名が副査となるが、本学内に適任者がいない場合には他大学の教員に委嘱

する)、審査委員の論文審査および最終試験(口頭試問)の結果報告を研究科委員会で審議、

投票に付し、3 分の 2以上の同意をもって合格候補とする。その上で、全学の大学院委員会

(学長が委員長を兼務)に研究科委員会より報告し、大学院委員会の判定によって学位を付

与する。なお、審査や審査結果の審議の具体的方法は、｢大学院学則｣には記載されていな

いが、毎年度の研究科委員会の議事録によって裏付けられる【根拠：4‐4‐13(既出 1-7: 別

冊 3) 大学院履修要綱（23‐27 頁）学位規則】。 
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＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

社会学研究科は、本学「学位規則」に則って学位を授与している。具体的には、修士に

ついては、各論文につき 3 名の審査委員(当該学生の指導教員が主査となり、他に関連専攻

分野の教員 2 名が副査となる)を研究科委員会で指名し、審査委員による論文審査および最

終試験(口頭試問)の結果報告を研究科委員会で審議して、合否の判定をする。  

 博士についても 3名の審査委員を研究科委員会で選定し(指導教員が主査となり、関連

専攻分野の教員 2 名が副査となるが、本学内に適任者がいない場合には他大学の教員に委

嘱する)、審査委員の論文審査および最終試験(口頭試問)の結果報告を研究科委員会で審議、

投票に付し、3分の 2 以上の同意をもって合格候補とする。その上で、全学の大学院委員会

(学長が委員長を兼務)に研究科委員会より報告し、大学院委員会の判定によって学位を付

与する。なお、審査や審査結果の審議の具体的方法は、｢大学院学則｣には記載されていな

いが、毎年度の研究科委員会の議事録によって裏付けられる【根拠：4‐4‐13 (既出 1-7: 別

冊 3) 大学院履修要綱（23‐27 頁）学位規則】。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

物流情報学研究科は、本学「学位規則」に則って学位を授与している。具体的には、修

士については、各論文につき 3名の審査委員(当該学生の指導教員が主査となり、他に関連

専攻分野の教員 2 名が副査となる)を研究科委員会で指名し、審査委員による論文審査およ

び最終試験(口頭試問)の結果報告を研究科委員会で審議して、合否の判定をする。  

 博士についても 3名の審査委員を研究科委員会で選定し(指導教員が主査となり、関連

専攻分野の教員 2 名が副査となるが、本学内に適任者がいない場合には他大学の教員に委

嘱する)、審査委員の論文審査および最終試験(口頭試問)の結果報告を研究科委員会で審議、

投票に付し、3 分の 2以上の同意をもって合格候補とする。その上で、全学の大学院委員会

(学長が委員長を兼務)に研究科委員会より報告し、大学院委員会の判定によって学位を付

与する。なお、審査や審査結果の審議の具体的方法は、｢大学院学則｣には記載されていな

いが、毎年度の研究科委員会の議事録によって裏付けられる【根拠：4‐4‐13 (既出 1-7: 別

冊 3) 大学院履修要綱（23‐27 頁）学位規則】。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

法学研究科は、本学「学位規則」に則って学位を授与している。具体的には、修士につ

いては、各論文につき 3名の審査委員(当該学生の指導教員が主査となり、他に関連専攻分

野の教員 2名が副査となる)を研究科委員会で指名し、審査委員による論文審査および最終

試験(口頭試問)の結果報告を研究科委員会で審議して、合否の判定をする【根拠：4‐4‐

13 (既出 1-7: 別冊 3) 大学院履修要綱（23‐27 頁）学位規則】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

スポーツ健康科学研究科は、本学「学位規則」に則って学位を授与している。具体的に

は、修士については、各論文につき 3 名の審査委員(当該学生の指導教員が主査となり、他
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に関連専攻分野の教員 2名が副査となる)を研究科委員会で指名し、審査委員による論文審

査および最終試験(口頭試問)の結果報告を研究科委員会で審議して、合否の判定をする【根

拠：4‐4‐13 (既出 1-7: 別冊 3) 大学院履修要綱（23‐27 頁）学位規則】。 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価        

●基準４‐４の充足状況●基準４‐４の充足状況●基準４‐４の充足状況●基準４‐４の充足状況    

学生の学習成果を図るために、本学では卒業生を対象としたディプロマ・アンケートを

実施しているが、その結果はおおむね良好である。ただ就職先の評価、卒業生の自己評価

については、まだ十分な取り組みが行われているとはいえない。 

学位授与の基準、その手続きについては、各学部、研究科で厳正な規定をもうけ、慎重

な審議を経て授与されている。教育目標に沿った成果の測定には、まだ課題が残されてい

るが、学位の授与は適正に行われており、ほぼ基準４－４を充足している。 

 

 

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞ 

・ 4 年生を対象に学年末のゼミにおいて各学部のディプロマ・ポリシーを基にその達成度

のアンケート調査をしている。その結果、約 6 割の学生が、4 年後には各学部の掲げる

教育目標を達成したと感じていることが示されている（表１参照）。 

・ 保健体育の免許状が取得可能になった 2009 年度からは教職従事者数が増加しており、

教員免許状が卒業後の進路に必要な資格取得として位置づけられてきており、2012 年度

の単年では教職従事率が 30％を超えている【根拠：4‐4‐3 教育職員一種免許状取得

者（教職従事者）】。 

・ 全学レベルで資格取得のための課外講座を開設し、学生の学修機会の拡大が図られた

【根拠 4‐4‐14（既出 4‐2－9） 課外講座 2013】。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

・ 2012 年度卒業者の進路について、2011 年度卒業者と比較すると、就職市場の改善の影

響があると思われるが、就職率は 93.7％（就職決定者数：252 名、就職希望者数 269 名）

から 95.3％（就職決定者数：265 名、就職希望者数 278 名）と上昇している。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ ディプロマ・ポリシーに基づき課程表に関する整備を行った。 

・ 勉学の総仕上げとしての卒業論文発表会の継続的実施および要旨集の刊行を行った。 

・ 国際観光学科では、教務課が主導していたゼミ配属の決定を、社会学科に先立ち、2010

年度募集（2011 年度配属）より、学生の意志を尊重しつつ、学科教員間の話し合いによ

ってゼミのメンバーの決定を行っている。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    
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・ 卒業論文を卒業要件とすることにより、大学の学修の総括となっている。就職活動で

忙しい 4 年時においても、学修を継続させることができる。優秀な発表者を表彰する

ようにしており、発表スキルの向上にも努めている。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・ 公開の論文発表会を開催することによって、審査委員以外の教員も含めた研究科委員

会 全メンバーの審査対象論文に対する認識・理解の共通化を図るとともに、翌年度に

論文を作成する学生たちにも審査方針・基準がわかるようにしている。これにより、

学位論文審査における透明性・客観性を担保している。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 修士論文の作成過程においては、修士２年目において論文発表会を２回開催し、審査

対象論文を広く担当教員以外の教員や院生に公開している。また、前述した通り、学

位論文の審査において、指導と審査とを分離し学位授与における透明性や客観性を確

保しようと努めている。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・ 公開の論文発表会を開催することによって、審査委員以外の教員も含めた研究科委員

会 全メンバーの審査対象論文に対する認識・理解の共通化を図るとともに、翌年度に

論文を 作成する学生たちにも審査方針・基準がわかるようにしている。これにより、

学位論文審査における透明性・客観性を担保している。 

 

＜＜＜＜法学研究科法学研究科法学研究科法学研究科＞＞＞＞    

・ 複数回の審査と複数指導体制による指導が、きめ細かい指導と厳格な審査につながって

いると評価できる。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 生涯スポーツや競技スポーツに関わるプロモーション能力を養成するために、共通科

目と専門科目（領域科目）に分けて、実践的能力を幅広く高めるように配慮している

ので、履修が明確になり課題意識をもって講義に取り組むため、学習の成果が顕著に

表れる。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞ 

・ GPA の導入を行っているが、現時点では、平均 GPA 値の経年変化といった GPA を活用し

た教育成果の把握が行われていない。 

・ ディプロマ・ポリシーの達成状況に関するアンケートを実施し分析を行っているが、ア

ンケート結果の公表は行われていない。また、ディプロマ・ポリシーの検証や教育方法・

教育内容の改善へのフィードバックといったPDCAサイクルが必ずしも確立していない。 
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・ 資格取得のための課外講座を開設し、一定の成果を挙げている。しかし、その教育内容

および成果の具体的な検証とフィードバック、さらには就職支援の面からの検証を行う

ことが必要である。 

・ 2012 年度には教職従事率は約 30%に達しているものの、教員免許状の種類では保健体育

取得者に偏る傾向にある。また高等学校の「福祉」や「情報」などは教員取得者数が減

少しており、免許課程の存続を含め検討する必要がある。    

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・留年者に対する学部レベルでの対応と対策が必要である。 

・学生の入学時点から、勉学の目標を明確に持ち続けられるような方策を講じる。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ 卒業論文作成時に、インターネットで入手した情報をコピーする学生が増えている。

厳格な論文作成指導が必要である。 

    

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 現在は学位論文の中間発表及び論文審査会が非公開となっている。透明性と客観性と

いう点において問題があると思われる。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・修士論文の合格要件である資料の活用、データの適切な分析、参考文献の扱い方につい

て、将来的に大学教員に就任する可能性がある学生が在籍していることを考慮すると、

さらに徹底した教育・教授が望まれる。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 学生が学部からの進学者、留学生、社会人のいずれであるかによって、基礎的な知識、

問題意識、語学能力、文章作成能力等、様々な点において差が見られる。 

・ 研究の成果を学会等で発表している院生がいるがその数は十分とはいえない。何らか

の学会等で発表するよう啓発する必要がある。 

 

 

３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 入学時点での新入生へのディプロマ・ポリシーの説明を徹底し、4年間の勉学意欲の向

上につなげる【根拠：4‐4‐15（既出 4－1－7）2013 RKUWEEK 教員用ガイド（実施要領）】。 

・ 保健体育の教職従事率向上のための施策をさらに推し進めるため、担当教員による正

課外の勉強会を行う。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    
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・ 就職支援センターとも共同して、就職率の向上に向けた施策を推し進める。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 従来、2 つの学科の混合であった 1 年ゼミを、2013 年度よりそれぞれの学科単位での

ゼミにした。これにより、今後 1 年次から勉学の目標が明確になることから、学科独

自の学びへの動機づけを高める。 

・ 社会学科でも、国際観光学科と同様、留年者を減らすために 2 年ゼミ・3 年ゼミの配属

を、2013 年度募集（2014 年度配属）より、学生からの志望ゼミ調査結果を尊重しつつ、

単位取得状況も加味して、教員の協議により振分先を決定することにした。これによ

り、成績不良者が一部のゼミに集中することがなくなることで、きめ細かい指導を目

指す。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ 卒業論文の作成を継続的に実施する。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・公開の論文発表会を今後も継続する。 

    

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・2013 年度の博士論文審査では、学外の優れた研究者を審査委員として招き、学位授与の

厳格性・客観性を担保することができたが、今後も継続して実施していく。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・公開の論文発表会を今後も継続する。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

・複数回の審査と複数指導体制を今後も維持していく。 

    

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 2013 年度より論文の抄録をスポーツ健康科学部の研究紀要に掲載し、研究の成果を公

開することとしている。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ GPA の活用を検討する。 

・ ディプロマ・ポリシーを検討するための PDCA サイクルの構築を検討する。 

・ 資格取得のための課外講座の成果について、就職支援の面からの検討を実施する。 

・ 免許課程のあり方（存続を含めて）を検討する。 

 



139 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 留年者に対する対応については、学生部、教育学習支援センターに過度に依存せず、

学部が主体的に対応していく。たとえば、学科単位で成績不振学生の情報を共有し、

早めの対応を検討する機会をもつ。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ 卒業論文作成指導のガイドラインの作成を検討する。 

    

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 学位論文の中間発表および論文審査会を公開することで、審査過程の透明性と客観性

を図りたい。また引き続き指導体制と審査体制を分離するという方式を確認・共有し、

新しい指導・審査体制を確立することで、学位授与における客観性・厳格性・公平性

の確保を図る。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・ 先行研究を十分に踏まえた研究仮説を提示するなど研究者としての基礎的な素養を踏

まえた指導を行なっていく。 

 

＜スポーツ科学研究科＞＜スポーツ科学研究科＞＜スポーツ科学研究科＞＜スポーツ科学研究科＞    

・学部からの進学者、留学生、社会人の学生には様々な能力に差がみられるので、それぞ

れの能力に応じた指導を行う体制を作るべく検討する。 

・研究発表を促進すべく、さまざまな支援を検討する。 

    

 

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料    

 

基準 資料の名称 資料番号 

 （４）成果 

GPA 制度の改正とそれに伴う成績評価変更

のご案内 

2012 年度ディプロマ・ポリシーについての

アンケート 

教育職員一種免許状取得者（教職従事者） 

授業用アンケート結果報告 2011-2012

（p24）、同 2012-2013（p26） 

主な就職先最新データ 2012 年度（各学部） 

社会学科ディプロマ・アンケートの集約結

果 

入試 HP「知らないこと」の社会への影響を

考える（観光研修レポート） 

 

4‐4‐1 

（既出 4-3-15） 

4‐4‐2 

 

4‐4‐3 

4‐4‐4 

 

4‐4‐5 

4‐4‐6 

 

4‐4‐7 
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法学検定 

 

海浜実習報告書 

 

大学院学位授与者数の推移 

学則 

 

成績確認願 

 

大学院履修要綱 

 

課外講座 2013 

 

2013 RKUWEEK 教員用ガイド（実施要領） 

 

4‐4‐8 

（既出 4‐2‐21） 

4‐4‐9 

（既出 4‐2‐23） 

4‐4‐10 

4‐4‐11 

（既出 1‐2） 

4‐4‐12 

（既出 4‐3‐10） 

4‐4‐13 

(既出 1-7 別冊 3） 

4‐4‐14 

（既出 4‐2‐9） 

4‐4‐15 

（既出 4－1－7） 
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Ⅴ．学生の受け入れⅤ．学生の受け入れⅤ．学生の受け入れⅤ．学生の受け入れ    

    

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明    ････    

（１）学生の受け入れ方針を明示しているか。（１）学生の受け入れ方針を明示しているか。（１）学生の受け入れ方針を明示しているか。（１）学生の受け入れ方針を明示しているか。    

    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

 本学は、産業界の広範な支援のもとに設立された、産業連携を出発点とする大学である。

我が国経済の繁栄のみならず福祉の向上と文化の発展にも貢献できる、視野の広い指導的

人材の育成を目的とし、「優秀な産業人は優れた教養人でなければならない」【根拠：5‐1

（既出 1‐5: 別冊 5）点検・評価報告書（2007）12 頁】との信念に基づき、開学以来、実

学主義とリベラルアーツを重視した特色ある教育に取り組んできた。こうした本学の教育

理念は、5 学部 8 学科 5 大学院研究科からなる総合大学に発展した現在でも一貫しており、

今日の世界情勢の中で我が国が国際競争力を高めていくためにも、個性と創造力の溢れる

人材の育成をめざして実学教育を旨とする、本学の教育が果たすべき役割は極めて大きい

といえる。 

 ゆえに、学生の受け入れにおいても、将来社会や産業界の期待と要請に応え得るであろ

う、必ずしも一様ではない能力や適性を見出し、それを本学の教育環境で育むことを目的

として、選抜を行っている。一般入試や、大学入試センター試験利用入試における学力考

査による入学者選抜に加えて、推薦入試や AO 入試では、知・徳・体の人間的な総合力に優

れた学生を選抜している。また、グローバル時代に活躍が期待される留学生も、広く海外

から受け入れている。本学では、学生の選抜と受け入れに際しては、志願者の能力や適性

を可能な限り多方面から見出し、何よりも公平かつ厳正な方法で選考に当たり、学生を受

け入れることを旨としている。それによって、これからも夢と好奇心を持った学生に開か

れた大学であり続けたい思う。 

 こうした学生の受け入れ方針は、各学部・学科ごとにアドミッション・ポリシー（学生

の受け入れ方針）としてホームページ、大学案内、学生募集要項（入試要項）などに明示

されている【根拠：5‐2（既出 1‐9）流通経済大学の教育方針】【根拠：5‐3～5‐11 平

成 25年度学生募集要項】。 

特別な対応が必要となる障がいのある学生の受け入れに際しては、入学時点で、大学側

の出来うる対応について説明し、場合によっては必要なサポートが出来ないこともある旨

を伝えている【根拠：5‐12 学びのトレーニング：1年ゼミ指導の手引】。その上で、受験

生本人に、入学をするかどうかの判断を委ねている。これまでに、重度の脳性まひの学生、

筋ジストロフィーの学生、全盲の学生、聴覚障害の学生等、さまざまな障がいをもつ学生

が入学している。また、在学中は、個々の学生のニーズに応じた対応策を講じて、障がい

のある学生の学習支援を行っている。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

 経済学部では学部としてのアドミッション・ポリシーを策定するとともに、学科ごとの

アドミッション・ポリシーも定めている。内容は以下のとおりである。 

経済学部：アドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針） 
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経済学部は、情報化やグローバル化に対応して、経済学及び経営学（会計学）の専門知

識のみならず、広い国際的視野と問題解決能力を備えた「グローバルに活躍できる視野の

広い実業人」を育成し、社会に送り出すことを目標としている。 

この目標を達成するため、基礎学力がある学生もさることながら、世界の経済社会の動

向に関心を持ち、国内外の問題を解決して社会に貢献することに意欲的でチャレンジ精神

に富む学生を求めている。 

このような受け入れ方針のもと、経済学部では、全学共通で実施されている一般入試や

推薦入試に加えて、AO 入試を導入し、様々な入学選抜方法を利用している。 

経済学部が具体的に求める学生像は、以下のとおりである。 

① 知識・理解力 …高等学校で学習する国語、英語、地理歴史、公民、数学などについて、

高等学校卒業相当の知識を有し、それらの基本的内容を理解している学生。 

② 関心・意欲 …経済に関する諸問題または企業経営に関する問題に関心を持ち、大学で

学ぶ知識や技能を実践して社会問題を解決する目的を有するとともに、大学で学んだ知識

や技能を自分の将来や社会に役立てたいという意欲がある学生。 

③ 思考・表現力 …社会のさまざまな問題を多面的かつ総合的に考察し、自分なりの判断

を下すことができるとともに、自分の知識や意見を他者に分かりやすく表現することがで

きる学生。 

 

経済学科：アドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針） 

経済学科では、将来の自分の目標が定まり、それに向かって前進していく学生のみなら

ず、自分の進路がまだ確定しておらず、経済学科での幅広い学びの中から将来を決めてい

きたいという「自己探索」の途上にある学生も積極的に受け入れたいと考えている。 

 

経営学科：アドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針） 

経営学科は、ネットビジネス時代における人々の欲求の変化に気づき、卒業後に企業人

になれる協調性を持った学生の入学を歓迎する。 

・また、次のような将来計画をもった学生の入学を期待している。 

１．ベンチャー経営者、自営業・家業、起業やコンサルタントを目指す人。 

２．中小企業や大企業の中堅幹部を目指す人。 

３．NPO など非営利組織で経営に関する専門知識やマネジメント能力を活用したい人。 

４．経理担当職、金融機関の職種、税理士、会計士、会計大学院進学、経営大学院進学を

目指す人。 

５．流通業、サービス業、製造業、IT 業などの業界で活躍したい人。 

６．各種スポーツを継続し、スポーツ関連産業などで活躍したい人。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

社会学部のアドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針）は以下の通りである。 

社会学部は、広く、人間社会のあり方や人間社会の出来事に着目し、さまざまな社会集

団や組織、国や地域の歴史や文化、人間やその関係の在り方、価値観の多様性などについ
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て学びたい学生の入学を期待している。 

このような方針のもと、社会学部では、全学共通で実施されている一般入試や推薦入試、

AO 入試など、複数の入学者選抜方法により、学生を受け入れている。 

 

なお社会学科、国際観光学科のアドミッション・ポリシーは次の通りである。 

社会学科：アドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針） 

社会学科では、社会学を基盤とし、社会の様々な問題に適切に対応しうる実践的・実証

的な思考能力と行動力とを身につけたい学生、また社会学、心理学、社会福祉学、保育学

のいずれかひとつ、または複数について、実習・実験に基づいた専門的知識・技能を習得

したい学生を受け入れている。 

 

国際観光学科のアドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針） 

国際観光学科では、観光学および社会学的観点からの基礎的理解を身につけ、観光にか

かわる生活、産業、社会、文化の諸領域で、柔軟な思考能力と専門的な知識を備えて、国

際的に活躍したい学生を受け入れている。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

流通情報学科のアドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針）は以下の通りである。 

流通情報学科は、「実学主義に基づいた教育」を実践し、流通情報分野における専門的知

識を有し、即戦力として企業が求める人材、ロジスティクスの考え方を核に、広い視野に

立ち、経済・社会システムをデザインできる人材の育成を目指しており、一般入試や推薦

入試、AO 入試などの複数の入学者選抜方法によって、こうした方針に共感する学生を受け

入れている。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

法学部では、両学科ごとにアドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針）を定めて

いる。 

ビジネス法学科のアドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針） 

ビジネス法学科は、「企業活動における法令遵守」（コンプライアンス）や「企業統治」（コ

ーポレート・ガバナンス）の現代的意義を深く理解し、実社会で活躍できる人材の育成を

目指している。「実学主義」をうたう本学の教育方針の下、この学科の教育理念に賛同し、

４年間で、リーガル・マインドを習得し、コンプライアンスおよびコーポレート・ガバナ

ンスを学びながら、企業の第一線で活躍できる人材を求めている。 

このような人材を幅広く受け入れることを目的として、ビジネス法学科は、一般入試や

推薦入試、AO 入試などの複数の入学者選抜方法により、学生を受け入れている。 

 

自治行政学科のアドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針）。 

自治行政学科は、地方公務員・NPO 職員等として公共の一翼を担うことのできる人材およ

び地方自治に関わるさまざまな分野で活躍できる人材の育成を目指している。そして、「実
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学主義」をうたう本学の教育方針の下、本学科の教育理念を理解して、政策形成能力を身

につける意欲を持つとともに、地域貢献を積極的に行い、地域の人々とコミュニケーショ

ンをはかる能力を獲得して、公共の分野で活躍することを目指す人材を求めている。 

このような人材を幅広く受け入れることを目的として、自治行政学科は、一般入試や推

薦入試、AO 入試などの複数の入学者選抜方法により、多角的な視点から選抜を行い、上記

のような学生を受け入れている。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

スポーツ健康科学科のアドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針）は以下の通り

である。 

スポーツ健康科学科では、「実学主義」という本学の教育方針に基づき、スポーツ・健康

に関する実践を通じて、見る力、伝える力、決断する力、全力を出し切る力、省みる力を

育む。また、自他を認め、自ら考え、自ら行動できる能力を身に付け、あらゆる精神に対

して崇高の念を持ち、人間として優しさや思いやりの心、たくましい精神を持つことがで

きる人材育成を目指している。 

この学部・学科の教育理念に賛同し、スポーツ・健康に興味・関心を持ち、スポーツを

通じて人間性を磨きたいと考え、スポーツで社会貢献したいという意思があり、大学生活 4

年間を意欲的にチャレンジし続けられる学生を求めている。 

このような人材を幅広く受け入れるべく、スポーツ健康科学科においても、一般入試や

推薦入試、AO 入試などの複数の入学者選抜方法により、学生を受け入れている。ホームペ

ージやパンフレットなどにこれらを明示し、受験生または高校関係諸機関にわかりやすく

示している。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 近年における経済活動の変化、複雑化に伴い、経済および経営に関する研究対象は次第

に多岐化し、研究内容も深化している。一方、社会における価値観の変化やそれに伴う多

様な働き方の登場等を背景に、大学院入学者の修了後の希望進路も、従来の研究者中心か

ら高度な専門知識と職業能力を持ったスペシャリストへと大きく変貌してきている。 

 このような社会情勢に合わせ、本研究科も研究者の育成だけを目指すのではなく、経済

および経営の諸問題について深い問題意識や研究意欲を持ちつつ、高度な知識・技能をも

った専門家として国内外で活躍しようとする人をも積極的に受け入れる方針を定めている。

以上の内容は履修要綱だけでなく、「大学院学生募集要項」や大学ホームページ（大学院）

でも公表されており、幅広く浸透している【根拠：5‐13 大学院学生募集要項】。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

今や、日本社会ばかりでなく全世界が、雇用問題、エネルギー問題、食糧問題、環境問

題など、グローバル化とのかかわりで解決しなければならない諸問題に直面している。環

境問題と格差問題を究極の課題とする社会学への期待への高まりがある。前世紀までの世

界観、社会観を超えるべく、新たな視点の確立と人材の育成が要請されており、実証的な
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研究に基づいて高度職業人を育成することへの期待はますます高い。 

 こうした社会情勢に合わせて社会学研究科では、将来の研究者を希望する者だけでなく、

社会の諸問題への深い問題意識や研究意欲を持つ者、将来は高度な専門家としてローカル

な現場であるいはグローバルな舞台で活躍しようとする者を、積極的に受け入れる方針を

定め、入学後の履修モデルにおいても、そのことを具体的に明記している【根拠：5‐14（既

出 1-7: 別冊 3）社会学研究科 履修モデル】。修士課程及び博士後期課程の入学資格は、

「大学院学則」に明記し、大学卒業者のみならず専修学校、各種大学校卒者など幅広く出

願対象としている。また、本研究科は、積極的に障害学生も受け入れており、過去の例で

は重度障害者の修了生も輩出している。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

ロジスティクスは、経済活動、産業活動、都市活動、さらにわれわれの生活を支えるも

のであり、その重要性に対する認識はますます高まっている。そのため、ロジスティクス

に関する高度な人材を育成することへの社会の期待はますます高い。 

その一方で、日本においてはロジスティクスのカリキュラムを持っている大学院は少な

く、その内容についても、体系的に学ぶカリキュラムにはなっていない。そのなかで本研

究科は、総合的・横断的・体系的に学ぶカリキュラムにより、修士課程では、物流の効率

化・高度化あるいはロジスティクスの効果的実現を図ることができる高度で専門的な知

識・能力を有する人材の養成、博士後期課程では、物流情報学という新しい学問体系の確

立に資する研究者ないし教育者の養成を教育目標としている。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

本研究科は、社会の需要に応じた高度かつ先進的な法律知識とリーガル・マインドを有

する研究者や専門的職業人、地方自治体や地域社会におけるガバナンスの強化・向上に資

する人材の養成を目指すものであり、その旨は「大学院学生募集要項」に明示してある。

基本的に大学（および大学に相当する国内外の高等教育機関）を卒業した者が対象である

が、それ以外の者も個別の入学資格審査によって出願が可能となっている。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

スポーツ健康科学研究科では、入学にあたりスポーツ健康科学の分野において教育・研

究指導を受けるに足る専門知識を有していることが必要である。また生涯スポーツまたは

競技スポーツについて強い関心を有し、それらについて問題意識と研究意欲を持ち、論述、

口述などにより、自らの考えを論理的かつ明快に表現でき、将来生涯スポーツおよび競技

スポーツの振興推進に貢献できる知・徳・体といった人間的総合力に優れた高度の専門知

識・技能を有する高度専門職業人としてスポーツ・プロモーション・リーダーになること

を希望する以下に該当する学生および社会人の入学を求める。 

 

・ 健常者および障害者を含めたスポーツについて、科学的分析、医学的サポート、マ

ネジメントなどスポーツに対して様々な関わり方を探求し、理論と実践を通じ
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た研究活動を展開し、スポーツ健康科学の分野の発展に関心がある者。 

・ 健常者および障害者を含めた競技スポーツに関連した現場での競技実績または指導経験

を有する者 

・ スポーツ・健康にかかわるボランティア活動の実績を有する者 

・ スポーツ医科学の分野における臨床実績を有する者 

・ 地域における生涯スポーツ、または健常者および障害者を含めた競技スポーツにおいて

マネジメント実績を有する者 

・ 文部科学省の「スポーツ振興基本計画」や厚生労働省の「健康日本 21」などの施策の推

進に関心がある者。 

 

 

（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行って（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行って（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行って（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行って

いるか。いるか。いるか。いるか。    

    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

 入学試験の基本方針については「全学入試協議会規則」、また入学者の選抜については「入

学者選抜規則」によって規定されている【根拠：5‐15 全学入試協議会規則】【根拠：5‐

16 入学者選抜規則】。 

 学生募集については、本学キャンパスにおいてオープン・キャンパス（両キャンパスに

おいて各 5 回、計 10 回）や入試相談会（6 月以降の毎週土曜日）を実施するとともに、地

方会場や各高等学校で開催される進学相談会等にも積極的に参加し、大学紹介、入試概要

および学生生活等について、受験生への周知を図っている。進学相談会や高校訪問等への

派遣には、入試担当教職員のほか、大学の現状に詳しい課長・係長クラスの事務職員に進

路アドバイザーを委嘱し、対応している。一方で、ホームページによる大学案内のほか、

受験情報誌や受験産業の Web 企画への参画等を通じて、大学の紹介と速やかな資料請求を

可能にしている【根拠：5‐17 入試 HP】。 

 入学者選抜方法については、本学では創立当初の早い段階から、一般入試に全国でも例

を見ない小論文形式を取り入れるなど、独自の入試制度を採用してきた。大学の規模が格

段に大きくなり志願者が飛躍的に増加した現在でも、AO 入試をはじめ、さまざまな入学者

選抜方法を採用することで、個性豊かで関心や学習歴の多様な志願者にも対応できる体制

が整えられた。なお、入学試験の日程や選抜方法から実施に関する全学的な方針の決定は、

学長、各学部長、入試センター長、各学部入試担当運営委員、各学部入試委員および事務

局長で構成される全学入試協議会が行う。 

 本学における入学者選抜は、すべての選抜方法について、全学部共通の内容と方法で実

施されている。一般入試では科目試験を行い、その総合得点順位が各学部における合格者

決定の基準となっている。また、推薦入試では、調査書審査、面接試験（自己推薦入試で

は作文試験を加える）、AO 入試では専門委員会の選考を経た有資格者に対して調査書審査、

面接試験、外国人留学生入試では日本語試験と面接試験が課され、これにより合否を判定

している。 

 すべての入試の合否判定については、学長、入試センター長および各学部入試担当運営
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委員を構成員とする入試運営委員会が原案を策定し、全学入試協議会において全学的見地

から調整・協議した上で、最終的に各学部教授会の議を経て決定される。 

公正かつ適切な入学者選抜を行うため、その選抜方法は透明性のある基準で実施する必

要があるが、本学では、一般入試については総合得点のみを選抜基準としている。合格最

低点は、3科目型入試では 160 点（満点 300 点）、問題自由選択型入試では 60 点（満点 100

点）を基本とするが、平均点、学科ごとの選抜方法別定員などを考慮して若干の上下を設

けている。推薦入試における作文（小論文）は、原則として 60点（満点 100 点）を合格最

低点とし、採点は 2 名の採点者がそれぞれ 50 点を持ち点として別個に採点した結果を単純

合計している。 

一方、推薦入試や AO 入試の面接では、評価の客観性を担保するため志望学部の教員 1名

と他学部の教員 1 名との組み合わせにより、志望動機や卒業後の進路などの聞き取りを中

心に面接を行い、不合格者については再面接の機会を与えるなど、合格者の適性判断に慎

重を期している。 

また、これらの評価基準、合格最低点、合格基準等については、高等学校教員への進学

説明会で開示し、各高等学校の進路指導者に当年度の入試情報も含めて周知徹底を図って

いる。受験生に対しては、千葉県、茨城県をはじめ関東圏の受験生を対象に 6 月から各キ

ャンパス、月 1～2回の割合でオープン・キャンパスを開催し、学部・学科相談会等ででき

るだけ多くの入試情報を提供している。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

経済学部では、2013 年度入試において、両学科合計で 400 人（経済学科 250 人、経営学

科 150 人）の学生を募集している。その際の募集方法は、推薦入試（指定校推薦入試、公

募制推薦入試）、一般入試（3 科目型、問題自由選択型）、大学入試センター試験利用入試、

AO 入試などである。とりわけ AO 入試は 9 月から始まり、それ以前のオープン・キャンパス

や入試相談会にてエントリーを受け付け、1 か月以上にわたる面談や課題のやり取りを通じ

て志願者のやる気や学力を見極め、本学の受け入れ方針に合致する学生を選抜してきた。 

 また入学者選抜において、AO 入試では広く選抜するポイントを周知するとともに繰り返

し説明会を開催することで情報の偏りによる選抜における不公正を取り除くように努めて

きた。加えて、2013 年度入試より、AO入試に関して、改めて入試運営委員、入試委員、AO

委員を中心に学部教員間で AO エントリー基準を明確にし、コミュニケーション能力があり、

学部理念を理解した上で、志望動機が明確であることなどを重視し、学習意欲のある学生

のより適正な選抜が可能となるよう努めている。さらに一般入試では過去の入試問題を希

望する志願者に配布し、また試験終了後、入試問題を公開するなどの措置を取り、選抜に

おける透明性を確保しており、適切な対応がとられてきたと考える。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

入学者選抜方法は、いわゆる基礎学力の評価を目的とした一般入試と、志望動機・入学

後の勉学意欲を重視する AO 入試、高等学校での勉学及び課外・社会活動における実績を評

価する推薦入試などから構成されている。一般入試を除いて、判定は面接を重視している。

社会学部は「人」を対象とする分野であることから、特にコミュニケーション能力、行動
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力を重視しており、これについては高校生向けの冊子などで明示している。 

AO 入試では、経験豊富な教員がエントリー用紙の記入相談に乗るなど、透明性の確保に

努めている。AO 入試は、学科のカリキュラムなどへの理解も重視しているので、社会学科

の場合は、社会学、社会福祉学、心理学、保育学（保育者養成課程）の 4 領域のどの分野

に興味があるのかを、自分なりに整理しておくことをアドバイスしている。また、国際観

光学科の場合は、専門学校との違いとして、幅広い知識を学びつつ資格の取得も可能であ

ること、国際社会で活躍する人材育成を目指して英語教育に力を入れていることを説明し

ている。 

このほか、社会学部で特に志願の多い中高年者や障害者については、入学後の学生生活

について事前に入念に協議し、お互いが納得した上での受け入れを実施している。 

さらに、オープン・キャンパスを受験志望者との貴重なコミュニケーションの場と位置

付けて、学科のスペシャルイベントでは、教員だけでなく在学生の生の声を届ける工夫を

している。たとえば 2013 年度は、在学生（3，4 年生）がそれぞれの学び（講義内容、実施

した調査、制作した作品、ボランティア活動、部活動など）の経験を紹介した。こうした

プログラムを通じて、学生生活の様子を具体的にイメージできるような情報提供を心がけ

ている。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

流通情報学部では、他学部と同様、一般入試では学力を重視した受験生の選抜を行い、

筆記試験の結果を合否判定の基準としている。 

推薦入試では、高等学校が推薦した学生あるいは一定の要件を備えた学生を対象とし、

複数の専任教員による面接を通して、学生の入学意欲や勉学意欲を確認し、これにより合

否を判定している。AO 入試では、大学の教育課程についていける程度の学力をもちつつも

志望動機、入学後の勉学についてどう構想し、それをどう表現するかを課題作文や面談を

通して確認し、これにより合否を判定している。 

留学生入試は一定水準の日本語によるコミュニケーション能力と日本の生活文化への適

応度を重視し、入試時の面接を実施している。 

カリキュラムとの関係について言えば、本学部のカリキュラムの特徴をわかりやすくパ

ンフレットにまとめ、受験生に配布している。さらに、入学者選抜前のオープン・キャン

パスや大学説明会の時に、専任教員が高校生に説明し、質問に答えている。そこでは流通

情報学部の履修科目の内容や各種資格取得、専門学校との違いなどについて説明している。

AO 入試、推薦入試の面談に際しては、本学部のカリキュラム等の教育の内容を理解しても

らうコミュニケーションの場とも捉えており、理解度を確認したうえで合否を判定してい

る。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

法学部においては、上述した各入試種別で大きな偏りが出ないように、種別ごとの人数

配分を明確にして受け入れ態勢を整えている。 

AO 入試では、エントリー基準を明確にし、学習意欲のある学生で、コミュニケーション

能力があり、本学、学部およびそれぞれの学科の理念を理解した上で、志望動機が明確で
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あることなどを重視し、学生の確保に努めている。また、その判定に教員間で差が生じな

いように、教員間の意思疎通が取れるように親睦を図り、その評価基準の統一性を担保し

ている。また、一般入試での募集人数枠も確保し、学生の多様な希望にも応えられるよう

に受け入れ態勢を充実させている。以上、法学部では、公正かつ適切に学生募集および入

学者選抜を行っている。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

スポーツ健康科学部では、各入試種別で大きな偏りが出ないように、種別ごとの人数配

分を明確にして受け入れ態勢を整えている。AO 入試では、エントリー基準を明確にし、コ

ミュニケーション能力があり、本学の学部理念を理解した上で、志望動機が明確であるこ

となどを重視し、学習意欲のある学生の確保に努めている。また、その判定に教員間で差

が生じないように、必ずダブルチェクを行い、その評価基準の統一性を担保している。 

 公募制推薦においては、公募制一般と公募制特別に分類している。公募制一般では、作

文と面接試験で構成され、公募制特別に関しては、書類審査と面接で構成されている。公

募性特別の書類審査では、スポーツ競技において高校在籍中に優秀な成績を収めた者、ま

た、部活動において主将などのリーダー的役割を担った者、もしくはマネージャー的役割

を担った者を評価対象とし、活動内容に応じてランク付けをしている。書類審査における

判定基準においても、複数の入試関連教員で必ず協議を行い評価基準の統一性を図ってい

る。面接での判定基準も AO 入試と同様に行い、目的意識が高く学習意欲の高い学生確保の

ために努めている。 

また、一般入試での募集人数枠も確保し、各入試種別でバランスよく受け入れ態勢を整

えている。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 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、 

その内容を本学のホームページ上にも載せて、オープンかつ公正な形で学生募集を行って

いる。学内推薦選考およ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、

経営学などの専門知識を持ち、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(日本人学生は英語、外国人留学生は日本語)、および面接である。選抜は、専門科目

およ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。 



150 

 

 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

【根拠：5‐13 大学院学生募集要項】。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

社会学研究科では、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、 

その内容を本学のホームページ上にも掲載し、オープンかつ公正な形で学生募集を行って

いる。学内推薦選考およ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社会学の

専門知識を有し、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とがあり、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、専門科目 6科目中 2問、外国語科目(日本人学

生は英語、ただし外国人留学生の場合は日本語)、および面接である。選抜は、専門科目お

よ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

としている。 

 社会人入試は、専門科目の試験（6 科目中 1 問を選択）及び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 3 年以上を経過し

ている者である。博士後期課程の入試は、外国語科目、そして面接により実施している【根

拠：5‐13 大学院学生募集要項】。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

 物流情報学研究科では、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、 その内容を本学のホームページ上にも載せて、オープンかつ公正な形で学生募集を行

っている。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 2月

の 2 回実施している。一般入試の試験科目は、物流情報関連領域 6 問中 2 問を選択、外国

語科目(日本人学生は英語、ただし外国人留学生の場合は日本語)、および面接である。 

 社会人入試は、日本語による小論文と面接によって実施している。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。 

 博士後期課程の入試は、外国語科目（日本人学生は英語、外国人留学生は日本語）、面接

によって行われている【根拠：5‐13 大学院学生募集要項】。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

本研究科では、本学の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、 そ

の内容を本学のホームページ上に掲載し、広くかつ公正な形で学生募集を行っている。学

内推薦選考を除き、一般入学者の選抜は入学試験（筆記試験および面接）の結果に基づい
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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。 

 一般入試と社会人入試があり、それぞれ 9 月下旬と 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（日本人学生

は英語、ただし外国人留学生の場合は日本語）、および面接である。専門科目および外国語

科目がそれぞれ所定の水準に達していることを前提に、合計点と面接結果を総合して判定

する。面接は 3名で行っている。 

 社会人入試は、日本語による小論文と面接によって選抜している。「入学時に、大学卒業

後３年以上を経過している者」という条件で、社会人入試の枠を設けている。この条件を

満たす場合、入学試験は、日本語による小論文と面接のみとなっており、専門科目、外国

語科目の受験が免除される。このように大学卒業後、社会に出て実務等に携わった経験の

ある社会人が入学しやすいよう配慮がなされている。 

 また、2011 年度からは大学院学則の改正によって入学資格が拡大されたことにより、大

学ないしそれに類する高等教育機関の卒業者ないし修了者でない場合でも受験できる可能

性が広がり、従来に比べさらに柔軟に社会人を受け入れることのできる体制が整備されて

いる。ただし、この場合には大学院入学の資格について、個別に審査を行うこととしてい

る【根拠：5‐13 大学院学生募集要項】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

 スポーツ健康科学研究科では、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。一

般入学者、学内推薦選考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スポーツ健康科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の受験資格を認めている。また本大学院において 2013 年

4 月 1 日までに 22 歳に達する者でスポーツ・健康にかかわるボランティア活動の実績を有

する者、またはスポーツの競技実績、指導実績、臨床実績、およびマネジメント実績を有

する者を個別の入学資格審査により、入学に足る優れた実績を有していると認定された者

の受験資格を認めている。 

選抜方法は、一般入試は 10 月下旬と３月初旬の２回実施している。一般入試の試験科目

は、研究計画書と小論文及び面接である。研究計画書は当研究科の全大学院教員により評

価し、小論文、面接に対しては各 5 名の担当教員が評価を行い、最終的にそれら 3 つを全

大学院担当教員により総合的に評価することで合否を決定する。学内推薦選考の選抜方法

は 10月初旬に実施している。学内推薦選考の試験科目は研究計画書と面接である。研究計

画書は一般入試同様に全大学院担当教員が評価し、面接は 5 名の担当教員が評価を行い、

最終的にそれら 2 つを全大学院担当教員により総合的に評価し合否を決定する【根拠：5‐

13 大学院学生募集要項】。 

 

 

（３）適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき（３）適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき（３）適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき（３）適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき

適正に管理しているか。適正に管理しているか。適正に管理しているか。適正に管理しているか。    
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＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

2013 年度の本学の入学定員は、経済・社会・流通情報・法・スポーツ健康科学部の計 5

学部で 1,230 名であり、総収容定員は同じく 5 学部で 4,920 名である。そのうち編入学定

員は、2 年次編入が流通情報学部流通情報学科 20 名、3 年次編入が社会学部国際観光学科

20 名、流通情報学部流通情報学科 10 名、法学部ビジネス法学科 10 名、法学部自治行政

学科 10 名となっている。具体的には、基礎データ（添付資料）のとおりであり、上記 5学

部の在籍学生数の総収容定員に対する比率は 1.13 倍、また 2013 年度の 5学部への入学者

総数は 1,436 名で、総入学定員に対する比率は 1.17 倍である。なお過去 5年間の各学部の

入学者数及び超過率の推移は下の表の通りである。 

 

2009～2013 年度における各学部の入学者数及び超過率の推移 

  2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 

経済学部 入学定員 400 名 400 名 400 名 400 名 400 名 

入学者数 464 名 512 名 507 名 492 名 453 名 

超過率 1.16 1.28 1.27 1.23 1.13 

社会学部 入学定員 270 名 270 名 270 名 270 名 270 名 

入学者数 317 名 335 名 346 名 302 名 312 名 

超過率 1.17 1.24 1.28 1.12 1.16 

流通情報学部 入学定員 160 名 160 名 160 名 160 名 160 名 

入学者数 186 名 203 名 204 名 182 名 181 名 

超過率 1.16 1.27 1.28 1.14 1.13 

法学部 入学定員 200 名 200 名 200 名 200 名 200 名 

入学者数 232 名 250 名 241 名 230 名 243 名 

超過率 1.16 1.25 1.21 1.15 1.22 

スポーツ健康科

学部 

入学定員 200 名 200 名 200 名 200 名 200 名 

入学者数 244 名 250 名 252 名 242 名 247 名 

超過率 1.22 1.25 1.26 1.21 1.24 

5 学部計 入学定員 1230 名 1230 名 1230 名 1230 名 1230 名 

入学者数 1443 名 1550 名 1550 名 1448 名 1436 名 

超過率 1.17 1.26 1.26 1.18 1.17 

 

ここ数年は定員超過の著しい学部・学科はない。本学は最近の 20 年間にわたって学部・

学科の増設、入学定員の増員を繰り返し行ってきた。結果として、その度に大学設置基準

をクリアすることを義務付けられており、そのため定員管理についてはことのほか厳正に

対処しなければならない状況にあった。その結果、最近 5 年間における入学定員に対する

入学者数の比率（超過率）は、概ね適正な水準で推移している。2010 年度と 2011 年度につ

いては全学部平均で 1.25 を超えているが、2012 年度と 2013 年度については改善がみられ

る。今後とも、適正な定員管理の方策の検討を継続して行っていく必要がある。 
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2009 年度から 2013 年度における AO 入試（課外活動 AO 入試、社会人 AO 入試を除く）の

入学者数は、以下の表に示すとおりである。 

 

          2009～2013 年度における AO入試の入学者数 

  2009 年度 2010 年度  2011 年度 2012 年度 2013 年度 

経 済 学 科   127 名    135 名    117 名    106 名 89 名 

経 営 学 科   95 名     94 名     79 名     78 名    51 名 

社 会 学 科   49 名     66 名     73 名     67 名    71 名 

国際観光学科      37 名 37 名     42 名     31 名    36 名 

流通情報学科    38 名     49 名     67 名     74 名    64 名 

ビジネス法学科   15 名     24 名     19 名     25 名    16 名 

自治行政学科      20 名     42 名     42 名     40 名    39 名 

スポーツ健康科学科    104 名    108 名     87 名     77 名    76 名 

  合 計    485 名    555 名    526 名    498 名   442 名 

全入学者に占める割合   33.6％    35.8％    33.9％   34.4％ 30.7％ 

 

ここ 2～3年、入試広報などを積極的に展開して、全体の受験者・入学者が増加傾向を示

してきた。その結果、推薦入試や一般入試の入学者が増加し、AO 入試の入学者の比率を若

干下げることができた。2013 年度入試において、全入学者に占める AO入試の入学者の割合

は 30.7％であり、2012 年度入試における 34.4％と比較して、3.7 ポイント減少している。

特に、入学者の数が AO入試の入学定員を大幅に超過している経済学部（経済学科、経営学

科）やスポーツ健康科学部では、AO 入試の入学者数を削減する努力を続けている。 

 

本学では、上記の通り、入学定員に対する入学者の超過率に関しては、概ね適正な水準

で推移しているが、前回の報告時に指摘を受けた編入学者の確保については未充足となっ

ている。具体的には、先述の通り、国際観光学科、流通情報学科、ビジネス法学科、およ

び自治行政学科のそれぞれに編入学定員をもっているが、2013 年度における編入学者数は、

国際観光学科で 4 名（2年次 3名、3 年次 1名）、流通情報学科で 6 名（2年次 3名、3 年次

3 名）、ビジネス法学科および自治行政学科では 0 名である。すなわち、編入学定員に対す

る編入学者の比率は、国際観光学科で 0.20、流通情報学科で 0.20、ビジネス法学科および

自治行政学科では 0と、極めて低い状況にある。 

編入学定員を確保できない理由の一つは、短期大学離れが深刻化し、短期大学の 4 年制

大学への改組転換が進む中で、短期大学からの編入学者が激減したことにある。一方で、

専門学校からの編入学者（特に留学生）の数が増え、編入学者の多くが留学生となってい

るのが現状である。この未充足となっている現状の打開のため、提携する短期大学（東京

交通短期大学ほか）や専門学校への働きかけを強化し、編入学定員の確保に向けた努力を

続けている。この努力の成果の一端として、定員を設けていないが、2013 年度において、

経済学科で 2 名（2 年次 1 名、3 年次 1 名）、経営学科で 2 名（2 年次 2 名）、社会学科で 2
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名（3 年次 2 名）、スポーツ健康科学科で 1 名（2 年次 1 名）の計 7 名の編入学者を受け入

れている。しかし、現状を踏まえて、編入学定員の見直し（削減）や返上などについても

検討している。 

また、基礎データ表 4にあるとおり、平成 25年 5月 1 日現在の本学の在籍学生数は全学

部合わせて 5,728 人であり、2013 年度の収容定員 5,080 人に対する在籍学生数比率は、1.13

である。在籍学生数は収容定員をやや上回る状況にある。ただし、基礎データ表 2 にある

とおり、専任教員一人当たりの在籍学生数は各学部で 29.9 人～45.6 人であり、概ね過不足

ない状況にある。このように十分といえないまでも在籍学生数は適正に管理されていると

思われる。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

経済学部の 2013 年度超過率は 1.13(入学者 453 名)であり、過去 5 年間でやや変動はある

ものの一定水準で推移し、入学定員に対して十分な入学者を確保することができている。

なお、入学定員に対する入学者の割合は、2010 年度に 1.28、2011 年度で 1.27 とやや上昇

し過ぎたが、その後は改善し、2013 年度は 1.13 まで低下した。加えて、経済学部への志願

者は基礎データ表 3に示されているとおり、2009 年度に 771 名、2010 年度 880 名、2011 年

度 886 名、2012 年度 1,024 名、2013 年度 989 名と増加傾向にある。 

ただし、入試種別ごとにみると、本学部においては、特に AO 入試に関して、入学者数が

AO 入試の入学定員を大幅に超過している。このため、前項Ⅴ－1(2)で示したように、2013

年度入試より、AO 入試における選考基準を明確化する取り組みを行い、より適正な選抜を

行うことにより、AO 入試の入学者数を削減する努力に着手している。 

また、基礎データ表 4にあるとおり、平成 25年 5月 1 日現在の本学部の在籍学生数は両

学科合わせて 1,874 人であり、2013 年度の収容定員に対する在籍学生数比率は、経済学科

が 1.16、経営学科が 1.19 であり、学部全体では、1.17 である。収容定員に対する在籍学

生比率はやや過剰な状況にある。このように十分といえないまでも在籍学生数は適正に管

理されていると思われる。 

ただし、2010 年度以降入学者が入学定員を超過していることが在籍学生の過剰を生み出

す一方で、毎年少なくない学生が様々な理由から退学している。少子化の進展や経済学離

れが顕著となっている今日では、適正な入学定員を確保するとともに在籍学生の退学を抑

制することが大切である。後者の点は退学者の検証とともに経済学部の教育目標を周知す

ることが重要となってくると考えられる。 

 

＜社＜社＜社＜社会学部＞会学部＞会学部＞会学部＞    

社会学部の 2013 年度超過率は 1.16(入学者 312 名)であり、過去 5 年間でやや変動はある

ものの一定水準で推移し、入学定員に対して十分な入学者を確保することができている。

ただし、入学定員に対する入学者の割合は、2010 年度に 1.24 倍、2011 年度で 1.28 倍とや

や上昇し過ぎたが、その後は改善し、2012 年度で 1.12、2013 年度は 1.16 まで低下した。

これは、本学部の両学科が、実習科目を多く設けていることから定員に見合った入学者を

迎え入れる方針に立ち戻り、適正な規模を保つ努力をした成果の現れでもある。なお、社

会学部への志願者は基礎データ表 3に示されているとおり、2009 年度に 441 名、2010 年度
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472 名、2011 年度 566 名、2012 年度 569 名、2013 年度 659 名と増加傾向にある。社会学部

では全学の入試方針に基づき、定員管理を実施しているが、2010 年度、2011 年度を除き、

ほぼ適正な水準で推移している。 

また、基礎データ表 4にあるとおり、平成 25年 5月 1 日現在の本学部の在籍学生数は両

学科合わせて 1,226 人であり、2013 年度の収容定員に対する在籍学生数比率は、社会学科

が 1.13、国際観光学科が 1.06 であり、学部全体では、1.09 である。収容定員を在籍学生

数がやや上回っている状況にある。ただし、基礎データ表 2 にあるとおり、専任教員一人

当たりにすると 29.9 人であり、2006 年時点の 41.1 人から大きく減少しており、適正な範

囲内にあると判断できる。このように十分といえないまでも在籍学生数は適正に管理され

ていると思われる。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

流通情報学部の 2013 年度超過率は 1.13(入学者 181 名)であり、過去 5 年間でやや変動は

あるものの一定水準で推移し、入学定員に対して十分な入学者を確保することができてい

る。ただし、入学定員に対する入学者の割合は、2010 年度に 1.27、2011 年度は 1.28 とや

や上昇し過ぎたが、その後は改善し、2012 年度に 1.14、2013 年度は 1.13 と低下傾向にあ

る。なお、流通情報学部への志願者は基礎データ表 3 に示されているとおり、2009 年度に

234 名、2010 年度 280 名、2011 年度 273 名、2012 年度 257 名、2013 年度 331 名とやや変動

はあるものの増加傾向にある。 

また、基礎データ表 4 にあるとおり、平成 25年 5月 1 日現在の本学部の在籍学生数は 739

人であり、2013 年度の収容定員に対する在籍学生数比率は、1.03 である。収容定員に対す

る在籍学生比率は適正な状況にある。このように十分といえないまでも在籍学生数は適正

に管理されていると思われる。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

法学部の 2013 年度超過率は 1.22（入学者 243 名)であり、過去 5 年間でやや変動はある

ものの一定水準で推移し、入学定員に対して十分な入学者を確保することができている。

ただし、入学定員に対する入学者の割合は、2010 年度に 1.25 とやや上昇し過ぎたが、その

後は改善し、2012 年度で 1.15、2013 年度は 1.22 と低下傾向にある。加えて、法学部への

志願者は基礎データ表 3に示されているとおり、2009 年度に 330 名、2010 年度 378 名、2011

年度 374 名、2012 年度 382 名、2013 年度 408 名と増加傾向にある。 

また、基礎データ表 4にあるとおり、平成 25年 5月 1 日現在の本学部の在籍学生数は両

学科合わせて 932 人であり、2013 年度の収容定員に対する在籍学生数比率は、ビジネス法

学科、自治行政学科ともに 1.11 であり、学部全体でも、1.11 である。収容定員に対する在

籍学生比率はやや過剰な状況にある。ただし、基礎データ表 2 にあるとおり、専任教員一

人当たりにすると 34.5 人であり、2006 年時点の 45.0 人と比べ減少し、適正な範囲内にあ

ると判断できる。このように十分といえないまでも在籍学生数は適正に管理されていると

思われる。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    
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スポーツ健康科学部の 2013 年度超過率は 1.24（入学者 247 名)であり、入学定員に対し

て十分な入学者を確保し、適正な水準にあるといえる。ただし、入学定員に対する入学者

の割合は、2010 年度、2011 年度に 1.26 とやや上昇し過ぎたが、その後は改善し、2012 年

度で 1.21、2013 年度は 1.24 と僅かながら低下傾向にある。加えて、本学部への志願者は

基礎データ表 3 に示されているとおり、2009 年度に 373 名、2010 年度 491 名、2011 年度

462 名、2012 年度 599 名、2013 年度 593 名とやや変動はあるものの増加傾向にある。 

ただし、入試種別ごとにみると、本学部においては、特に AO 入試に関して、入学者数が

AO 入試の入学定員を大幅に超過している。このため、2012 年度入試より、AO 入試における

選考基準を明確化する取り組みを行い、より適正な選抜を行うことにより、AO 入試の入学

者数を削減する努力に着手している。 

また、基礎データ表 4 にあるとおり、平成 25年 5月 1 日現在の本学部の在籍学生数は 957

人であり、2013 年度の収容定員に対する在籍学生数比率は、1.20 である。収容定員に対す

る在籍学生比率はやや過剰な状況にある。ただし、基礎データ表 2 にあるとおり、専任教

員一人当たりにすると 45.6 人である。このように、2006 年に学部が開設され、完成年次を

迎えた 2009 年以降は常に入学定員を満たし、入学定員に対する入学者の超過率は上限の

1.29 倍以内であり、概ね適正な水準を維持していると言える。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 2009年度～2013年度における本研究科の入学定員および入学者数は、次の表に示す通り

である。 

2009年度〜2013年度における入学定員と入学者数 

 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 

修士課程   入学定員 10 名 10 名 10 名 10 名 10 名 

       入学者数 ８名 ３名 ２名 ４名 ２名 

博士後期課程 入学定員 ５名 ５名 ５名 ５名 ５名 

       入学者数 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 

 

 上記の表から明らかなように、ここ数年、本研究科は入学定員を満たしていない。また

在籍学生数も、修士課程で収容定員20名に対して7名と定員を満たしておらず、博士課程で

は収容定員15名に対して在籍学生数は0名である。 

 このように入学者数、在籍学生数が減少した理由の一つとして、税理士資格取得の際の

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

したことが挙げられる。他に、これまで入学者の多くを占めていた留学生が東日本大震災

やそれに伴う原発事故の影響で激減したことも無視できない。また、以前より日本企業が

アジア系の学部留学生を積極的に採用する傾向も修士課程の入学者を減少させた重要な要

因であろう。 

こうした厳しい現状に対応し、定員に近い入学者を再び確保できるのか、そのための方

策は何か、真剣に検討すべき局面にある。 
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＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

2009 年から 2013 年度における本研究科の入学定員および入学者数は、次の表に示す通り

である。 

2009 年度〜2013 年度における入学定員と入学者数 

 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 

修士課程   入学定員 10 名 10 名 10 名 10 名 10 名 

       入学者数 ７名 ５名 ６名 ５名 ５名 

博士後期課程 入学定員 ５名 ５名 ５名 ５名 ５名 

       入学者数 ２名 １名 ３名 １名 0 名 

 

本研究科における入学定員は、修士課程は10名、博士課程は5名となっているが、その充

足率となると、上記の表にみられるように定員に満たない。また在籍学生数も、修士課程

で収容定員20名に対して11名と定員を満たしておらず、博士課程でも収容定員15名に対し

て5名と定員を下回る状態である。 

これにはいろいろな理由が考えられるが、これまで入学者の大半を占めていた留学生が

東日本大震災やそれに伴う原発事故の影響で、減少したことが最大の理由として挙げられ

る。また最近の傾向として、日本人の受験生や現役の大学教員や研究者の入学もみられ、

入学者が質的に変化している。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

 2009 年から 2013 年度における本研究科の入学定員および入学者数は、次の表に示す通り

である。 

2009 年度〜2013 年度における入学定員と入学者数 

 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 

修士課程   入学定員 20 名 20 名 20 名 20 名 20 名 

       入学者数 18 名 14 名 17 名 18 名 8 名 

博士後期課程 入学定員 ５名 ５名 ５名 ５名 ５名 

       入学者数 1 名 0 名 2 名 1 名 0 名 

 

本研究科における入学定員は、修士課程は20名、博士課程は5名となっている。上記の表

にみられるように、2013年度を除いて、修士課程ではほぼ定員を満たしている。また在籍

学生数も、修士課程では収容定員40名に対して35名とほぼ定員を満たしているが、博士課

程では、収容定員15名に対して3名と定員を下回る状態である。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

2009 年から 2013 年度における本研究科の入学定員および入学者数は、次の表に示す通り

である。 

2009 年度〜2013 年度における入学定員と入学者数 

 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 
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修士課程   入学定員 10 名 10 名 10 名 10 名 10 名 

       入学者数 ６名 ４名 ５名 １名 ２名 

    

入学定員は 10 人であるが、開設した 2005 年度以降、2005 年度は 6 名、06 年度 12 名、

07 年度及び 08年度が各 9 名のあと、上記の表の通り、このところ入学者の減少が続いてい

る。在籍学生数も、収容定員 20 名に対して 7 名と少ない。 

現在、入学者の質を落とすことなく、きめ細かい指導ができる体制を検討しており、2012

年度において、今後の見通しと本研究科の目標に鑑みて、入学定員を 5 名とすることを研

究科委員会で決議したが、まだ大学としての決定と理事会の承認は得ていない【根拠：5‐

18（既出 1‐14）学長からの要請に対する法学研究科の答申】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

 本研究科は 2010 年度から受け入れを始めたが、その年から 2013 年度までの入学定員お

よび入学者数は、次の表に示す通りである。 

2010 年度〜2013 年度における入学定員と入学者数 

 

本研究科における入学定員は 10 名であるが、上記の表のとおり定員を満たしたのは 2011

年度のみである。在籍学生数は 20名で収容定員と同じであるが、今後、学部からの進学者

を増やすことが課題である。 

 

 

（４）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施（４）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施（４）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施（４）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施

されているかについて、定期的に検証を行っているか。されているかについて、定期的に検証を行っているか。されているかについて、定期的に検証を行っているか。されているかについて、定期的に検証を行っているか。    

 

＜大学＞＜大学＞＜大学＞＜大学＞    

大学全入時代を背景に、本学においても社会状況、志願者の動向や入試状況等を分析し、

入学定員の確保と質の向上を目的に、これまで種々の改革・改善を図ってきた。定員変更

の可能性に関する検証は、毎年度初めの全学入試協議会において志願者の応募状況の結果

を分析し、それを受けて全学入試協議会及び学内理事会で審議し、当該の学部教授会に諮

って行うことになっている。 

この全学入試協議会に加えて、2012 年度入試(2011 年度)より、各学部入試運営委員に入

試委員を加えた入試(広報)委員会の開催（月 1回の割合）を恒常化し、合わせて 4月から 7

月についてはオープン・キャンパスの運営にあたっての、また 11 月から 1月については大

学案内の作成にあたっての各学部入試運営委員と入試委員に学部長、および学科主任と、

入試センター副センター長および入試事務スタッフを参加メンバーとした学部単位での会

議を開催し、受験生に対する各学部・学科の特長の広報方針の決定、入試受け入れ方針の

 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 

入学定員 10 名 10 名 10 名 10 名 

入学者数 ８名 13 名 ７名 ７名 
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厳密化と適正化に向けた取り組みをスタートした。 

従来から、本学では AO入試を始めとする各種入試で、本学への志望理由だけでなく、学

部・学科の志望理由と提供するカリキュラムとの合致を一つの受け入れ基準としてきた。

これらの取り組みの結果を反映し、特に AO入試では、本面談の前の段階で、各学部・学科

のカリキュラム特徴の説明を受験希望者に対して入念に行うと共に、志望理由について複

数の教員が複数の機会にわたって確認を行った上で希望する受験生の出願を受け付ける体

制を整え、受験生の入学後の希望学習内容と所属学部・学科の用意するカリキュラムとの

不一致を避けることを目指してきた。さらに、AO 入試に偏らない学生受け入れ実績を実現

するため、経済学部、スポーツ健康科学部を中心として、AO 入試におけるエントリー時点

からの指導・受け入れ評価の厳格化にも取り組んでいる。 

さらに、推薦入試、AO 入試といった合否判定が早い時期になされる入試種別で受験する

生徒への対応に関する高等学校からの要請にも応え、推薦入試、AO 入試での合格者の勉学

意欲の継続・向上のための目標の提供を企図して、入学前学習指導を行ない、基礎学力の

向上を図っている。2013 年度入試では、奨学生選抜入試の取り組みも開始している。 

また、推薦入試、AO 入試の実際の面接試験に際しても、志望学部の教員を含む 2 名の教

員による面接試験を実施し、面接評価の客観性・適切性・公正性の向上に取り組んでいる。

さらに、面接試験に関しては、一度の面接で不合格の評価となった場合、学部長と入試運

営委員の 2 名での再面接を用意し、受験生の適性評価に関する適切性と客観性を担保する

体制を整えている。 

今後、本学への志願者の増加があまり期待できない以上、各学部教授会はもとより、創

立 50 周年記念事業に向けて発足した将来構想検討委員会といった全学的な組織とも連携し、

5 年先、10 年先を見据えた中・長期的な構想計画を立てることが課題である。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

 本学における学生募集、入学者選抜の検証は、毎年 4 月、入試結果を踏まえて、学長を

委員長とする全学入試協議会において行われ、それを受けて、経済学部でも、学生募集の

あり方、入試の種別による検討を加えている。 

    

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

 本学における学生募集、入学者選抜の検証は、毎年 4 月、入試結果を踏まえて、学長を

委員長とする全学入試協議会において行われ、それを受けて、社会学部でも、学生募集の

あり方、入試の種別による検討を加えている。 

    

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

 本学における学生募集、入学者選抜の検証は、毎年 4 月、入試結果を踏まえて、学長を

委員長とする全学入試協議会において行われ、それを受けて、流通情報学部でも、学生募

集のあり方、入試の種別による検討を加えている。 

    

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

 本学における学生募集、入学者選抜の検証は、毎年 4 月、入試結果を踏まえて、学長を
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委員長とする全学入試協議会において行われ、それを受けて、法学部でも、学生募集のあ

り方、入試の種別による検討を加えている。 

    

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

 本学における学生募集、入学者選抜の検証は、毎年 4 月、入試結果を踏まえて、学長を

委員長とする全学入試協議会において行われ、それを受けて、スポーツ健康科学部でも、

学生募集のあり方、入試の種別による検討を加えている。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

 本研究科における学生募集および入学者選抜につては、大学院入試の終了後に行われる

研究科委員会で、毎回その内容が確認され、所定の受け入れ方針（合否判定基準）に基づ

き、公正かつ適切に実施されているかどうか検証している。なお2012年度には、学長から

の要請文に基づき、研究科における入学定員の妥当性、研究科のあり方などについて討議

した【根拠：5‐19（既出1-13）「学長からの要請文」及び各研究科委員会議事録】。 

    

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

 本研究科における学生募集および入学者選抜につては、大学院入試の終了後に行われる

研究科委員会で、毎回その内容が確認され、所定の受け入れ方針（合否判定基準）に基づ

き、公正かつ適切に実施されているかどうか検証している。なお2012年度には、学長から

の要請文に基づき、研究科における入学定員の妥当性、研究科のあり方などについて討議

した【根拠：5‐19（既出1-13）「学長からの要請文」及び各研究科委員会議事録】。 

    

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

 本研究科における学生募集および入学者選抜につては、大学院入試の終了後に行われる

研究科委員会で、毎回その内容が確認され、所定の受け入れ方針（合否判定基準）に基づ

き、公正かつ適切に実施されているかどうか検証している。なお2012年度には、学長から

の要請文に基づき、研究科における入学定員の妥当性、研究科のあり方などについて討議

した【根拠：5‐19（既出1-13）「学長からの要請文」及び各研究科委員会議事録】。 

    

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

 本研究科における学生募集および入学者選抜につては、大学院入試の終了後に行われる

研究科委員会で、毎回その内容が確認され、所定の受け入れ方針（合否判定基準）に基づ

き、公正かつ適切に実施されているかどうか検証している。なお2012年度には、学長から

の要請文に基づき、研究科における入学定員の妥当性、研究科のあり方などについて討議

した【根拠：5‐19（既出1-13）「学長からの要請文」及び各研究科委員会議事録】。 

    

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

 本研究科における学生募集および入学者選抜につては、大学院入試の終了後に行われる

研究科委員会で、毎回その内容が確認され、所定の受け入れ方針（合否判定基準）に基づ

き、公正かつ適切に実施されているかどうか検証している。なお2012年度には、学長から
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の要請文に基づき、研究科における入学定員の妥当性、研究科のあり方などについて討議

した【根拠：5‐19（既出1-13）「学長からの要請文」及び各研究科委員会議事録】。 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価        

●基準５の充足状況●基準５の充足状況●基準５の充足状況●基準５の充足状況    

本学では 2012 年度に全学的にアドミッション・ポリシーを策定し、これまで以上に明確

に学生の受け入れ方針を定めている。また学生の受け入れにあたっては、全学入試協議会

が原案を作成し、それを各学部教授会が審議して公正に入学者を決定している。 

学部の定員管理につてはおおむね良好に推移しているが、入試時点での AO 入試合格者、

推薦入試合格者の比率が相変わらず高く、引き続き検討課題となっている。また大学院各

研究では、物流情報学研究科、スポーツ健康科学研究科を除き、入学者、在籍者がともに

定員を大きく下回る状態が続いており、現在、将来構想検討委員会でその整理統合も含め

て検討を進めている。 

以上、定員管理において問題点は残るが、その他の点については、基本的に基準５の点

検・評価項目をほぼ満たしているといえる。 

 

    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 学生の受け入れ方針が、大学として、またすべての学部・研究科ごとにホームページ、

大学案内、学生募集要項（入試要項）などに明示され、さらにオープン・キャンパス

や入試相談会を設けて、受験生への周知に努めている。 

・ 本学の理念に基づいて、志と気概を持った個性豊かな学生を受け入れるために、一般

入試のような学力試験だけでなく、書類審査と面接を重視している推薦入試や、志願

者と長い時間をかけながら数次の面接と添削指導を行っている AO入試などを実施して

いる。 

・ 推薦入試や AO入試などにより早期に入学が決定する学生が多くなっていることや、基

礎学力に差のある学生が多く入学していることなどから、合格から入学までの期間を

有効に使うために、入学前学習指導（国語、英語、数学）が実施されている。 

・ 両キャンパスで 6 月前後にそれぞれ実施してきた高大接続の施策である「高等教育振

興室設置」の成果として、高等学校の意見・要望を反映させ、学生募集と教育活動の

見直しに努めている【根拠：5‐20 流通経済大学高等教育振興室設置に関する規則】。 

・ 2013 年度入試より、「奨学生選抜入試」を導入した。入学試験で優秀な成績を収めた向

学心に富む学生を特別奨学生に採用し、原則 4 年間にわたり学習奨励費として授業料

相当額を支給している【根拠：5‐21 特別奨学生に関する規程】（特別奨学生制度）。

なお、2013 年度入試においては、一般入試 3 科目型と同様の試験で実施したが、志願

者 216 名、入学者 26 名（入学-定員 30 名）であった。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    



162 

 

・ 入学者比率の適正化に向けた取り組みの成果の一端として、経済学科、経営学科とも

に、AO 入試の入学定員を超過しているものの、ある程度の減少を達成し、若干である

が一般入試での入学者比率の増加傾向が認められてきている。 

    

＜社会学部＜社会学部＜社会学部＜社会学部＞＞＞＞    

・ オープン・キャンパスを利用したスペシャルイベントでは、在学生がそれぞれの学び

を紹介するプログラムを設けるなど、高校生が大学入学後の学生生活を具体的にイメ

ージできるような情報提供を行っている。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ 流通情報学部の特徴をわかりやすくまとめたパンフレットを作成し、オープン・キャ

ンパスや大学説明会の際に受験生に配布・説明している。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ AO 入試におけるエントリー基準の統一により、入学者の質の向上を目指している。 

・ 指定校推薦入試の志願者・入学者の増加により、両学科の趣旨にあった学生が増えて

いる。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

・ AO エントリーの基準の統一による、学生の質の向上が見受けられる。 

・ 一般入試（基礎学力が高いと考えられる）での合格者の割合が増加している。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・ 前回の認証評価（2007年）で助言を受けた未・非開講科目の多さを改善すべく、2011

年度と2012年度に合計4名の准教授および2名の特任教授を大学院の担当教員として新

規に加えた。 

・ 2012年度から大学院教育改革のためのFD研修会を行なっている。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 少人数ではあるが、学部を卒業し社会人となってから再び高度な知識を身に着けるた

めに大学院（修士課程）に入学した例や、現役の大学教員が入学した例も見受けられ

る。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 2011 年度よりスポーツ健康科学研究科内において研究倫理委員会を設置し、当研究科

に在籍する大学院生の調査・研究について倫理規定をもとに審査を行っている。 

・ 当大学スポーツ健康科学部以外の学部および他大学からの入学希望者がいる。ことは

定員充足において非常に重要なことであると思われる。 

・ アジアを中心とした海外からの留学生を現在 2 名受け入れているが、彼らは当大学の

ホームページなどの情報をもとに各自が個人的にアプローチしてきている。 
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・ 当研究科の教員の中には、文部科学省の科学研究費や民間研究助成金を獲得して研究

成果を出している若手の教員がいる。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 2013 年度における AO 入試（課外活動 AO 入試、社会人 AO 入試を除く）の入学定員は、

ビジネス法学科を除き、他の学科はいずれも AO入試の入学定員を超過している。これ

は大学全入時代という厳しい入試状況から、まず各学部・学科の定員確保が最優先さ

れ、結果的に早期に学生募集が可能な AO 入試の入学者数が増加したためである。 

・ Ⅴ－1(3)でも示したとおり、編入学定員に対する編入学者の比率が、極めて低い状況

にある。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

・ 2010 年度以降、入学定員の 1.25 倍を超える入学者を迎え入れていることが在籍学生の

過剰を生み出しており、また毎年少なくない学生が様々な理由から退学している。    

・ AO 入試による入学者の割合を減らし、一般入試受験者数の数を増加させる必要がある。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ 経済学や法学に比べると、「社会学」は高校生にとって聞き慣れない分野ともいえる。

「人を中心に据えた本学の社会学部の特徴」をどう伝えていくか、高校生により一層

わかりやすく伝えることが求められる。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ 外国人留学生の志願者が減少している。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ 一般入試（基礎学力が高いと考えられる）の志願者が減少している。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞ 

・ 公募制推薦入試の志願者が減少している。 

・ 指定校推薦枠の見直しが必要である。 

・ 一般入試における受験者数の増加を図る。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・修士課程の入学希望者を増やすためのさらなる方策を早急に立てる必要がある。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 本研究科の受験生を増やし、定員を充足していくのは、少子高齢化や就職難などの社会

情勢に鑑みて非常に困難を伴うが、早急に対応策を考える必要がある。 
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＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・ 日本人大学院生数を増やすことが望まれる。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

・ 学生の多様なニーズに対応するため、修士論文を作成しなくても課程を修了し修士学

位を取得できるコースを設定し、入学後に選択できるような制度の導入を検討すべき

である。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 本学は社会科学系の学部を中心にスタートした大学であり、理系分野の研究科はスポ

ーツ健康科学部のみであるため、実験及び調査に必要な機器や備品の整備など研究環

境の充実を図る必要がある。 

・ 大学の全入時代に、今後も安定的に収容定員を満たすため、これからの方策を真剣に

考える必要がある。 

・ 現在は、海外に研究科独自の提携大学が存在せず、留学生の受け入れも留学生が自ら

当大学をホームページなどの情報を得て各自が個人的にアプローチしてきている。 

 

 

３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 今後とも、ホームページ、大学案内、学生募集要項（入試要項）、パンフレットなどを

通じて、本学の学生の受け入れ方針を広く広報し、それぞれの学部・研究科の教育理

念や目標を十分に理解した上で志望する受験生を少しでも多く確保する。そのため

2011 年度（2012 年度入試）より、各学部の入試担当運営委員に入試委員を加えた入試

（広報）委員会の開催を恒常化するなど、広報活動に積極的に努めている。 

・ 前述した入学前学習指導（国語、英語、数学）に加えて、入学直後におけるアチーブ

メント・テストの導入や能力別クラスの編成（2014 年度より英語クラスにおいて実施

予定）など、実行できることから順次実施に移している。 

・ 上記の入学前学習指導の整備、見直し、奨学生選抜入試入学者に対する特別授業の実

施などを続け、広報施策のひとつである高等学校訪問による高等学校との教育連携を

進めていく。 

・ 「奨学生選抜入試」で入学した特別奨学生は、奨学金の給付を受けるだけでなく、大

学での学業を達成するために特別なプログラム（キャリア特講、グローバル・コミュ

ニケーション、チューター制度など）を受けることになる。まだ導入して 1 年である

が、特別奨学生の生活態度や学習姿勢などをみると、一定の成果を上げている。なお、

参考までに、2013 年度の 1 年生について、特別奨学生とそれ以外の学生の GPA（平均

値）を算出した。特別奨学生では、2.95、それ以外の学生では 1.99 となっている。今

後も各学部での検討を踏まえて、その指導を強化していく。 



165 

 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

・ 今後とも AO 入試での入学者数の適正化に取り組み、全学的な奨学生入試などの試験制

度を活用して、一般入試志願者の割合を増加させる。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ オープン・キャンパスを利用したスペシャルイベントでは、これからも学科トピック

スや授業の感想など、現役学生の素顔を様々な形で伝える努力を続ける。 

 

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ オープン・キャンパスのスペシャルイベントにおいて、流通系と情報系の両コースの

教員がそれぞれの特徴を説明する模擬講義と相談会を開催し、流通情報学部の学びを

具体的に紹介する。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ 法科大学院、司法書士、行政書士等の資格や公務員試験をめざす学生を対象に、「特別

クラス」を開講し、高校生もこの特別クラスに出席して刺激を受けている。彼らは、

この特別クラスに大学生になった後の目標を見出し、わかりやすい将来展望を描くこ

とができているので、今後ともこうした取り組みを続けていく。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

・ AO 入試による入学者数の適正化を今後も続けていく。 

・ 特別奨学生選抜入試などの新たな入学者選抜方法を活用し、一般入試の志願者を広く

集めていく。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    

・ 開講科目の充実をさらに続け、入学希望者の増加を図る。 

・ 今後さらにFD活動を活発化していく予定である。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞    

・ 多様な経歴の入学者を確保するための方策を考える。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 2011 年度より入学資格審査による入学者の受け入れを行っており、これによりスポー

ツ・健康に関してより実践的な現場での実績を有する者を受け入れることができるよ

うになっている。 

・ 当研究科の教員の中には、国内にとどまらずアジア圏の競技スポーツにおいて競技力

向上及びスポーツ医科学の分野で成果を出している者もおり、その成果を広く広報し

ていく。 

・ 今後も科学研究費や民間研究助成金を獲得して研究成果を出せるように方策を練る。 
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②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ Ⅴ－1（3）で示したとおり、AO 入試の入学者の比率を若干下げることができたが、特

に、経済学部（経済学科、経営学科）やスポーツ健康科学部では、入学者の数が AO入

試の入学定員を大幅に超過している現状にあるため、AO 入試による入学者数を削減す

る努力を続けている。 

・ Ⅴ－1（3）で示したとおり、未だ編入学定員を確保できない現状であり、改善すべき

である事項と認識している。このため、提携する短期大学（東京交通短期大学ほか）

や専門学校への働きかけを引き続き強化し、編入学定員の確保に向けた努力を続けて

いるが、創立 50 周年記念事業に向けて発足した将来構想検討委員会とも連携し、編入

学定員の見直し（削減）や返上などについても検討している。 

 

＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞＜経済学部＞    

・ 少子化の進展や経済学離れが顕著となっている今日では、適正な入学定員を確保する

とともに在籍学生の退学を抑制することが大切である。後者の点は退学者の検証とと

もに経済学部の教育目標・内容を周知し、学部教育に合致した学生を確保していく。 

・ 特に経済学科に関して、入学後にどのような知識やスキルが身に付くかが十分明確に

提示されているとは言い難いので、この点を改善し、一般入試受験者数の増加を図る。 

 

＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞＜社会学部＞    

・ オープン・キャンパスを利用したスペシャルイベントなどにおいて、在学生がそれぞ

れの学びを紹介するプログラムを設けるなど、高校生が大学入学後の学生生活を具体

的にイメージできるような情報提供を積極的に展開する。 

    

＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞＜流通情報学部＞    

・ オープン・キャンパスの際に学生アシスタントの一員として留学生に加わってもらい、

留学生の視点から流通情報学部を紹介している。 

 

＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞＜法学部＞    

・ 法学系科目は難しいというイメージが強い。そこで、法律が社会においていかに必要

であるかを理解してもらい、一般入試受験者を含めた、志願者に対する本学部の教育

課程のより一層の周知、広報を図る。 

 

＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞＜スポーツ健康科学部＞    

・ 入試種別による一斉学力調査のデータや単位取得状況の把握を試み、今後の学生募集

の分析と改善につなげる。 

 

＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞＜経済学研究科＞    
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・ 修士課程の入学希望者を増やすための方策について、現状においては必ずしも十分な

取り組みがなされているとはいえない。将来構想検討委員会での議論も踏まえて、今

後のあり方を模索していく。なお、修了生の進路指導・就職支援にいっそう注力して

いくことも必要な方策である。 

 

＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞＜社会学研究科＞ 

・ 受験生を増やすには、本学学部からの受験生を増やす方策と、大学外部から国内外の

受験生及び社会人を獲得する方策とが考えられる。前者の場合は「小中一貫校」にみ

られるように、大学学部から大学院までの一貫したカリキュラムのもとでの高度専門

的職業人の養成カリキュラムを整える必要がある。また、国内外の学生や留学生の募

集には、積極的な広報活動が必要となる。この点に関しては、単なる一研究科では対

応しきれない問題も山積しており、大学全体の取り組みとして対応を図る。 

 

＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞＜物流情報学研究科＞    

・ 日本人大学院生数を増やすためには、大学院終了後の就職先確保を明確にする必要が

ある。2013 年 9 月 28 日に開催した国内物流業界と当該大学院学生が集団面接を実施し

た物流人材マッチングプロジェクトなどのイベントをシステム化して、日本人学生が

安心して大学院に進学できるようにする。また、社会人大学院生数を増やす方策も考

えられ、社会人に対応したカリキュラムの導入も検討する。 

 

＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞＜法学研究科＞    

・ 学長からの要請を受けて、本研究科では答申をまとめたが、今後もこうした努力を重

ねていく【根拠：5－18（既出 1-14）学長の要請に対する法学研究科の答申】。 

 

＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞＜スポーツ健康科学研究科＞    

・ 研究科で必要とされる実験及び調査に関する機器・備品の整備については、今後も大

学当局にたいして要望を出し、研究環境のさらなる充実を図っていく。 

・ 今後も収容定員を満たすためには、小児のスポーツ分野、高齢者の健康スポーツの分

野、障害者スポーツの分野、スポーツ・マネジメントの分野においてプロモーション・

リーダーを育成していくことを目標に他学部との連携による学生の確保検討していく。

また他大学への広報活動を図り、スポーツ健康科学分野の大学院が無い競技実績のあ

る学生や当研究科のプログラムに関心のある学生の受け入れを、ホームページなどの

広報媒体を利用して行う。 

・ 留学生の質の維持と保障という点に関しては、今後アジア圏を含めた海外に提携大学

を作っていき、互いの研究の為により発展的な関係を構築する。 

    

    

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料    

 

基準 資料の名称 資料番号 
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５．学生の受

け入れ 

点検・評価報告書（2007） 

 

流通経済大学の教育方針 

 

平成 25 年度学生募集要項（公募制推薦入

試・一般入試・大学入試センター試験利用

入試） 

平成 25 年度学生募集要項（AO入試） 

平成 25 年度学生募集要項（AO 入試・課外

活動） 

平成 25 年度学生募集要項（指定校推薦入

試・経済学部・社会学部・流通情報学部・

法学部） 

平成 25 年度学生募集要項（指定校推薦入

試・スポーツ健康科学部） 

平成 25 年度学生募集要項（外国人留学生募

集要項） 

平成 25 年度学生募集要項（付属高校・教育

提携高校推薦入学者用） 

平成 25 年度学生募集要項（編・転入試） 

2013 年度 入学手続の手引 

学びのトレーニング 1 年ゼミ指導の手引 

大学院学生募集要項 

社会学研究科 履修モデル 

 

全学入試協議会規則 

入学者選抜規則 

入試 HP 

学長の要請に対する法学研究科の答申 

 

「学長からの要請文」および各研究科委員

会議事録 

高等教育振興室設置に関する規則 

特別奨学生に関する規程 

5‐1 

（既出 1‐15） 

5‐2 

（既出 1‐9） 

5‐3 

 

 

5‐4 

5‐5 

 

5‐6 

 

 

5‐7 

 

5‐8 

 

5‐9 

 

5‐10 

5‐11 

5‐12 

5‐13 

5‐14 

（既出 1‐7別冊 3） 

5‐15 

5‐16 

5‐17 

5‐18 

（既出 1-14） 

5‐19 

（既出 1-13） 

5‐20 

5‐21 
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Ⅵ．学生支援Ⅵ．学生支援Ⅵ．学生支援Ⅵ．学生支援    

 

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明        

（１）学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する（１）学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する（１）学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する（１）学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を明確に定めているか。方針を明確に定めているか。方針を明確に定めているか。方針を明確に定めているか。    

 

 本学では、学生支援（修学支援・生活支援・進路支援）に関わる事柄は、学生部、教育

学習支援センター、就職支援センター、国際交流センター、総合情報センター、スポーツ

健康センターなどが関与している。全学的な学生支援の方針は明確には定められていない

が、前回の認証評価の際に、「学生生活」支援の指針として次のような到達目標を掲げ、基

本的にはこれに準じた学生支援を行なっている【根拠：6－1（既出 1－15）点検・評価報告

書（2007 年）301 頁】。 

 

到達目標 

① 本学の学部及び大学院の学生が入学時の目標を達成できるように支援する。 

② 学生が心身ともに健康に過ごせるように、日々の健康管理やその啓蒙に努める。 

③ 勉学意欲の維持や伸張を、学生本人や保護者と話し合い、協力して行う。 

④ 学生生活の背景となる経済的基盤への配慮と支援を行う。 

⑤ 課外活動や地域活動への積極的な参加を支援する。 

⑥ 学生に人生設計の重要性と働くことの意義を学ばせ、就業意欲の高揚に努める。 

⑦ 体系的なキャリア形成支援、就職活動支援のプログラムを確立し、展開する。 

 

＜教育学習支援センター＞＜教育学習支援センター＞＜教育学習支援センター＞＜教育学習支援センター＞    

流通経済大学は 1965 年の開学以来、実学主義・リベラル・アーツ（教養教育）の重視・

少人数教育というモットーを掲げ、学生一人ひとりに寄り添い、学生の個性を最大限に尊

重する教育を一貫して目指してきた。とりわけ、少人数教育への取り組みについては、全

学生を 1 年次からゼミに所属させることによって小クラス担任制を実現し、学生一人ひと

りに対して細やかな個別指導を継続的に行っていることが社会的にも高く評価されている。 

しかし近年、社会の様々な変化に伴い、学生の資質や能力、知識、興昧・関心も多様化

し、大学入学後に、大学での学びに戸惑いを感じたり、他者との関係を適切に築くことが

できないなど、大学という環境にうまく適応できない学生が少なからず見受けられるよう

になった。そこで 2009 年 9 月、「一人ひとりの学生を大切に育てる」という本学のこれま

での取り組みをさらに推し進め、学生一人ひとりに対してこれまで以上にきめ細やかなケ

アとサポートを行なうことを目的として、教育学習支援センターが設立された。 

 教育学習支援センターの目的は、教育学習支援センター規則において、「ＦＤ活動並びに

学生に対する学習支援等の活動を積極的に推進し、本学の教育の質的向上に資すること」

（第 2 条）と明記され、またこの目的を達成するために、次の６つの業務が掲げられてい

る【根拠：6－2 教育学習支援センター規則】【根拠：6－3 教育学習支援センターのご案

内】。 
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(1) ＦＤ活動の推進に関すること 

(2) 学生の学習支援に関すること 

(3) 学生の出席状況の改善に関すること 

(4) ＲＫＵウィークに関すること 

(5) ゼミ等の運営支援に関すること 

(6) その他教育学習支援に関すること 

（教育学習支援センター規則・第３条） 

 

（ただし、これら６つの業務のうち、第１番目に掲げられている「ＦＤ活動の推進に関す

る」業務は、その後、教育学習支援センターの業務量が毎年増加し、すべてを的確に運営

することが極めて困難となったために、現在は、その業務の一部を他の機関（全学 FD 委員

会）に委ねている。） 

 

教育学習支援センターには、学長指名のセンター長、副センター長が置かれ、各学部か

ら選出されたセンター運営委員と協力しながら、全学の学生支援にかかわる事項に対応し

ている。またセンターには専任の所員（現在は６名）が常駐しており、事務スタッフ、学

生スタッフ（SA）と連携しながら、センターの運営にあたっている。このほかセンターは、

すべての学生の「学びへの意欲」を高め、より充実した学生生活を過ごせるように、学生

部・学生相談室・就職支援センターなどの関係各機関とも密接に連携をとり、学生のキャ

ンパスライフ全局面へのサポートを行なっている。 

 

＜就職支援センター＞＜就職支援センター＞＜就職支援センター＞＜就職支援センター＞    

 進路支援・就職支援については、教員組織の就職委員会と事務組織の就職支援センター

とが担当し、教養ある実業人を育成するための各種のプログラムを展開している。具体的

には、「就職委員会は、就職支援センターと連携を保ちつつ、学生の就職に関する訓練・講

習の企画に関する事項等」（就職委員会規則）を審議し【根拠：6－4 就職委員会規則】、

就職支援センターは次の各項の業務を行なっている【根拠：6－5 日通学園事務組織規則

（第 23 条）】。 

 

(1) 就職支援委員会に関すること 

(2) 学生の就職相談及び就職あっせんに関すること 

(3) 求人先の開拓推進及び連携強化に関すること 

(4) 就職相談ならびに就職あっせんのための資料整理と情報収集に関すること 

(5) 就職に関する調査及び統計に関すること 

(6) 学外に対する就職関係の業務連絡及び情報交換に関すること 

(7) 就職資料室の管理に関すること 

(8) その他学生の就職に関すること 

 

2011 年中央教育審議会におけるキャリア教育に関する答申を受けて、本学では学生が社

会的・職業的に自立するための能力を涵養すべく、きめの細かい教育体制を整備している。
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就職はゴールではなく、自身のキャリアを形成していくための重要な通過点であるという

認識のもと、「キャリア教育は大学 4年間を通じて行なう」という基本的な方針を立て、各

学部の教育課程表を整備し、キャリア科目群の中に「キャリア形成」「社会・企業研究」「学

科選定」「進路支援」の科目を配置した。また、学生の持つ個性、潜在能力を最大限まで伸

ばすために、多くの課外講座を用意し、あわせて各種の就職関連イベントを開催して、低

学年から積極的にキャリア教育の展開を図っている。 

 

＜国際交流センター＞＜国際交流センター＞＜国際交流センター＞＜国際交流センター＞    

本センターは、2007 年 10 月、国際交流を効果的に推進し、教育と学術交流の充実発展に

寄与することを目的として設置したものである。留学生の受け入れ、支援業務及び海外留

学の業務を一元的に対応し、留学生支援をきめ細かく行うとともに、受け入れ態勢の一層

の整備充実を図ることを目的としている【根拠：6－6 国際交流センター規則】。 

本センターの運営委員は、センター長、副センター長、さらに専任教員の中から学長が

委嘱した者 3 名、入試センター長、教務部長、学生部長、国際交流主管およびセンター事

務部長またはそれに代わる者によって構成されている。 

学生への業務としては、龍ヶ崎キャンパス、新松戸キャンパスのそれぞれにセンター窓

口を設置し、両キャンパスでの充実した連携体制がとられている。具体的な業務内容とし

ては、外国人留学生の留学生活のサポート、および外国への留学を希望する学生のサポー

トがあり、これに伴うさまざまな事務手続き、情報提供、各種相談も行っている。 

このうち、外国人留学生に向けては、その受け入れや支援、学生生活支援、学生相談、

奨学金や学費補助、アパート等の寄宿舎紹介などを行っている。特に入学後も、ゼミや授

業担当者と密に連携し、必要に応じて随時面談を行うなど、きめ細かく対応している。 

また、外国の大学及び研究機関との交流の推進については、すでに、韓国（南ソウル大

学校、又松大学校、東西大学校）、中国（首都経済貿易大学、北京物資学院、東北財経大学、

海南大学）、台湾（南台科技大学、大仁科技大学、淡江大学管理学院、天主教輔仁大学）、

タイ（タマサート大学）、ネパール（トリブバン大学）、アメリカ（ノーザンアリゾナ大学）、

ポルトガル（ベイラ・インテリオール大学）との交流協定を結んでいる。特に、韓国、中

国にむけては、毎年、学生の派遣と受け入れを行うなど、活発な交流を行っている。今後

も、欧米圏の諸大学との交流に向けた交流を図っていく計画を進めている。 

これまでの海外研修の実績としては、交換留学については、アジア圏に毎年学生を派遣

しており、その内訳は、2007 年度中国 1名、2008 年度中国 2名、2009 年度中国 2名、2010

年度中国 2名、2011 年度中国 1名、韓国 1 名、2012 年度韓国 1 名、中国 1名である。 

海外留学（２か月以上１年以内の期間）については、アジアや欧米諸地域に留学生を送

っており、その実績は、2007 年度アメリカ 1名、カナダ 3 名、2008 年度ニュージーランド

1 名、韓国 1 名、アメリカ１名、オーストラリア１名、2009 年度カナダ 4 名、アメリカ 1

名、オーストラリア 1名、ウガンダ 1名、2010 年度オーストラリア 1名、2011 年度アメリ

カ 2 名、2012 年度 アメリカ 1名となっている。 

さらに異文化研修（２週間以上２か月未満の期間）については、2007 年度アメリカ（サ

ンディエゴ）7 名、2008 年度ポルトガル 1 名、カナダ 1 名、オーストラリア４名、アメリ

カ 1 名、2009 年度ポルトガル 1名、アメリカ 3名となっている。このうち、2008 年度のオ
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ーストラリアについては、就業体験を加えた研修であり、ポルトガルは EUの主催する夏季

セミナーへの参加、アメリカは南オレゴン大学の語学研修である。近年は、異文化研修の

充実を図っており、2010 年度はカナダの JTB バンクーバー支店において、7 名の学生が現

地研修を行った。2011 年度は、ポルトガル 3 名、アメリカ 5名、カナダ 13名、イギリス 2

名、2012 年度はアメリカ 4 名、フィジー1 名、カナダ 7 名、イギリス 6名となっているが、

イギリスについては、2012 年度から研修を開始したチチェスターカレッジとの提携に向け

た準備を、現在進めている【根拠：6－7 留学に関する規則】。 

 

＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞    

総合情報センターは、情報ネットワークによる情報環境の整備および教育・研究の推進

を目的としている。組織編成は下図の通りである。まず IT戦略会議は全学的な方針を検討

するもので、会議体自体は10年おきに設置されている。2012年から第二次の活動を開始し、

今後 10 年を見据えた本学の情報環境戦略を「ネットワーク」、「学部情報環境整備」、「事務

システム」の 3 部門に分かれて検討している。なお 2013 年 4 月から「ネットワーク」「学

部情報環境整備」はひとつに統合されている【根拠：6－8 IT 戦略会議要綱】。 

次に総合情報センター運営委員会は、年次計画について審議する。この運営委員会は、

各部局長（教務部長、学生部長、図書館長、就職支援センター長、教育学習支援センター

長、入試センター長、総務部長、経理部長、新松戸総合事務センター長）と教育研究シス

テム専門部会のメンバーによって構成されていた。しかし、こうした組織構成では日々発

生する問題に機動的に対処することは難しく、委員構成の変更が検討された。その結果、

2013 年 10 月 1日を施行日とする「総合情報センター運営委員会規程」の改正が行われ、委

員の構成は、センター長・副センター長、各学部・一般教養連絡会議選出の委員各 1 名と、

教務部長、総務部長、総合情報センター事務部長に縮小された【根拠：6－9 総合情報セ

ンター運営委員会規定】。 

総合情報センターは、センター長、副センター長、教育研究システム専門部会、情報シ

ステム課によって構成される。教育研究システム専門部会は運営委員会に置かれるが、2013

年 10 月から運営委員会規程を「専門部会を置くことができる」と変更し、この部会を委員

会本体に統合した。 

教育研究システム専門部会は、学部から 1 名ずつ計 5 名の教員で構成され、利用者の意

見聴取に努めつつ中短期の意思決定を行っている。情報システム課は、事務部長、専任職

員 5 名、インストラクター業務契約職員 4 名、システム運用管理委託技術者 1 名から構成

され、ハードウェアおよびソフトウェアの保守・更新、パソコン室を利用した正課・課外

の授業のサポートなどのほか、情報環境の整備にかかわる日常業務全般を担っている。教

育研究システム専門部会と情報システム課のメンバーは、総合情報センター運営委員会を

通して情報環境の将来計画策定を補助するほか、情報セキュリティに関するリスクマネジ

メントにも関わっている。 

情報基礎連絡会は初年次教育の一つである全学共通科目「情報基礎」を運営する教務委

員会の下部組織であるが、総合情報センターとの連携が欠かせないことから、教育研究シ

ステム専門部会のメンバーが情報基礎連絡会のメンバーを兼務し学部の意向を伝えている。 

なお、2008 年度までは学長が総合情報センター長を兼務していたが、2009 年度以降はセ



173 

 

ンター長がおかれ、兼務の状態は解消された。また、業務量の増加に対応するため、2007

年 4 月に新松戸キャンパスに 1名、2012 年 11 月に龍ヶ崎キャンパスに 1 名、専任職員が増

員され、慢性的な人員不足の状態を脱して小康状態を保っている。 

 

＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞    

 本学では、龍ケ崎キャンパスに、下記のスポーツ健康施設を有している。 

(1)スポーツ健康センター（附属施設を含む）、(2)講堂兼体育館、(3)トレーニング場、(4)

テニスコート、(5)柔道場、(6)剣道場、(7)弓道場、(8)ラグビー場、(9)第２ラグビー場、

(10)サッカー場、(11)フットボールフィールド、(12)多目的グラウンド（アメフト場）、(13)

牛久グラウンド（硬式野球場）、(14)多目的室内練習場、(15)廣瀬記念グラウンド（陸上競

技場）。 

 スポーツ健康センターは、これらの施設・設備を積極的かつ効果的に利用することを通

して、本学の学生や教職員の健康増進を図ることが目的である。これを実現するため、専

任教員と教務、学生、総務、管財等の部課長などで構成する「スポーツ健康センター運営

委員会」を設置している。 

 運営委員会では、「スポーツ健康センター規則」のもとに、1)学生、教職員の健康増進に

関すること、2)施設の学内外の利用に関すること、3)施設を利用した事業の企画・立案・

実施に関すること、4)施設の運営および管理全般に関すること、5)その他スポーツ健康に

関すること、などの業務内容について検討し、施設の効率的な利活用を図っている。そし

て、現状では、①施設・設備の管理・運用、②スポーツ健康相談室、③スポーツ健康推進

室という３つの事業を大きな柱にしている【根拠：6－10 スポーツ健康センター規則】。 

 「施設・設備の管理・運用」では、上述した関連施設・設備が安全に運用されるよう日

常管理するとともに、授業や課外活動、学外者への施設貸出を含む各種イベント等の利用

予約調整を行っている。また、センター付属施設のトレーニングルームやプール等を本学

学生・教職員に一般開放し、健康増進の一助としている。「スポーツ健康相談室」では、学

生・教職員の健康増進に関連する相談を広く受け付け、来談者のニーズに即して運動プロ

グラムを提供したり医学的観点からアドバイスしたりしている。また、医事的な相談や傷

害発生時の応急処置の体制を充実させるため、診療所開設許可（2013 年度）を受けたとこ

ろである【根拠：6－11（既出 1－23）スポーツ健康相談室】。「スポーツ健康推進室」につ

いては、現状では正式に開設されていないが、これまで行われてきた地域住民参加のスポ

ーツ教室等における施設・設備の提供等をさらに発展させたプログラムを実施することが

検討されており、現状ではパイロットスタディ的に本学学生・教職員を対象とした各種の

講習会を開催したりしている。 

 これらの事業を進めるに当たって、運営委員会の下に小委員会を置き、事業全体を統括

している。また、各事業には作業部会を置き（未開設のスポーツ健康推進室を除く）、事業

の進捗管理を行っている。小委員会及び作業部会には、運営委員会と同様、各部署の実務

担当者が選任され、運営されている。 

 

 

（２）学生への修学支援は適切に行われているか。（２）学生への修学支援は適切に行われているか。（２）学生への修学支援は適切に行われているか。（２）学生への修学支援は適切に行われているか。    
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＜学生部＞＜学生部＞＜学生部＞＜学生部＞    

本学の留年者及び退学者の推移は以下の表の通りである。 

    

学科別の留年者数及び退学者数（年度別） 

  2007 

年 

2008 

年 

2009 

年 

2010 

年 

2011 

年 

2012 

年 

経済学科 留年者数 63 34 35 55 74 67 

 退学者数 59 47 51 77 78 71 

経営学科 留年者数 33 14 17 30 33 38 

 退学者数 44 37 37 51 55 41 

社会学科 留年者数 24 13 18 29 37 27 

 退学者数 36 41 39 37 45 42 

国際観光学科 留年者数 20 14 8 13 15 24 

 退学者数 21 25 28 29 31 25 

流通情報学科 留年者数 31 21 21 31 27 43 

 退学者数 24 42 34 71 47 36 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ法学科 留年者数 24 16 10 22 17 20 

 退学者数 22 22 24 26 16 22 

自治行政学科 留年者数 20 11 12 11 18 26 

 退学者数 22 15 20 18 27 28 

ｽﾎﾟｰﾂ健康科学 留年者数 0 0 0 15 14 16 

 退学者数 21 27 37 34 39 35 

全学科計 留年者数 215 123 121 206 235 261 

 退学者数 249 256 270 343 338 300 

 

留年者数については、一時期減少傾向にあったが、このところ増加傾向にあり、各学部・

学科でその対応策について検討を始めている。また退学者数については、次第に増加の傾

向にあり、とくに 2010 年度から急増している。これは、この間の就職氷河期と呼ばれる就

職難や、2011 年 3 月に起こった東日本大震災などが影響していると考えられる（震災のた

め、母国に帰った留学生がそのまま退学したケースなどもある）。こうした学生に対しては、

先に述べた教育学習支援センターにおける早期の対応に加え、学生部でも個別の対応を行

ない、各学生が勉学を続けられるように配慮している。退学希望者に対しては、学生生活

課の職員あるいは学生委員会に所属する専任教員などが必ず面接を実施し、退学理由を把

握するとともに、必要なアドバイスを行っている。 

主な退学理由については、学費未納による退学、進路変更および勉学意欲喪失が多数を

占めており、この間の経済不況や入学時点での志望動機のあいまいさなどが学生の修業に

も大きな影響を及ぼしている。退学者はとくに１年生・2年生に多く、その理由もまた、学

費未納による退学、進路変更および勉学意欲喪失である。 
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さらに入学後 1年以内の退学者の割合をみると、2005 年は 3.4％、2006 年は 3.8％、2007

年度は 4.8％と増加していたが、2008 年度には 3.0％に低下し、その後は 3％台の前半を維

持し、2012 年度は 2.9％まで低下している。これは多様な学生の入学に対応するために、

2008 年度に教育学習支援センターを設立し、そこでのきめ細やかな指導が、少しずつでは

あるが効果を上げてきていると考えられる。なお本学の休学者は、全学の合計でも 10 名以

下で、在籍者数からみると極めて少ないといえる。 

なお、学生の修学状況や日常生活・就職活動などについては、毎年７月から実施される

「父母懇談会」（2013 年度は、龍ケ崎・新松戸両キャンパスを含め全国約 11 ヶ所で開催。

学外開催地は、仙台、盛岡、高崎、松本、名古屋、大阪、高知、那覇、長崎で約 700 名の

保護者が参加）において、教職員が相談を希望する保護者と個別面談を行っており、それ

以外の機会においても、折に触れて情報交換を行っている。 

 

流通経済大学では、従来から、特別な対応が必要となる障がいのある学生の受け入れに

際しては、入学時点で、大学側の出来うる対応について説明し、場合によっては必要なサ

ポートが出来ないこともあると伝えている。そのうえで、障がいのある受験生に、入学を

するかどうかの判断を委ねている。現在までに、重度の脳性まひの学生、筋ジストロフィ

ーの学生、全盲の学生、聴覚障害の学生など、いろいろな障がいをもつ学生が入学し、ま

た無事に卒業していった。こうした学生に対しては、基本的には個々の学生のニーズに応

じた対応策を講じており、障害学生の学習支援も多様である。施設面では、両キャンパス

ともに、学内施設のバリアフリー化に努めている。新規に建設する建物にはエレベーター

やスロープを設置し、既設の建物にもスロープや自動ドアの増設を行っている。下肢障害

学生のための駐車スペースも両キャンパスに用意している。現在、龍ケ崎キャンパスには、

教育棟・研究棟に合わせて９基のエレベーターと９ヶ所の自動ドアが設置されており、下

肢障害の学生のための駐車スペースが２台分用意されている。新松戸キャンパスでは、５

基のエレベーターと 18ヶ所の自動ドア、そして同じく２台分の下肢障害学生のための駐車

スペースが用意されている。（なお障害学生の在籍者は、その数の多い時点（2009 年 4 月）

で、龍ヶ崎校舎では、重度の聴覚障害学生が 1 名、視覚障害学生が 1 名（点字使用）、新松

戸校舎では、車椅子利用の学生が 8名（うち視覚障害で車椅子使用の学生が 1 名）、聴覚障

害の学生が 1 名在籍していた。）今後ともこの方針を堅持し、障がいのある学生もない学生

も、ともに学べるキャンパスの実現に向けて努力を続けていく【根拠：6－12 学びのトレ

ーニング（特別なニーズのある学生への対応）（8－9 頁）】。 

 

これまで、本学における学部学生及び大学院学生に対する経済的支援は、日本学生支援

機構による奨学金の貸与が中心で、2011 年度は 1,918 名（1 種：330 名、2 種：1,588 名）、

2012 年度は 2,047 名（1種：339 名、2種：1,708 名）であった。 
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         奨学金貸与者数一覧（年度別、日本人学生）    （単位；人） 

  2008 

年 

2009 

年 

2010 

年 

2011 

年 

2012 

年 

日本学生支援機構（第 1種） 340 339 280 330 339 

日本学生支援機構（第 2種） 1,096 1,258 1,408 1,588 1,708 

日通育英会奨学金 20 20 17 19 19 

茨域県奨学金 0 1 1 2 4 

大田区奨学金 0 0 0 1 2 

あしなが育英会奨学金 1 1 0 2 2 

交通遺児奨学金 2 1 1 2 2 

熊本市奨学金 1 1 1 0 0 

佐賀県奨学金 1 1 1 0 0 

鹿島市奨学金 3 1 0 0 0 

沖縄県奨学金 1 1 0 0 0 

福島県奨学金 1 1 0 0 0 

その他 0 1 0 0 0 

 

このほか、都道府県や市区町村による奨学金（茨城県 4 名、大田区 2 名）や日本通運奨

学金（19 名）、あしなが奨学金（2 名）、交通遺児奨学金（2 名）など各種団体による奨学金

制度がある（括弧内の数字はいずれも 2012 年度の採用実績人数である）。これらの募集等

については、説明会の開催やパンフレットの配付、Ring（学習情報環境）への掲示などで、

学生への周知徹底を図っている。 

また経済的な困難を抱える学生が増えているので、学費納入猶予の制度を設け、最大 2

ヵ月間の納入猶予も行っている。2012 年度春学期（１年生は入学時に納入するため除く。）

においては、日本人学生 175 名、外国人留学生 152 名がこれを申請し、利用している。 

外国人留学生に対しては、国費による学習奨励費（2012 年度の場合、学部生 47名、大学

院生 5 名）と、本学独自の奨学金制度（流通経済大奨学金：月額 3 万円を給付、学部生 61

名、大学院生 24 名）とがあり、さらには学費の減免制度も用意されており、多くの留学生

がこれらの制度を利用している。2012 年度では、入学者の 80％近くが学費の減免制度を利

用し、授業料の 30％が減免されている。 

 

 

奨学金貸与者数一覧（年度別、留学生） 

 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

国費外国人留学生 5 3 1  1 1 

学習奨励費 77 190 63 52 52 23 

流通経済大学奨学金 95 90 96 88 85 85 

ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 2 2 2 3 4 4 

平和中島財団 2 1 1   1 
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筑波銀行記念奨学基金  1  1  1 

朝鮮奨学会      1 

 

なお東日本大震災の被災学生への学費減免措置も導入しており、全額免除と半額減免の

合計人数は、2011 年度は 59 名、2012 年度は 40 名、2013 年度は 31 名となっている。また

竜巻被害の学生についても、2012 年度に 1名の半額免除を行っている。 

 

本学ではこれまで、日本学生支援機構などの公的な機関による奨学金制度が中心で、学

生の経済的な支援の側面で手薄な状況であった。そこで、2013 年度より、本学独自の奨学

金制度（特別奨学生制度）を創設し、本格的な学生支援に取り組むこととなった【根拠：6

－13（既出 5－21）特別奨学生に関する規定】。この特別奨学生制度は 2 本立てで、本年度

（平成 25年度）入試の段階で 26 名（奨学生選抜入試）を選び、その後、入学後の選抜（学

内で行なわれる学力試験などによる学内選抜）で 19 名を選出している。いずれの場合も給

付型の奨学金で、奨学生選抜入試の合格者は月額 6 万円、学内選抜者は月額 3 万円を支給

することになっている。 

この制度の特徴は、単に学費相当額を給付型で支給するだけでなく、特別奨学生には特

別なゼミ（教育学習支援センター所員によるチューター指導）と講義（キャリア特講とグ

ローバル・コミュニケーションの授業）を義務付け、基本は 4 年間にわたる徹底した指導

を予定している。従来、入学時の成績はよいが、その後周囲に埋没する傾向のあった学生

たちを、本学の模範的な学生として、勉強面だけでなく、人格的にも優れた指導者として

育てる教育を、全学を挙げて取り組むことになっている。 

 

＜教育学習支援センター＞＜教育学習支援センター＞＜教育学習支援センター＞＜教育学習支援センター＞    

教育学習支援センターは現在、学生の学習支援・初年次教育・出席状況の改善（留年・

中退の防止）・ゼミの運営支援を含めた教育支援全般を担当している。 

 まず初年次教育に関しては、新入生を対象に全学を挙げて実施している「RKU WEEK」（入

学後 1 週間にわたって行われる初年次教育期間）を教育学習支援センターが中心となって

統括し、新入生が新しい環境に円滑に移行できるようにサポートしている【根拠：6－14（既

出 1－10）2013 RKU WEEK 教員用ガイド（実施要領）】。この期間中は、全学共通のテーマ

を掲げ、各学部や関係の部局と連動しながら、教員、職員、在校生が一体となって、新入

生の指導に当たっている。ちなみに、2013 年度の RKUWEEK のテーマは次の通りである。 

 

「「「「2013201320132013 年度年度年度年度 RKU WEEKRKU WEEKRKU WEEKRKU WEEK のテーマ」のテーマ」のテーマ」のテーマ」    

（１）学部・学科ガイダンスの徹底学部・学科ガイダンスの徹底学部・学科ガイダンスの徹底学部・学科ガイダンスの徹底 

＊近年の入試の状況、及び在学生の現状（出席不良・成績不振者の増加）に鑑みて、入

学時点での徹底したガイダンス（懇切・丁寧な指導）により、新入生の不安を一掃し、

学習意欲を高め（能動的な学習への誘い）、円滑な大学生活のスタートが切れるように

図る。またディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づく指導を行なう。 

 

（２）基礎学力の向上基礎学力の向上基礎学力の向上基礎学力の向上 
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＊2011 年度から実施している「大学生基礎力調査」（ベネッセ）の結果から、本学に入学

してくる学生の相当数が基礎的な学力面での不安を抱えていることが明らかである。

また 2013 年度の入試では、従来の「入学前学習指導」（駿台予備校の教材）に代えて、

新たに修学基礎講座の教材（ベネッセ）を利用し、本学独自の「入学前学習指導」（英

語・国語・数学の学び直し）を実施している。そこで RKU WEEK 期間中に、この新しい

「入学前学習指導」の理解度を確認し（RKU チェック）、必要な学生には、春学期に修

学基礎講座の受講を義務付ける。 

 

（３）キャリア教育の充実キャリア教育の充実キャリア教育の充実キャリア教育の充実（就業力の育成） 

＊本学におけるキャリア教育重視の一環として、昨年と同様に、入学時点でキャリアに

ついての意識向上を図る。 

（文部科学省令の改正により、2011 年 4 月 1 日より、「大学は、生涯を通じた持続的な

就業力の育成を目指し、教育課程の内外を通じて社会的・職業的自立に向けた指導等

に取り組むこと、そのための体制を整えることが必要」（大学設置基準及び短期大学

設置基準）とされている。） 

 

（４）WEEK WEEK WEEK WEEK からからからから SEMESTERSEMESTERSEMESTERSEMESTER へへへへ（導入教育の展開） 

＊これまでの課題であった導入教育の展開を図る。具体的にはすでに実施している「図

書館ツアー」（WEEK 期間中の実施から春学期への移行）、「大学生基礎力調査のデータ活

用」（1 年ゼミでの調査結果の返却と指導）と同様に、学期を通して導入教育を行なう。 

2013 年度は、「入学前学習指導」（英語・国語・数学の学び直し）の結果を受けて、必

要な学生の指導（修学基礎講座の実施）を行なう。 

 

次に教育学習支援センターは、全学の学生を支援するネットワークの窓口として、教員・

大学内各機関と学生とを有機的に結びつける結節点の役割、学生生活における不安・悩み

はもちろん、学業に関する問題や日常生活における問題も気軽に相談に訪れることのでき

る場、「キャンパスライフに関するよろず相談の窓口」の役割も果たしている。 

 また、単に悩みを抱える学生が教育学習支援センターを訪れるのを待つだけでなく、出

席調査システム（新松戸）なども活用して、理由なく連続して授業を欠席した学生（学生

生活における「つまずき」の一因）を早期に発見して、ゼミ担当教員と連携しながら、学

生の状態・状況の把握に努め、問題が深刻化する前に自分と向き合う機会を設けるなど、

トラブルの早期解決とケア及びサポートを継続的に行っている。 

2010 年度には、このネットワークの強化をはかるべく「学部相談員制度」を全学で導入

し、各学部の全ての専任教員が、学業に課題を抱える学生を個別的に面談・指導（春学期

末・秋学期末に実施）する体制を整え、教育学習支援センターがその運営に当たっている

【根拠：6－15 学部相談員制度について】。これは「一人ひとりの学生を大切に育てる」

という本学の基本理念を体現する制度で、学業における課題だけでなく、個々の学生のプ

ライベートな問題をも含めて、全学の教員が教師として、また人生の先輩として、さまざ

まな相談・アドバイスを与えている。呼び出しを受けた学生は、時には保護者同伴で来学

し、素直に担当教員との面談に応じている。 
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「学部相談員制度における相談・面談の流れに」「学部相談員制度における相談・面談の流れに」「学部相談員制度における相談・面談の流れに」「学部相談員制度における相談・面談の流れに」    

 

                      学生 

 

第 1 層： 

日常的な学生支援 

（各部署窓口対応など） 

 

： 

  

第 2 層： 

制度化された学生支援 

（専任教員による支援、 

オフィス・アワーの 

活用など） 

 

 

 

 

 

 

第 3 層： 

専門的な学生支援 

（学習相談、 

カウンセリング、 

就職支援など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育学習支援センター業務の 3 番目として、これまでも基礎学力の不足している学生、

レポートの書き方やノートの取り方のわからない学生などを対象に、いくつかの補習指導

を行なってきたが、大学全入時代を迎え、本学でもさまざまな学力レベルの学生が入学し

 

 

教育学習支援センター 

情報の収集・具体的な対応を検討。必要に応じて、学部相

談員制度を活用（連絡・面談日程調整なども行なう）。 

学部相談員 

（学部の専

任教員） 

教育学習支

援センター

（教員・所

員・事務） 

 

・就職センター 

・学務課 

・相談室 

等の専門部署 

 

・モチベーションに関わ

る問題（退学希望含む） 

・学業（専門的領域）に

関わる問題など 

・就職関係 

・奨学金関係 

・心因的問題など 

ゼミ 

担当 

教員 

学

部

教

員 

教育学習支援

センター 

（窓口として） 

学務課等

事務窓口 

・対応できない問題（学

生と連絡が取れない、人

間関係の問題など） 

・対応できない

問題 

・退学希望 
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てくるようになった。そこで 2012 年度からは、新入生を対象に（一部、在校生も対象に）、

基礎学力の不足を補うテキスト（国語・英語・数学）を利用して、本格的な補習教育（修

学基礎講座）に取り組むことになった。2012 年度は希望者を対象としたため、受講者は限

定的であったが（龍ケ崎キャンパスで 50 名ほど、新松戸キャンパスで 80名余り）、各受講

者は教育学習支援センターの所員の指導を受け、真剣に課題に取り組んでいた【根拠：6－

16（既出 4－2－15）修学基礎講座のご案内】。 

2013 年度は、入試センター、全学の教務委員会とも連携して、入学時点ですべての新入

生の基礎学力チェック（RKU チェック：国語・英語・数学の基礎的な問題）を実施し、基準

点に足らない学生には、上記の修学基礎講座の受講を義務付けている（対象者は、龍ケ崎

キャンパスで 130 名ほど、新松戸キャンパスで 80名ほど）。 

このほか、これまでは入試センターが担当していた入学前学習指導を引き継ぎ、AO 入試

と推薦入試の合格者を対象に、全 3 冊（それぞれ国語・英語・数学の問題が記載されてい

る）におよぶ基礎学力の確認と向上のためのテキストを作成（ベネッセと共同制作）し、

一般入試を経ずに入学してくる学生の学力チェックを実施した。ほぼすべての合格者は、

期日内に課題を提出し、主要科目における学び直しを実現した【根拠：6－17 (既出 

4-2-16)「入学の前に：ワークブック①・②・③」の配布について・ワークブック①・②・

③】。 

さらに教育学習支援センターでは、専任所員と職員、学生組織（SASS）が大学生活にお

けるメンター（助言者）として、学生の自立性・自発性の育成を図りながら、履修相談や

キャンパスライフに関する相談などを行なったり、部活動・サークル活動やボランティア

活動を中心とした正課外活動の設立・運営も側面支援したりして、学生のキャンパスライ

フの充実を目指し、活動している【根拠：6－18 教育学習支援センターHP】。 

 

 

（３）学生の生活支援は適切に行われているか。（３）学生の生活支援は適切に行われているか。（３）学生の生活支援は適切に行われているか。（３）学生の生活支援は適切に行われているか。    

    

＜学生部＞＜学生部＞＜学生部＞＜学生部＞    

1973 年以降、学生生活全般に関する状況を把握するため、学生の生活実態調査をほぼ４

年に一度の割合で行なっている。本調査は、在校生全体の４分の 1 の学生を対象とし、学

部・学科で偏らないようランダムに抽出し、勉学やキャンパス内での生活の状況・経済状

況・悩みや相談・課外活動・生活時間・健康などの把握を目的としており、調査結果は報

告書としてまとめられ、教職員に配付している。なお、2010 年に教育学習支援センターの

設立にともない、生活実態調査は同センターに移管され、2013 年度に実施すべく現在準備

を進めている【根拠：6－19 学生生活実態調査の実施】。 

 また、毎年全学生を対象に行う健康診断を定期的に実施しており、診断時に義務化がは

ずされた２年次以降の学生の胸部Ⅹ線間接撮影を大学が独自に予算化して実施し、結核の

早期発見に努めている。また、学生会体育局に所属する運動部のすべての学生（2013 年度

は 1,253 名）に、心電図・血圧・尿の各検査を実施している。特に心電図については、外

部専門機関による検査と指導を行っている。なお、スポーツ健康科学部の学生には、心電

図、血圧、尿の検査に加えて健康診断時に貧血の検査も行っている。さらに、夏休み前に
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熱中症予防対策講座（各部活動の代表者が対象で 2013 年度は 64名が参加）を開催したり、

インフルエンザや感染症胃腸炎などについて時期に応じて学習情報環境(Ring)や掲示をし

たり、さらにゼミの時間に担当教員から健康管理の重要性について話をするよう依頼する

などして、日常的に注意喚起に努めている。 

 メンタルケアについては、入学時に大学への初期適応の向上を目的とする「心の健康調

査」を実施しており、心理的指標から見て入学時に悩み事や精神身体症状を多く訴えてい

る新入生と、学生相談員との面談を自主的に希望している学生に対し、入学初期に個別面

談を実施し問題の早期解決を図っている。 

また心身面での不調から成績不振に陥ったり、登校しなくなったりする学生を早期に対

応するため、６月初旬に必修科目のゼミ・語学・情報基礎について、４・５月分の出席状

況調査を実施し、出席不良学生には、教育学習支援センターやゼミの担当教員が指導を行

い、それと並行して学生部事務からも連絡をしている。そして、年度末には、取得単位の

少ない学生に対して学生部と教育学習支援センターが連携をとり面接を行っている。そし

て、修学支援の項目においても述べたが、「父母懇談会」等を含めて、教職員と保護者の間

において、学生の修学状況や日常生活・就職活動などについて連携を取り合っている。 

 メンタルヘルスに関する全般的な支援は、主に学生相談室が担当している。本学学生相

談室は 1967 年に開設され、開設当初は心理学関連科目を担当する教員が兼務で行っていた

が、多様化する学生が抱えるメンタルヘルス上の問題に幅広く対応できるよう、2007 年度

より臨床心理士や社会福祉士といった専門資格を有する学生相談専従の職員の採用・配置

を行っている。そして、メンタルへルスに関連する悩みや問題を抱えた学生に対する学生

面談を通年で実施し、学生の自己成長と対人関係能力の向上を目的とするグループワーク

を月 1回、外部講師を招いた大規模グループワークを年 1 回開催している。 

 学生相談室のための面接室は両キャンパスに 2 室ずつ設置されており、龍ケ崎キャンパ

スは月曜日から金曜日の９～17 時、新松戸キャンパスは 10～18 時の間、開室し学生相談活

動を行っている。2013 年度の学生相談室は、室長、専任相談員が 2名、兼担相談員が 2名、

非常勤相談員が 2 名配置されている。うち臨床心理士資格を有する者が 3 名、社会福祉士

資格を有する者が 2 名おり、メンタルヘルスに関する問題を含む学生が抱える様々な問題

に対し専門的支援が行えるよう配慮を行っている【根拠：6－20 学生相談室規則】。 

また、大学環境や対人関係にストレスを感じやすい学生に対し休息場所の提供を行い、

対応が困難な学生とかかわる教職員に対する心理コンサルテーション等も実施している。 

 こうした取り組みの成果もあり、延べ相談件数、休憩利用者数は年々増加している（表

を参照）。その一方で相談に対応する相談員の負担が増加しており、2013 年度より、非常勤

相談員 1 名の枠を専任の相談員とし、相談件数の増加に対応している。 

    

学生相談室学生相談室学生相談室学生相談室    延べ延べ延べ延べ相談者数及び休息利用者数相談者数及び休息利用者数相談者数及び休息利用者数相談者数及び休息利用者数    

 学生面談 休憩利用 

平成 19 年度 477 36 

平成 20 年度 857 125 

平成 21 年度 966 658 
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平成 22 年度 937 885 

平成 23 年度 1,019 1,176 

平成 24 年度 830 1,076 

 

交通安全の教育指導に関しては、龍ケ崎キャンパスでは自動車・自動二輪車通学を希望

する学生には、交通規則の学習・確認や交通安全意識の向上、そして任意保険の重要性に

ついての理解を促す安全運転講習会に参加し、十分な指導を受けるという条件で、自動車・

自動二輪車の通学利用許可と駐車場の利用許可を行っている。また、ゼミの時間に担当教

員が指導する形で、一般学生を含めて交通安全への意識を高める機会を繰り返し作ってい

る。そして、学生の受講マナーや課外活動、および学園祭等のさまざまな催物に対して、

助言と指導を行っている。 

 

 全員ゼミ制（学部）及び指導教員制（大学院）の下で、学部及び大学院ともに、教員と

学部学生及び大学院学生とのコミュニケーションが確保されており、また学部を越えた教

員間の交流が盛んで、教員から選ばれた 3 名の相談員が職員との情報交換及び意志疎通を

図り、アカデミック・ハラスメントやセクシャル・ハラスメントの防止には十分な対応が

できる仕組みを確立している。また、教育・研究の場としての大学にふさわしい、男女が

互いに自由で対等な関係で能力を発揮しコミュニケーションできる快適な修学・就労上の

環境をつくることを目的として、「ハラスメントの防止等に関する指針」を制定し（すべて

の学生・教職員にパンフレットを配付）、学内での掲示やゼミの時間を利用して教育を行っ

ている【根拠：6-21「ハラスメントの防止等に関する指針」】【根拠：6-22「ハラスメント

をなくすために」】。 

 

学生生活全般に関しては、学生の居住について、龍ヶ崎キャンパスでは、学生へのアパ

ート物件の紹介等を行っている。また、両キャンパスの書籍や文具の販売店では、購入時

に 10％の割引を行っている。さらに、アルバイトの紹介は、本学に寄せられるアルバイト

求人情報のうち、学生にふさわしいものに限り、閲覧・応募できるようにしている。そし

て、学生の部活・サークル活動や学園祭等の実施において、助言と指導を行っている。さ

らに交通安全の教育指導を行い、一般学生を含めて交通安全への意識を高める機会を繰り

返し作っている【根拠：6－23 学生生活ハンドブック 2013】。 

 

 

（４）学生の進路支援は適切に行われているか。（４）学生の進路支援は適切に行われているか。（４）学生の進路支援は適切に行われているか。（４）学生の進路支援は適切に行われているか。    

 

〈就職支援センター〉〈就職支援センター〉〈就職支援センター〉〈就職支援センター〉    

（１）本学のキャリア教育 

本学は開学以来、実学主義、少人数教育、リベラルアーツ（教養教育）の重視を教育方

針に掲げ、時代の変化と将来への方向性を見据えながら、広く社会に貢献できる有用な人

材の育成を目指してきた。専攻分野の理論を学修するとともに、例えばインターンシップ、

寄付講座に代表される実社会が実感できるカリキュラムなど、実学主義を様々な場面で実
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践している。また、学生の持つ個性、潜在能力を最大限まで伸ばすために、多くの課外講

座を用意するとともに、学生全員が 18～20 名程度のゼミに所属し、担当教員のきめ細かい

指導と学生同志の交友の基盤としている。そして、教養ある実業人の育成を目指した各種

のカリキュラムがリベラルアーツを修得できる教育環境を整えている。 

本学では、キャリア教育は大学 4 年間を通じて行うべきものとし、就職支援はその一環

であると位置づけている。学生にとってみれば、就職はゴールではなく、自分のキャリア

を形成していくための重要な通過点である。このような観点に立ち、本学では次のように

低学年から積極的にキャリア教育の導入を行ってきている。 

 

・ 2007 年度よりカリキュラムの中に最初のキャリア科目として「キャリアデザイン」を開

設した。 

・ 2008年度にそれまで選択必修の共通科目や専門科目に含まれていたキャリアに関係する

科目を、キャリア科目として選択必修の中に独立させ、4単位以上の修得を義務づけた。

合わせて教員の強化とキャリア科目の充実（「キャリアカウンセリング」の新設）を図っ

た。 

・ 2009 年度には更にキャリア科目の充実（「キャリアマネジメント」の新設）を図った。 

・ 2011 年度からキャリア担当の教員等が共同で作成した、キャリアの教材『キャリアガイ

ドブック』を 1 年生全員に配布し、入学直後のガイダンスで使用すると共にキャリア科

目のテキストとしても活用している。以降、毎年度改定を加えている【根拠：6－24 (別

冊 11) キャリアガイドブック】。 

・ 2013 年度のカリキュラムの改定に伴い、キャリア科目を「キャリア形成」「社会・企業

研究」「学科選定」「進路支援」の４つに分類し体系化をはかっている。「RKU 実践」「業

界研究特別講座」「職業選択論」等の科目を新設し、修得単位数を 6単位以上としてキャ

リア科目の一層の充実を目指している。 

 

（２）キャリア支援に関する体制 

本学の就職支援センターは、従来 3・4 年生を中心とした就職活動について支援していた

が、近年はキャリアへの導入教育として、就職活動を早期の段階で理解させるべく、低学

年からのキャリア指導（「就職準備講座：1・2 年生用）も始めている。 

3 年生の 1 年間は就職活動のための準備期間と位置付け、「RKU 就職ガイド」、年間の「就

職支援プログラム」を作成し、これに沿った各種の行事を開催している。具体的には、学

生の希望、能力・適性にマッチした職業に就けるよう、各種セミナー、企業情報、求人情

報、インターネット情報等の提供、各種の模擬試験、OB・ OG の就職活動報告会、履歴書・

エントリーシートの書き方、自己分析方法等を支援している。 

4 年生については就職活動の実践の中で、個別相談を中心に模擬面接指導、履歴書・エン

トリーシートの添削指導、企業相談、悩み事相談等を実施している。特に力を入れている

のは、個々の就職活動の進捗状況を把握し、適切なアドバイスを与えることである。また、

就職活動が遅れている学生には、ゼミ教員による就職状況の把握を通して就職支援センタ

ーと連携しながら、個別に呼び出して早期に取り組むように指導を行っている。 
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過去３ヵ年の進路確定状況（2010 年度～2012 年度） 

  2010 年度 2011 年度 2012年度 

卒業者数 1,069 1,059 1,124 

就職希望者数 851 816 929 

就職決定者数 772 769 888 

就職率 90.7% 94.2% 95.6% 

進学者数（大学院・専門学校） 76 57 36 

就職せず 139 186 159 

不明者 3 0 0 

公務員（就職決定者内数） (65 名) (47 名) (64 名) 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価        

●基準●基準●基準●基準 6666 の充足状況の充足状況の充足状況の充足状況    

本学は、「一人ひとりの学生を大切にする」という方針のもと、学生部、教育学習支援セ

ンター、就職支援センターなどが全力で、学生の修学支援、生活支援、進路支援に当たっ

ている。特に教育学習支援センターが中心となり、成績不振、出席不良の学生を対象とす

る、全学の教員が参加して行われる「学部相談」は、他大学でもあまり例のない学生支援

であり、本学の建学の理念（少人数教育）に合致した試みである。目覚ましい効果が出て

いるとはまだ判断できないが、対象となった学生、その保証人からは大変に好意的な評価

を受けている。就職状況が厳しい中でも検討している就職支援の試みと合わせて、基準 6

を十分に満たしているといえる。 

    

    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

〈学生部〉〈学生部〉〈学生部〉〈学生部〉    

・ 震災の被災学生への学費減免措置（平成 23・24 年度，全額・半額減免）を実施し、経済

的な支援を行なった。また、竜巻被害の学生に対しても同様の措置を行った。 

・ 特別奨学生制度を創設し、成績優秀な学生へ学習奨励費の給付（平成 25 年度より，月額

6 万円または月額 3万円）とともに、特別な授業プログラムを用意した。 

・ 増加する学生相談に対処するための相談員の不足に対して、専任相談員を増員した。 

・ 身体・健康面からの学生支援の不足に対して、スポーツ健康相談室を開設した。 

 

＜教育学習支援センター＞＜教育学習支援センター＞＜教育学習支援センター＞＜教育学習支援センター＞    

・ センター所属の教員（各学部運営委員）、所員、事務スタッフ、学生スタッフ（SA）が相

互に連携・協力して、入学前学習指導、導入教育（RKUWEEK）、成績不振者及び出席不良

者への指導、一斉学部相談、学生のサークル活動など、大学生活の様々な分野に積極的

に関与して、大学の活性化に寄与している。 
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・ 2010 年度から、「学部相談員制度」を全学で導入し、各学部の全ての専任教員が、学業

に課題（出席不良、成績不振など）を抱える学生を個別的に面談・指導する体制を整え、

「一人ひとりの学生を大切に育てる」という本学の基本な理念を体現している。 

 

＜就職支援センター＞＜就職支援センター＞＜就職支援センター＞＜就職支援センター＞    

・ 豊富な資料及び過去のデータ等に基づいて実践的な就職支援プログラムを作成している。

また、入学当初からキャリアデザインのための豊富な就職支援プログラムを提供し、学

生を指導している。 

・ 保護者に対しても就職プログラムの紹介、就職活動についての詳細な説明案内などを行

い、同時に「父母のための相談窓口」を開設し、学生の進路選択に関わる連携をとるな

ど、きめ細かく対応している。 

 

＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞    

・ IT 戦略会議がスタートしたことにより、全学的な方針を長期的視点から検討する場が

設けられ、多様なニーズを実現可能な形で統合する意識が生まれている。 

・ 総合情報センターと情報基礎連絡会の連携により、2008 年から「情報基礎」の補習授

業が実施され、出席不良者をサポートする体制がとられている。 

・ IT 戦略会議での検討を経て、2013 年 6月には学内ネットワーク更新が決定された。夏

休み中にかけて更新工事が行われ、秋学期開始時から新規に無線 LAN 設備が稼働して

いる。 

・ 無線 LAN の稼働に合わせ、全学教員からタブレット端末利用の教育実践案を公募し、

2013年秋学期から応募のあった5件に各10～30台の学生利用タブレット貸し出しを行

っている。 

 

＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞    

・ 運営委員会の構成メンバーを学内の各学部・各部署のほぼ全てから選出し、現状の問

題点、将来構想等を論議している。 

・ 龍ケ崎市との連携（龍流連携）による各種のスポーツ教室を開催し、地域社会に開か

れた施設の活用を図っている（「スポーツ健康推進室」の設置により、更なる発展が期

待できる）。 

・ 体育授業のみでなく、ゼミ活動や教育研究のための実験等による利活用の範囲が拡大

している。 

・ スポーツ健康相談室の医事相談を充実させるため、診療所登録し、利用者のケガや病

気等の緊急事態に対して、応急処置のできる体制を整えている。 

 

 

②②②② 改善改善改善改善すべき事項すべき事項すべき事項すべき事項    

＜学生部＞＜学生部＞＜学生部＞＜学生部＞    

・ 保健室、学生相談室と、平成 25年秋学期に開設されたスポーツ健康相談室と今後開設予

定のスポーツ健康推進室の連携のあり方を考える。 
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＜教育学習支援センター＞＜教育学習支援センター＞＜教育学習支援センター＞＜教育学習支援センター＞    

・ 全学的な教育学習支援の機関として、また何でも気軽に相談できる機関として定着して

きているが、業務量が増加の一途で、業務内容、業務態勢の見直しの時期に来ている。 

 

＜就職支援センター＞就職支援センター＞就職支援センター＞就職支援センター＞    

・ ２年生対象の就職支援プログラムの更なる充実が求められている。 

・ 就職支援センターとしては体系的に学生の就職指導に取り組んでいるものの、今後も他

部門との協力関係をより緊密にし、一層の組織的・体系的な取り組みを推進していく必

要がある。 

・ 就職支援センターのスタッフとしてキャリア・アドバイザーの有資格者をすでに配置し

ているが、より一層の支援体制の推進のために今後も更にサポート体制の拡充・強化し

ていく必要がある。 

 

＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞    

・ 「情報基礎」は全学的な共通科目であり、大学における学習環境の利用方法を習得す

るための根幹をなすものであるが、重要性についての認知度が低い。 

・ 総合情報センターが所管する情報環境の整備に、各学部学科などのニーズが反映され

にくい。 

・ 総合情報センターの運営に学部代表が意見を反映させるかたちになっていなかったた

め、センターの施策が教育に十分に受け入れられていない側面がある。 

    

＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞    

・ センターの利用者数をさらに多くすること（「ホームページ」の立ち上げにより、学生

や教職員、あるいは地域住民に有用なきめ細かい情報発信が期待できる）。 

・ 積極的な地域貢献も視野に入れた「スポーツ健康センター」としてのあり方を再設計

すること。 

・ センターの業務内容は多岐にわたっているので、事務に関わる人的組織を整備する必

要がある（現在は専任事務職員が１人配置されている）。 

 

 

３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策        

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜学生部＞＜学生部＞＜学生部＞＜学生部＞    

・ ほぼ 4 年ごとに学生生活課が継続実施してきた学生生活実態調査は、2010 年の教育学

習支援センターの設立により、同センターに移管され、調査票を含めて調査設計を見

直し、学生の生活実態をより把握可能な調査として、2013 年度より再開している【根

拠：6－19 学生生活実態調査の実施】。 

 

＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞    
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・ ネットワークの更新、無線 LAN の稼働、総合情報センター運営委員会規程の改正など、

2013 年 10 月時点で中期的な発展方策については、形態上の対処が行われてきている。 

 

＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞    

・ センター事業「スポーツ健康推進室」を開設した。 

・ センター利用率の向上を図る。 

・ 教育研究の場としての３つの事業「施設・設備の管理・運用」「スポーツ健康相談室」

「スポーツ健康推進室」の活用を図る。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜学生部＞＜学生部＞＜学生部＞＜学生部＞    

・ スポーツ健康相談室・推進室、および保健室、学生相談室の連携のあり方を検討してい

く。 

 

＜就職支援センター＞＜就職支援センター＞＜就職支援センター＞＜就職支援センター＞    

・ 現在、地域若者サポートステーションの協力のもと「コミュニケーション力養成セミナ

ー」などの新たなプログラム立案に取り組んでいる。 

 

＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞＜総合情報センター＞    

・ 情報セキュリティポリシーは施行されているので、次のステップとして、情報セキュ

リティポリシーの実施基準および実施手順を明文化する。 

・ 理想としては情報教育の専門家を各学部に配することが望ましいが、それが現実的で

ないとすれば、それに近い仕組みを模索する。 

・ 運営委員会規程の改正によって、形態上の障がいは取り除かれたが、実質的に教員の

意見が反映されるようセンターの運営を統御する。 

 

＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞＜スポーツ健康センター＞    

・ 積極的な地域貢献も視野に入れたスポーツ健康センターとしてのあり方の再設計を行

なう。 

・ スポーツや健康に関わる科学的な教育研究、支援をこれまで以上に合理的・効率的に

遂行できるように、施設設備の整備、専門教員・インストラクターの配置などを短期

的・長期的に検討する。 

 

 

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料        

 

基準 資料の名称 資料番号 

６．学生

支援 

点検・評価報告書（2007） 

 

6－1 

（既出 1－15） 
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教育学習支援センター規則 

教育学習支援センターのご案内 

就職委員会規則 

日通学園事務組織規則 

国際交流センター規則 

留学に関する規則 

IT 戦略会議要綱 

総合情報センター運営委員会規定 

スポーツ健康センター規則 

スポーツ健康相談室 

 

学びのトレーニング 

 

特別奨学生に関する規定 

 

2013 RKU WEEK 教員用ガイド（実施要領） 

 

学部相談員制度について 

修学基礎講座のご案内 

 

「入学の前に：ワークブック①・②・③」の配布

について・ワークブック①・②・③ 

教育学習支援センターHP 

学生生活実態調査の実施 

学生相談室規則 

ハラスメントの防止等に関する指針 

「ハラスメントをなくすために」 

学生生活ハンドブック 2013 

キャリアガイドブック 

 

6－2 

6－3 

6－4 

6－5 

6－6 

6－7 

6－8 

6－9 

6－10 

6－11 

（既出 1－23） 

6－12  

（既出 5‐12） 

6－13 

（既出 5－21） 

6－14 

（既出 1－10） 

6－15 

6－16 

（既出 4-2-15） 

6－17 

（既出 4-2-16） 

6－18 

6－19 

6－20 

6－21 

6－22 

6－23 

6－24 

 （別冊 11） 
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Ⅶ．教育研究等環境Ⅶ．教育研究等環境Ⅶ．教育研究等環境Ⅶ．教育研究等環境    

 

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明        

（１）教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。（１）教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。（１）教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。（１）教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。    

    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

2007 年 2月、本学では拡大全学教員会議が開催され、当時の日通学園理事長と学長より、

それぞれ日通学園「戦略会議の発足とその役割について－本学を取り巻く環境と将来構想

について－」（理事長）、「大学の質を高める戦略」（学長）について、全学の教員に対して

学園の方針が説明された。また 4つのワーキング・グループ（「教育の質の向上検討 WG」「FD・

自己点検実施 WG」「キャリア教育に関する WG」「キャンパス選択制に関する WG」）から具体

的な戦略についての報告が行なわれた。この戦略会議の活動は、主として教学事項に関す

る課題を検討し、時代に即応した大学改革の方針を指し示すことであった【根拠：7－1 拡

大全学教員会議資料】。 

その後、学園はこの戦略会議の方針に基づいて、いくつかの重要な改革（リメディアル

教育の実施、キャリア教育の展開、FD 活動の推進、教育学習支援センターの開設、カリキ

ュラムの見直しなど）を実行してきたが、2015 年に開学 50 周年の節目を迎えるにあたり、

これまでの日通学園戦略会議（教学事項の検討が中心課題）のあり方を再検討し、あわせ

て全学的な視点から、今後の中・長期計画を検討する新規の委員会を組織した【根拠：7－

2 （既出：1－17）将来構想検討委員会】。この委員会では、50周年記念事業、学部・学科

の改組・転換、大学院の改革、キャンパスの整備・拡充、カリキュラムのさらなる充実と

整理・統合など、学園の抱える重要事項を全般的に審議し、学園の新しい指針の構築を図

ることになる。 

大学における施設・設備、教育環境の整備については、学内理事会、大学協議会などの

議論を踏まえ、また各学部・学科、大学内の各部局の要望などを考慮して、毎年 3 月に開

催される日通学園理事会・評議委員会にて事業計画が提示され、5 月に開催される教員会議

でその説明が行なわれている。なお、2013 年度最後の理事会・評議委員会（2014 年 3月 25

日開催）においては、50 周年記念事業の概要が審議され、理事・評議員の賛成多数で、次

のような記念校舎の建築が承認された。まず龍ケ崎キャンパスにおいては、老朽化した 2

号館（研究棟）の建て替え（校舎 4 階建て、延床面積約 5,000 ㎡、総工費約 25 億円）、新

松戸キャンパスでも、すでに購入した新校地に、同じような規模の新校舎（校舎 4 階建て、

延床面積約 5,000 ㎡、総工費約 25億円）の建設が決まった【根拠：7－3 50 周年記念事業

の概要（理事会・評議委員会資料）】。上記の将来構想検討委員会は、この研究棟の建て替

えと新校舎の建設を視野に入れて、今後半世紀にわたる本学の将来像を固めていくことに

なっている。 

 

 

（２）十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。（２）十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。（２）十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。（２）十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    
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 本学は茨城県龍ケ崎市と千葉県松戸市という 1 時間以内の通学圏内に二つの校地と校舎

を有し、スポーツ健康科学部と大学院を除き、他の４学部は両校舎で１学年から４学年ま

でほぼ同じ内容で教育を行っており、｢キャンパス選択制｣という独自の教育(履修)システ

ムを採用している。両校舎は同一のキャンパスとして位置付けられているが、学生は通学

の利便性によっていずれか一方を選び、卒業に必要な単位のほとんどを、どちらか一方の

校舎だけで修得できるようになっている。 

両キャンパスの教育施設はすべて全学部共用の施設・設備であるが、校地面積は 207,021

㎡、校舎面積は 66,231 ㎡であり、いずれも大学設置基準上必要な面積を大きく上回ってい

る。講義室・演習室・学生自習室等は合計 154 室（収容能力は 9,000 名）あり、その総面

積は 20,348 ㎡となっている。講義室及び演習室を収容人員別に見ると、収容能力 40 名以

下の小教室が 51 室、41 名以上 200 名以下の中教室が 66 室、そして 201 名以上の大教室が

12 室ある【根拠：7－4 大学データ集（参考）表 27・28】。 

 講義室の多くはパソコンを使用できる設備があり、AV 機器等の設備も設置されている。

40 名以下の小教室、とりわけ演習室については、AV 機器等の設備はやや不足しているもの

の、対面して討論ができるように机を円形に配置した教室となっている。各施設ではエレ

ベーターを設置したり、図書館、体育館にはスロープや手すりをつけたりするなどバリア

フリーへの配慮も十分なされている。2005 年度には龍ケ崎キャンパスにある４号館１階の

二つの大教室の入り口にスロープと手すりを設置し、車いすを利用する学生でも自由に出

入りできるよう改修し、車椅子利用の学生用に特別の机も配置した。 

また学外施設として、長野県の湯の丸高原と山梨県の山中湖畔には設備の整った二つの

セミナー・ハウスがあり、学生や教職員がこのセミナー・ハウスを授業やゼミあるいはサ

ークル活動等に利用している。 

 

＜＜＜＜龍ケ崎キャンパス龍ケ崎キャンパス龍ケ崎キャンパス龍ケ崎キャンパス＞＞＞＞    

龍ケ崎キャンパスの施設は、校舎としては、1965 年の開学時に建てられた２号館、３号

館、1988 年には４号館、1993 年には１号館、1995 年には６号館、1998 年には５号館、2000

年には７号館が建てられ、教育設備として LL教室、AV 教室、コンピュータ教室、学内敷設

等情報化による対応を行っている。その外、澤村記念館、図書館、講堂兼体育館、学生ホ

ールを備えている。さらに、2008 年２月には、「スポーツ健康センター｣が完成した。また、

体育施設としての運動場は、北側運動場、南側運動場、東側運動場を備え、陸上グラウン

ド、野球グラウンド、テニスコートなどが整備されている。教学施設の普通教室は、大学

データ集表 28（龍ケ崎キャンパス）の通りとなっている。また、特別教室として、コンピ

ュータ授業に供する教室が 6 教室、新松戸校舎と遠隔授業ができる２教室が設置されてい

る。 

 

＊最近の主な施設・設備の新築及び建替の状況は以下の通りである。 

2007 年 2 月 スポーツ健康センターⅠ期完成（新築） 

2007 年 10 月 フットボールフィールド完成 

2008 年 3 月 自彊館（研修所）完成（建替） 

2009 年 9 月 スポーツ健康センターⅡ期完成（新築）、テニスコート（人工芝）完成 
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2011 年 1 月 弓道場完成（建替） 

2011 年 8月 トレーニングセンター完成（建替） 

2011 年 12 月 尚絅館（部室棟）完成（建替） 

2012 年 5月 第２ラグビー場完成 

 

龍ケ崎キャンパスにおける情報処理教育は、当初は１台のパソコンから始まり、大型計

算機システム、クライアントサーバーシステム、ネットワーク、マルチメディアを利用し

た教育へ移行した。学内ネットワークは、1995 年に文部省の補助を受け整備を行って以来、

利用の拡大にあわせて順次整備を行い、現在の龍ケ崎キャンパスでは、すべてのコンピュ

ータ教室・研究室・事務室が学内 LAN へ接続されている。教育用パーソナル・コンピュー

タの整備状況は、高速の LAN で接続され、インターネットが利用可能であることはもちろ

ん、ファイルサーバをはじめとする各種サーバの利用、レーザープリンタの利用などが可

能である。また龍ケ崎キャンパスにおいて、教育用パーソナル・コンピュータは 372 台が

整備されている。 

 

龍ケ崎キャンパスは、龍ケ崎市街地より北へ約１ｋｍ離れた小高い丘の上に位置してお

り、周囲はまだ恵まれた緑の環境の中にある。周辺の環境については、大学正門坂の東側

に数軒の民家があるだけで、その他周囲は、グラウンドと学生駐車場であり、特に周辺住

民へ影響はない位置である。ただ、東側の民家については、樹木の影響等では十分な配慮

をしている。ごみの処分については、すべてのごみは、ごみ回収業者によって定期的処分

されることになっている。また、各校舎からの雑排水については公共下水道に接続し、雨

水については、正面坂下の県管理の排水溝に放流している。 

  施設・設備等の維持・管理は、総務課と管財課が総括しており、委託業者と常に密なる

連携の上、維持・管理に努めている。業務委託しているものは、①建物管理業務、②建物

清掃業務、③校内警備業務（常駐警備、機械警備）、④一般ゴミ収集運搬業務である。 

施設・設備の管理体制は、次のとおりである。管財課が管理・監督責任を負っているも

のは、①構内・校舎の安全管理、②給排水・雑排水管理、③樹木剪定・消毒、④除草。総

務課が管理・監督責任を負っているものは、①構内警備、②防災対策である。学生生活課

が管理・監督責任を負っているものは、①食堂の衛生管理 、②学生ホールの衛生管理であ

る。 

 

＜＜＜＜新松戸キャンパス新松戸キャンパス新松戸キャンパス新松戸キャンパス＞＞＞＞    

新松戸キャンパスの施設は、校舎としては、一部高層棟 13 階に、6 階の西棟、南棟、東

棟とすべて連結しており、コ型の形で配置している。高層棟には、中教室、語学教室、ゼ

ミ教室等、西棟には、大教室、中教室、コンピュータ室等、南棟には、図書館、総合情報

センター等、東棟には、学生食堂、学生ラウンジ等、そして中央 1 階には講堂を設置して

いる。普通教室は、大学データ集表 28（新松戸キャンパス）の通りである。また、特殊教

室として、コンピュータ教室が 8 教室、龍ケ崎校舎と遠隔授業ができる教室１教室が設置

されている。 

新松戸キャンパスは 2004 年度開設時より、情報機器及び学内 LAN が整備された。情報処
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理教育は龍ケ崎キャンパスと同様である。新松戸キャンパスでもまた、すべてのコンピュ

ータ教室・研究室・事務室が学内 LAN へ接続されている。また、教室以外のフロアー等に

無線 LAN のアクセスポイントを 16箇所に設置して、学生・教職員や一般の方もインターネ

ットに接続できる環境を整備している（学内 LAN の更改により、2013 年度秋学期から新た

な無線 LAN のアクセスエリアが拡張される予定である）。また、SSL-VPN システムを導入し、

学外からも教職員が学内 LAN を安全に利用できる。このキャンパス内 LAN はインターネッ

トヘ光ファイバーケーブルを利用した高速回線（100Mbps）で接続されており、動画などの

コンテンツも快適に利用することができる。教育用パーソナル・コンピュータの整備状況

は、高速の LAN で接続され、インターネットが利用できることはもちろん、ファイルサー

バをはじめとする各種サーバの利用、レーザープリンタの利用などが可能である。新松戸

キャンパスにおいては、教育用のパーソナル・コンピュータは 333 台整備されている。 

 

新松戸キャンパスは、住宅地、商業地域に位置しているため、地域住民との連携を図り、

地域のイベント等にも参加するなど周辺環境に配慮するように努めている。また、生活環

境については、ごみ処分は、業者委託により、構内環境を整えている。構内から出る雑排

水については、公共下水道に接続している。雨水については、校舎の地下に雨水貯留槽を

設けて、逐次排水溝に放流している。 

施設・設備等の維持・管理は、総務課で総括しており、委託業者と綿密な連携の上、維

持管理に努めている。業務委託としては、①建物管理業務、②建物清掃業務、③校内警備

業務（常駐警備、機械警備）、④一般ゴミ収集運搬業務である。 

施設・設備の管理体制は、総務課が管理・監督責任を負っており、①構内・校舎の安全

管理、②空調及び電気設備の管理、③防火対策、④食堂の管理、⑤校内の植栽及び樹木等

の管理を行っている。 

なお本学では、大震災に対応する行動基準をそれぞれのキャンパスで定めており、

RKUWEEK（導入教育）期間中に、1 年演習で資料を配布して指導している【根拠：7－5 行

動基準】。 

 

 

（３）図書館、学術情報サービスは十分に機能しているか。（３）図書館、学術情報サービスは十分に機能しているか。（３）図書館、学術情報サービスは十分に機能しているか。（３）図書館、学術情報サービスは十分に機能しているか。    

    

＜図書館＞＜図書館＞＜図書館＞＜図書館＞    

前回の認証評価の際に、図書館では以下のような到達目標を定め、図書館運営委委員が中

心となって、課題に取り組んでいる【根拠：7－6 図書館運営委員会規則】【根拠：7－7（既

出 1－15）点検・評価報告書（287 頁）】。 

 

① 新松戸図書館の図書資料を充実させ、龍ケ崎図書館と新松戸図書館の一体的運営を推進

する。 

② 学生の目線に立った利用環境の改善を図る。 

③ 図書と情報が融合したハイブリッド図書館の実現を目指す。 

④ 教育内容の充実と教育効果の促進を支援するための学生用図書の充実を図る。   
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⑤ 学生及び教職員への迅速な情報提供と迅速な事務処理の遂行を行う。 

⑥ 図書館の地域への開放及び地域との文化交流を推進する。 

 

（１）蔵書、職員の配置 

 図書館は龍ケ崎図書館と新松戸図書館からなり、龍ケ崎図書館は６階建て 4,333 ㎡、新

松戸図書館は新松戸キャンパス中央部５階（６階教育支援センター部分を含む）の 1,340

㎡である。龍ケ崎図書館の一部を除き全面開架となっており、図書館のすべての図書資料、

情報環境が利用できるようになっている。新松戸図書館については開設後８年を経過し、

書架スペースが狭隘化しているため、集密書架 2.5 万冊分を追加し、収容能力を増強する

ことになっている。 

 蔵書数は龍ケ崎 322,290 冊、新松戸 89,216 冊、合計 411,506 冊である。本学では経理処

理上、通常の受け入れ雑誌は資産扱いとせず、雑誌のバックナンバーはそのまま所蔵し、

国立情報学研究所のデータベースに所蔵登録されて ILL サービスの対象となっている。こ

れらの資料は一部の古い資料を除き、全面開架方式を取っており、誰もが自由に書架で手

にとって見ることができる。蔵書は WebOPAC で検索できる。 

 図書館人員構成は、2013 年 5 月現在、流通経済大学図書館は専任職員 5 名、業務委託 5

名、派遣社員 1 名、パート 2 名、ほかに学生アルバイト 14名により図書館業務を行ってい

る。龍ヶ崎キャンパス図書館は、専任職員 4 名、業務委託５名及び学生アルバイト 5 名で

運営している。そのうち司書の資格を持っている者は 3 名である。新松戸キャンパス図書

館は専任職員 1 名、派遣職員 1 名、パート 2 名、それに学生アルバイト 9 名で運営してい

る。そのうち司書･司書補の資格を有するものが 4名である。 

 

（２）図書館の予算、蔵書の充実 

 2013 年度図書予算の総額は 1 億 2 百万円であり、うち図書費は 5,940 万円、雑誌等資産

扱いしない資料の購入費は 4,260 万円である。予算は毎年４月の図書館運営委員会で合意

され、執行される。図書費は基本図書費、学習用図書費、研究用図書費、特別研究用図書

費（学部共同利用図書）に分けられ、それぞれ執行されている【根拠：7－8 大学データ

集（参考）表 31】。 

 専任教員は、洋書･和書を問わず、毎年 20 万円の範囲で自由に購入ができ、さらに学部

共通の特別図書も別途購入できるようになっている。教員（非常勤を含む。）からの学生用

図書の推薦も随時受付けており、希望は充たしていると考えている。学生用図書について

は、学生から購入希望を聞き、随時受付けている。また、図書館職員も購入図書を選択し

ており、新聞、経済関係週刊誌、月刊総合雑誌、法律･経済･社会・福祉関係雑誌の書評で

取り上げられた新刊書を選択して収集し、学生の読書意欲を高めるよう努力している。 

 2003 年度までは、主として２千円以上の図書を収集していたが、2004 年度以降は、学生

の読書離れを防ぐためにも、手軽に読める新書や文庫も購入し、迅速に整理し、貸出せる

ようにしている。また、携帯電話の通話料が生活費の多くを占める学生の生活事情を考え

るとき、学生が読みたい図書や学生に読ませたい図書を複数部数備え付け、WebOPAC や書架

での探索を容易にし、学生の目に触れる機会を可能な限り多くすることによって、学生の

読書欲を高めるよう努めている。新刊購入書のうち学生向けの図書は、表紙カバーを残し
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てカバー面を見せるように展示の工夫もしている。 

 学修活動と図書館とをより密接にするため、2002 年度からはシラバスに掲載される教科

書、2010 年度からは参考文献も含めてすべて購入することにしている。教科書は常設コー

ナーに常備し、学生がいつでも自習しやすくしている。大学で行われる授業内容を、これ

らの教科書や参考書を通じて学生が常時知ることができ、さらに履修･学習に役立たせるこ

とを目指している。また教員相互の授業内容の確認にも役立ち、結果として FDにもつなが

るものと考えている。 

 新刊書以外では本学の退職教員の希少性の高い蔵書の寄贈を受け入れており、2011 年度

には佐伯弘治文庫の蔵書の寄贈を受け、主として新松戸図書館に備え付けている。学術雑

誌は、龍ケ崎図書館には国内雑誌 578 種、外国雑誌 314 種、新松戸図書館には国内雑誌 134

種、外国雑誌 4 種を、それぞれ継続購入している。学生用、研究用の区分はせず、すべて

図書館で共同利用されている。雑誌の新規購入は、新任教員が着任した年に一定の範囲で

新たに申請する権利を認め、そのほか学部ごとの共通の特別研究用図書費の 30％以内で当

該学部教授会及び図書館運営委員会の了承を得て購入可能としている。教員の希望を充た

すかたちで収集をしており、学生向けには図書館職員が選定、毎年検討して購読している。 

 視聴覚資料については主に DVD を収集している。教材としてだけでなく、学生の語学練

習、異文化理解に大いに役立つこともあり、娯楽性の高いものも含めて広範囲にできるだ

け集め、館内のみの視聴ができるようにしている。DVD は画質が劣化せず取扱いが簡便なの

で、著作権法に照らして、館内閲覧、教員への学内貸出が可能かどうかを確認したうえで

館内視聴と授業用教材として利用に供している。 

 

（３）図書館の利用環境 

 龍ケ崎図書館は、正門からはすぐ近くにあるが、佐貫駅から通う学生が利用する学生バ

スの発着場からは最も奥まったところに位置し、今後の来館者サービスを考える際には学

内の動線もじゅうぶん配慮することが望まれる。新松戸図書館は建物の中央部に位置し、

大学のコアの施設と位置付けることができる。 

 座席数は龍ケ崎 600 席、新松戸 278 席で基準を充たしている。開館時間については、授

業期間中は、龍ケ崎図書館は平日９時から 19 時、土曜日９時から 13 時、新松戸図書館は

平日９時から 20 時（2013 年秋学期以降 19 時）、土曜日９時から 13 時である。龍ケ崎図書

館については開館時間が若干短いが、大学への通学バスの利用者が多く、バスの運行終了

前に帰る学生が多いので、特に不満はない【根拠：7－9 図書館利用規定】【根拠：7－10 

図書館利用案内】。 

 

（４）学生への図書館利用推進策 

学生に図書館を身近に感じ、より頻繁に図書館を利用してもらえるよう、図書館は以下

の推進策をおこない、それぞれに効果をあげつつある。 

 

（推薦図書紹介） 

 2005 年度より、教員に図書推薦とその図書の紹介文執筆を依頼し、それを図書館に展示

紹介し、図書館ＨＰにも掲示している。図書は学生の目につく場所に「教員の推薦図書コ
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ーナー」を作り、実物を展示し、貸出もおこなっている。 

 

（図書館利用スタンプ制度） 

 2007 年度より、貸出回数 1 回ごとにカードにスタンプを 1個押し、10個で記念品を進呈

している。なるべく多くの学生に図書を利用してもらいたいとの意図に基づき、冊数では

なく回数を対象にしている【根拠：7－11 図書館利用スタンプカード】。 

 

（図書館読書コメント大賞の設置） 

 2007 年度より始まった制度で、6 年目を終えほぼ定着してきた。2007～2010 年度は年 4

回実施していたが、学年暦の関係などにより 2011～2013 年度は年 3 回に変更されている。

内容は、流通経済大学学生による短いレビュー（書評）で、視覚に訴えるいわゆるポップ

的デザイン要素も加味したものである。形式はＡ４の画用紙などに書評とポップを書く。

読んだ本の面白さなどについて文章とデザインでわかりやすく効果的に表現する。作業に

必要な道具や用紙は図書館カウンターで貸出配布している。選考は図書館運営委員がおこ

ない、毎回、「大賞」（若干名）と「優秀賞」（応募点数の約３割）を決定する。さらに、一

年間の総まとめとして「年間大賞」を設置している。入賞者には賞品を進呈し、作品は図

書館に展示紹介される。なお、参加者全員に参加賞を進呈している。読書コメント大賞は、

図書館の取り組みであるが、書評を書くことをとおして批評する力・主題を把握する力・

的確に表現する力・相手を思いやる想像力などを養うことにつながり、これは本学の学生

育成の重要な要素のひとつである基礎ゼミの指導目標と重なる部分が多い。そのため、コ

メント大賞をゼミ指導の一環として導入する教員も多くみられ、図書館だけの取り組みで

はなく全学的教育的取り組みになりつつある【根拠：7－12 コメント大賞】。 

 

（『読書ノススメ。』の活用） 

 2008 年度から教育学習支援センターが新入生向けに発行している小冊子『読書ノススメ。』

は、専任教員の顔写真・略歴・学生へのメッセージと推薦図書が短い推薦文とともに紹介

されているものである。図書館では推薦図書紹介とともに、この小冊子に掲載されている

図書を「推薦図書コーナー」に展示し貸出をおこなっている。読書コメント大賞応募のた

めの参考図書としても有効で、図書館と教育学習支援センターの連携も効果的である【根

拠：7－13 読書のススメ】。 

 

（新松戸図書館の学生向け基本図書の増強） 

 2010 年度より、設立されて日の浅い新松戸図書館の学生向け基本図書増強対策をおこな

っている。各学部専門教員と一般教養担当教員に依頼し、学生の自習のための基本図書を

選定してもらい、学生の利用に供している。2013 年度も継続中である。 

 

（企画展示） 

 2012 年度から、新しい企画としてテーマと期間を決めて関連図書を紹介するコーナーを

設置した。これまでに、「イギリス」（ロンドン五輪に関連）の特集を組んだ。また、就職

活動シーズンには『就職活動応援コーナー』を設け、就職関連図書の展示をするとともに
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『留学生の学生生活応援コーナー』を設置し、留学生の学生生活を応援するような企画展

示を行った。 

 

（５）学術情報へのアクセス 

学生も教員も、いつでもどこからでも学術情報に自由にアクセスできることは、研究教

育・学修環境としては理想的であるが、当面はまず、学内で自足可能な状況をつくること

を目指して取り組んできた。学術雑誌の価格上昇は、発行部数減、電子ジャーナル化を強

く押し進めて価格をさらに高騰させ、予算を圧迫している。また、新しいデータベース、

電子ジャーナルのサービスを導入しにくい環境にあった。2011 年度には、外国雑誌につい

て、全教員に購読希望を再確認して整理し、学部に必須と考えられるデータベースを追加

導入した。 

 学外情報の検索、利用については、有料で外部機関が提供する各種のオンライン・デー

タベースを学内 LAN でも利用が可能となっており、国内では国立情報学研究所の CiNii [サ

イニイ]    （NII 論文情報ナビゲータ）、第一法規法情報総合データベース（判例体系、現行

法規、法律判例文献情報）、聞蔵（朝日新聞記事データベース）、日経テレコン 21、ジャパ

ンナレッジ・プなどが挙げられる。また、欧米のデータベースついては本学の教員･大学院

学生が学内の端末から利用できる EconLit、Lexis.com など 10 種のデータベースを提供し

ている｡ 

電子ジャーナル、データベースの新規導入を計るに際しては、バックファイルを含む電子

ジャーナル等の確保と恒久的なアクセス保証体制の整備が重要である。2012 年からは、大

学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）に加入して安定的な供給体制を担保するとともに、

電子リソース購入のための交渉力を強化し、効率的な導入ができるようにしている。 

 他大学等との協力については、紹介状による相互利用及び NACIS‐ILL システムの利用を

中心とした国公私立大学、NACIS‐ILL 参加の各種機関と相互の文献複写と資料の貸借を行

っている。 

 なお業務システムについては、2002 年 11 月に導入された新図書館システム（富士通

iLiswave）を 2007 年 10 月に iLiswaveJ にバージョンアップし、現在ではこの新システム

上で図書館での業務処理からサービス提供業務までを包括的に管理している。システム構

成の概略は、サーバーマシン１台（100 万冊処理可能）（新松戸キャンパス）、業務用クライ

アント端末 11台（龍ケ崎キャンパス）、業務用クライアント端末５台（新松戸キャンパス）、

館内 OPAC クライアント端末 10 台（龍ケ崎キャンパス）、館内 OPAC クライアント端末４台

（新松戸キャンパス）となっている。 

 現システムでは、所蔵検索サービスの向上に加え、Web 書店の書影、国立国会図書館の書

誌等へのリンク、国立情報学研究所の共同書誌検索機能も強化され、本の内容によりいっ

そうアクセスしやすいものとなっている。ホームページによる情報提供は WebOPAC のほか

に、オンライン・データベースへのポータル機能、学外情報ヘリンクなどの情報を提供し

ている 

 

 

（４）教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか。（４）教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか。（４）教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか。（４）教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか。    
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＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

本学においては、「個人研究費規程」（1990 年４月制定）により、教授・准教授・講師と

いう職位に関係なく、専任教員全員に年間 35 万円の個人研究費が一律支給されている【根

拠：7－14 個人研究費規程】。同規程第３条によれば、その使途は研究活動で必要となる

下記の経費に充てることができるとされており、教員の研究にかかる大部分の経費をカバ

ーすることができる。 

 

① 研究用備品（図書を含む。） 

② 消耗品ならびに印刷、文献複写、通信、謝金等の経費 

③ 学会の入会金、会費、掲載料等の経費 

④ 学会出張、研究調査費等の経費 

⑤ その他学術研究に必要な経費 

 

この個人研究費のほか、学会等出張旅費が１人当たり 12 万円の枠内で別途支給されてい

る。また、国外での学会参加の場合には、研究発表等を行う場合に限り、20 万円の枠内で

出張旅費を別途支給している【根拠：7－15 (既出 3-37) 専任教員の学会出張に関する規

則】。さらに、専任教員は年間 20 万円まで研究用図書を図書館に発注できるほか、これら

とは別に、高額で個人研究費では賄えない図書や学部に共通する新たな雑誌の購入用とし

て、各学部(研究科を含む)にそれぞれ年間 200 万の図書購入費（特別研究図書費）も認め

られている【根拠：7－16 個人研究費による研究用図書又は備品の取扱規則】。 

 

新松戸キャンパスの新設に伴い、現在、本学は二つの校舎（キャンパス）を有している。

龍ケ崎キャンパスには研究室のある建物が３棟（２号館、６号館及び７号館）ある。専任

教員には全員、龍ケ崎キャンパスに個人研究室が与えられており、書架・研究用机・椅子・

電話機などが整備されているほか、パソコンが全室に導入され、学内 LAN を通じて学内外

との情報交換に活用されている。なお、個人研究室の１室当たりの平均面積は 21 ㎡である。

その他に専任教員及び兼任教員が利用できる共同研究室が１室、教員控室が２室あり、共

同テーブル・椅子・ロッカー・パソコン・コピー機、シュレッダーなどが備えられている。 

一方、新松戸キャンパスにも個別研究ブースを備えた専任教員のための共同研究室が２

室、さらに兼任教員も研究室として利用できる教員控室が１室置かれており、それぞれに

必要な数の研究用机・椅子・ロッカー・コピー機・電話機、シュレッダー、共同のテーブ

ルなどが整備されているほか、学内 LAN にアクセスできるパソコンも必要な数だけ設置さ

れている。教員は自分のアカウント情報（ID、パスワード）でパソコンにログインするこ

とにより、龍ケ崎の個室研究室と同様の環境で、電子メールの確認、学内 LAN 環境の利用

が可能なようになっている。 

 

教員の研究環境は、近年やや負担が増えたものの、一応の水準は満たしているものと認

識している。もっとも近年、各種委員会業務や入試業務をはじめ、諸々の業務が教員の負

担のもとに行われているのも事実であり、この点については業務の効率化等による負担の
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軽減を図る必要が出ていた。そこで 2012 年度には、それまで各学部 2 名選出していた各種

委員会の委員数を、学生委員会、課外活動計画振興委員会、図書館運営委員会、教育学習

支援センター運営委員会、就職委員会においては 1 名に削減し、教員の負担減を実現した

【根拠：【根拠：7－17（既出 3－42）「委員定数を改正した各委員会委員の選出について」】。 

 

本学における教員の責任コマ数は５コマであるが、新松戸キャンパスの開設に伴って開

講科目数が増え、実際には学部だけで６から７コマを担当し、大学院担当教員は更に２か

ら３コマを負担しているのが実情である。教員の大学への出校日数は創立時からの慣行で

週３日が最低のノルマとされていたが、近年新松戸キャンパスでの学生数の増加に伴い、

新任の教員には週 4 日出校のケースもあることを伝え、すでに着任している教員でも、必

要に応じて週 4日出校している【根拠：7－18 大学データ集 表１】。 

 

教員の長期にわたる研究時間を確保させる方途として、本学には「特別研究期間制度」

や「教員留学制度」がある【根拠：7－19（既出 3－35）専任教員の特別研究期間制度に関

する規定】【根拠：7－20（既出 3－36）教員留学規定】。専任教員は、この制度を利用する

ことにより、一定期間研究のみに専念することが可能である。「特別研究期間制度」は、専

任教員のうち６年以上の在職経験があり、かつ 65歳未満の者に対して、半年間の特別研究

期間を与える制度であるが、毎年全学部で計８名の専任教員がこの制度の適用を受けるこ

とができる。一方、1973 年に設けられた「教員留学制度」は、専任教員のうち３年以上の

在職経験があり、かつ満 55 歳以下の者に対して、１年間の長期留学を認める制度である。

留学費（渡航費・滞在費・研究費など）が本学の留学基金から支給されており、毎年全学

部で計３名の専任教員がこの制度の適用を受けることができ、主として海外の大学に留学

している。 

 

教員の研究活動に必要な研修等については、講義・入試等の本来の業務に支障のない限

り、学会等への自由な参加が保障されている。学会・研究会等への参加にかかる旅費等に

ついては、「国内における学会出席に対する交通費・宿泊費等の支給に関する規則」（1996

年施行）により１人当たり年間 12万円を、また「外国における学会出席に対する経費の補

助に関する規則」（1996 年施行）により年１回 20 万円を限度として、補助を行っている【根

拠：7－21 国内における学会出席に対する交通費・宿泊費等の支給に関する規則】【根拠：

7－22 外国における学会出席に対する経費の補助に関する規則】。 

 

教員の研究活動に必要な研修機会の確保は、上記の｢特別研究期間制度｣や｢教員留学制

度｣を利用することによって、集中して効果的に行われている。それ以外にも、「私費留学

に関する内規」が設けられ、｢３ヶ月以上１年以内の期間連続して留学し研究に従事｣、あ

るいは「２ヶ月以内の期間連続して留学し、研究に従事」する機会も与えられており、申

請して認められれば、夏休み期間中などに個人研究費等を利用して国内外の大学への留学、

又は研修に参加することもできるため、これを利用する教員も多い【根拠：7－23 私費留

学に関する内規】。ただし、学会報告のための参加ではなく、学会等への単なる参加の場合

には、入試等の学内業務が優先されるとの申し合わせがなされている。 
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このほか、学内の紀要の発行、研究会の開催は各学部の学術研究委員会が担当し、さらに

専任教員が共同で行う研究活動を支援するために、学内の共同研究費を交付している【根

拠：7－24（既出 3－38）共同研究費交付規則】。 

 

 

（５）研究倫理を遵守するために必要な措（５）研究倫理を遵守するために必要な措（５）研究倫理を遵守するために必要な措（５）研究倫理を遵守するために必要な措置をとっているか。置をとっているか。置をとっているか。置をとっているか。    

    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

本学では、2011 年度に「流通経済大学教育・研究倫理綱領」を制定し、その中で「流通

経済大学に所属し教育と研究に携わるものが、自らの社会的責任を自覚し社会の信頼に応

えるべく、遵守すべき教育・研究倫理綱領」を以下のように定めている【根拠：7－25 流

通経済大学教育・研究倫理綱領】。 

 

（流通経済大学教育・研究倫理綱領） 

第１条（教育・研究者の責任） 

教育・研究者は、学術の中心として高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を

探究して新たな知見を創造し、自らの専門的知識と能力によって、人類の福祉と社会の安

寧、環境の保全等に貢献する責任を負う。 

 

第２条（教育・研究者の基本姿勢） 

教育・研究者は、学問的良心に従い真理を真摯に探究し、専門的知識の拡大と深化、研

究能力の向上に努める。また、研究によって生み出される知の正確さや正当性を、科学的

かつ客観的に示す努力をし、研究者相互の評価にも積極的に関与する。教育にあっては、

学生の人格を尊重し敬意をもって接する。 

 

第３条（教育・研究活動） 

教育・研究者は、自らの教育・研究活動の立案・計画・申請・実施・報告などの過程に

おいて本綱領の趣旨に沿って誠実に行動する。調査・研究データの記録保存は厳正に取扱

い、捏造、改竄、盗用などの不正行為を行わない。教育にあっては、教育目標を明確に示

し、常に授業改善に努めて、学生の自主的学習を支援する。 

 

第４条（法令等の遵守） 

教育・研究者は、教育・研究の実施、研究費の使用等にあたっては、法令ならびに関係

規則を遵守し、学内外から交付される研究資金等を不正に使用しない。 

 

第５条（教育・研究対象などへの配慮） 

教育・研究者は、教育・研究への協力者の人格と人権を尊重し、福利に配慮する。動物

などに対しては、真摯な態度でこれを扱う。 
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第６条（人権侵害・差別の排除） 

教育・研究者は、教育・研究・学会活動等において、性、地位、思想・宗教、人種、国

籍などによって個人を差別せず、個人の人権と人格を尊重する。 

 

本学の教員はこれらの倫理規範に従って、各自の教育・研究に従事している。なおこの

ほか同年に、『流通経済大学における「人を対象とする研究」倫理基準』を設け、本学教員

が実施する「人を対象とする研究」に関する必要事項を定め、それぞれの研究が「倫理的、

法的、社会的に適正に実施」されるように配慮している【根拠：7－26 流通経済大学にお

ける「人を対象とする研究」倫理基準】また「研究倫理審査委員会規程」も設けて、人を

直接の対象とする研究の可否を審査するための委員会（学長が招集）も設置することとし

た【根拠：7－27 研究倫理審査委員会規程】。 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価        

●基準●基準●基準●基準 7777 の充足状況の充足状況の充足状況の充足状況    

2015 年に開学 50 周年を迎える本学は、全学的な改革・改善の動きの中にあり、それは教

学関係からキャンパスの整備に至るまでの広範囲なものである。厳しい入試の状況のなか

で、本学が大学の名にふさわしい教育と研究を進めていくための正念場であるというのが

全学的な認識である。 

こうした中で、現在、校地の狭さからくる新松戸キャンパスのアメニティの状態にかな

りの課題を抱えているが、それも新校地の獲得・校舎の建設でかなり解決されると考えて

いる。多少、不十分な面もあるが、おおむね基準 7 を充足しているといえる。 

    

    

①①①① 効果が上がっ効果が上がっ効果が上がっ効果が上がっている事項（優れている事項）ている事項（優れている事項）ている事項（優れている事項）ている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 龍ケ崎キャンパスの校地面積と校舎面積は、ともに大学設置基準をはるかに上回ってお

り、教室数等も教育目的を達成するための施設・設備としては十分な水準にある。 

・ 本学では、各学部で障害者を積極的に受け入れていることもあり、全学の施設・設備の

バリアフリー化については特段に配慮してきた。新松戸キャンパスにおいては、各棟に

エレベーターを設けてあり、同じ階の各棟への移動については支障がない状況にある。

また、各階に障害者用のトイレも設置している。大教室は、スロープ式になっていて受

講に支障がないようにしてある。コンピュータ室、図書館でも十分に利用可能なスペー

スを設けてある。 

 

＜図書館＞＜図書館＞＜図書館＞＜図書館＞    

・ 龍ケ崎・新松戸各図書館に輪読室が設置されている。館内の各種資料を自由に利用し

ながら授業がおこなえることが最大の利点である。ゼミなどでの映像利用の授業や実

践的授業に活用されている。 

・ 資料配置については展示方法の工夫をしている。また龍ケ崎図書館の AVルームでは全
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機 DVD 対応になっているが、普及してきているブルーレイディスクに対応できるよう、

計画的に更新していく必要がある。 

・ 工夫を凝らした企画展実施の結果、紹介図書の貸出数は増加し、コーナーに立ち寄り

図書を手に取る学生の姿も目立ち、企画展の効果がみられた。 

・ 限られた予算やネットワーク環境下で、学内のすべての要望を満たすことは困難であ

るが、それでも契約媒体の見直しや情報環境の整備により、より良好な条件でそれら

のデータベースの活用が可能になったことは評価できる。また、NACIS-ILL の導入によ

り、他大学との協力体制も良く機能している。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

・ 龍ケ崎キャンパスには、1965 年開学から 1970 年までの５年間で建てられた建物が４棟

あり、老朽化に伴う保守、また維持・管理が重要な課題となっている。 

・ 教育目的を達成するための施設・設備を考えれば、特に新松戸キャンパスにおける施設・

設備の充実が課題であり、体育館などスポーツ関連施設の整備・拡充等も緊急の課題で

ある。 

・ 研究図書費及び特別研究図書費については、その予算執行額の少なさが目立つ。これに

ついては、制度上の問題から教員個人の事情に至るまで様々な原因が考えられるが、予

算執行額を増やすための方策を検討する必要がある。 

 

＜図書館＞＜図書館＞＜図書館＞＜図書館＞    

・ 業務内容の性質上、事務部長を除いて事務職員の配置転換を行うことが必ずしも容易

ではなく、年齢構成が他と比較してかならずしもバランスがとれているとは言い難い

ことは否めない。また、専任職員全体の年齢が高く今後の業務の円滑な継続に不安を

残している点は、今後の検討課題である。 

・ 各教員に用意された研究用図書費（各 20 万円）の活用が十分に行われていない点は今

後改善が必要な問題である。 

 

 

３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策        

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

・ 大学全体として、50 周年記念事業に合わせたキャンパスの整備計画を図っている。    

    

＜図書館＞＜図書館＞＜図書館＞＜図書館＞    

・ ネットワークを活用したオンライン・システムの導入は時代の趨勢でもあり、避けて

は通れない。慎重で計画的な利用契約と情報環境の整備、利用者への講習会の実施な

どの学内の対応はもとより、周辺大学とのコンソーシアムへの加盟などにより、学外

に対しても積極的な情報の共有・活用を検討していく。 
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②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜＜＜＜大学全体大学全体大学全体大学全体＞＞＞＞    

・ 龍ケ崎キャンパスでは、50 周年記念事業として、老朽化した 2 号館の建て替えが理事会

で承認され、今後その設計・建築が全学の合意を得ながら進められる。 

・ 新松戸キャンパスでも、新校地の取得、新校舎の建設が決定しており、キャンパスの整

備に向けた動きが加速化している。    

    

＜図書館＞＜図書館＞＜図書館＞＜図書館＞    

・ 図書費の活用が十分に行われていない理由の一つが、依頼の煩雑さと依頼した本が使

用可能になるまでの時間が長いことがあげられる。使用可能となるまでの時間につい

ては、委託業務の一つとなっているため、委託業者と業務の迅速化に向けた協議を通

して改善を図る。 

・ 専門知識を持つ専任職員が少ない状況では、業務委託は専門知識を持った人や即戦力

となる図書館勤務経験者などを採用することもできるというメリットがある。しかし

ながら業務委託契約の際に、大学図書館の考え方を業務委託先の業者との間で、業務

分担の最適化、委託後の連携のあり方などを十分に詰めておく必要があると考える。 

・ 今後、ネットワークを利用した情報の有効活用について、教員、学生、図書館職員に

対する講習会を開催するなどして活用の成果を高めていく必要がある。 

 

 

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料        

 

基準 資料の名称 資料番号 

７．教育研究

等環境 

拡大全学教員会議資料 

将来構想検討委員会 

 

50 周年記念事業の概要（理事会・評議委員

会資料） 

大学データ集（参考）（表 27・28） 

行動基準 

図書館運営委員会規則 

点検・評価報告書 

 

大学データ集（参考）（表 31） 

図書館利用規定 

図書館利用案内 

図書館利用スタンプカード 

コメント大賞 

7－1 

7－2  

（既出 1－17） 

7－3 

 

7－4 

7－5 

7－6 

7－7 

（既出 1－15） 

7－8 

7－9 

7－10 

7－11 

7－12 
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読書のススメ 

個人研究費規程 

専任教員の学会出席に関する規則 

 

個人研究費による研究用図書又は備品の取

扱規則 

委員定数を改正した各委員会委員の選出に

ついて 

大学データ集（参考）（表１） 

専任教員の特別研究期間制度に関する規定 

 

教員留学規定 

 

国内における学会出席に対する交通費・宿

泊費等の支給に関する規則 

外国における学会出席に対する経費の補助

に関する規則 

私費留学に関する内規 

共同研究費交付規則 

 

流通経済大学教育・研究倫理綱領 

流通経済大学における「人を対象とする研

究」倫理規準 

研究倫理審査委員会規程 

7－13 

7－14 

7－15 

（既出 3－37） 

7－16 

 

7－17 

（既出 3－42） 

7－18 

7－19 

（既出 3－35） 

7－20 

（既出 3－36） 

7－21 

 

7－22 

 

7－23 

7－24 

（既出 3－38） 

7－25 

7－26 

 

7－27 
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Ⅷ．社会連携・社会貢献Ⅷ．社会連携・社会貢献Ⅷ．社会連携・社会貢献Ⅷ．社会連携・社会貢献    

 

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明        

（１）社会との連携・協力に関する方針を定めているか。（１）社会との連携・協力に関する方針を定めているか。（１）社会との連携・協力に関する方針を定めているか。（１）社会との連携・協力に関する方針を定めているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

本学は創立以来、開かれた大学として、生涯学習等の社会の多様な要請に応えていくこ

と（実学主義）を基本的方針の一つとしている。これまで本学が蓄積してきた様々な教育・

研究の成果を広く社会に公開し還元すべく、市民を対象にした各種の公開講座や講演会を

開催し、また国及び地方自治体等の各種審議会等に委員を送り出して、政策形成等にも貢

献してきた【根拠：8－1 公開講座運営委員会規則】。また龍ケ崎キャンパス、新松戸キャ

ンパスともに、市民などからの要望の多い図書館の利用のみならず、講堂（ホール）や大

教室等の大学施設についても、近隣高校の夏期講習や宅地建物取引主任者試験の会場など、

様々なイベント会場として地域社会に開放している。 

このほか本学は、海外の 15 大学と学術交流協定を締結しており、そのうち中国の首都経

済貿易大学、北京物資学院、東北財経大学、海南大学、韓国の又松大学校とは学生の交換

留学の協定を結び、双方の大学での単位認定、学費の免除を行ない、積極的に学生の海外

留学を支援している。また物流科学研究所（本学の附置研究所）には、「ロジスティクス産

学連携コンソーシアム」（経済産業省から委託事業）が設置され、産学連携人材育成の事業

を推進している【根拠：8－2 （既出 1-5）ロジスティクス産学連携コンソーシアム委員会

資料】。 

 

なお前回の認証評価（2007 年・大学基準協会）の際に、以下のような到達目標を掲げた

が、基本的には現在も、この目標に沿った活動を続けている【根拠：8－3（既出 1－15）別

冊 5『点検・評価報告書』（293 頁）】。 

 

 ① 本学が保有する知的資源を社会に公開する。 

 ② 大学の施設・設備を社会に開放し、生涯学習の機会を提供する。 

 ③ 地域社会の文化と教養の高揚に貢献する。 

 ④ 企業や国、地方公共団体等の社会組織との連携を強化する。 

 

このほかにも、学園本部のあるキャンパス龍ケ崎市と「龍・流連携事業実施計画」を結

び、新松戸キャンパスのある松戸市とも同様な連携を行なっている【根拠：8－4 平成 25

年度 龍・流連携事業実施計画（案）】。 

 

 

（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

本学では、社会との文化交流の推進を目的に、1989 年に「公開講座運営委員会規則」が
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制定され、公開講座運営委員会が設置された。その企画・運営によって、これまで公開講

座の開催をはじめ、各種講演会等を広く市民にも開放するなど、大学と社会との連携、大

学と市民との文化交流等を積極的に進めてきた。これらの公開講座や講演会等は、大学で

主催して行われるものと、各種センター等の附置機関で行われるもの、さらには大学関係

者が関わる NPO 法人等で行われるものなどに大別される。 

 

（１）公開講座 

大学が主催する公開講座は、既に 1984 年に創立 20 周年を記念して第 1 回が開催されて

以来、今日まで 30年近くにわたる歴史と実績を持っている。その開講科目は、本学が最も

得意とする経済・経営、情報、社会、法律などの社会科学系の専門分野だけにとどまらず、

広く市民のニーズに応えるべく、IT 関連の入門講座から日本文学、外国文学、歴史分野に

いたるまで、多岐にわたっている。またスポーツ健康科学部の開設とともに、スポーツ・

健康科学に関する講座も積極的に開講している 

これとは別に、1989 年から 1998 年まで千葉県柏市の教育委員会との共催で柏市の施設で

秋季公開講座を開催し、また 1991 年から、一時中断はあったが、2000 年まで茨城県の土浦・

石岡社会教育センターとの共催で公開講座を年２回開くなど、これら学外の講座にも講師

として教員を派遣してきた。 

次に、センター等の附置機関レベルで行われているものとしては、体育指導センターが

市民を対象にした「フィットネス講座」を開講し、予防医学や健康管理に市民の関心が高

まるなかで多数の市民が参加している。また 1991 年から毎年、国際言語教育センターが主

催して「英語で学ぶ国際マナー」等のテーマで「市民講座」が開かれ、英会話の習得と国

際化時代における文化の相互理解を目標に開講されているが、出席者も多く好評を得てい

る。 

 

（２）学術講演会 

各学部にはそれぞれ学術研究委員会が組織されており、これら各学部の学術研究委員会が

持ち回りで学術講演会を開き、学内の教員だけでなく各界の著名人をも講師に招いて講演

を行っている。当初は、全学の学生及び教職員を対象に広い見識を持つ機会を提供するこ

とを目的に行われてきたが、近年になって｢能楽鑑賞会｣なども取り上げられるようになっ

たことから、2004 年からは一般的な関心の高いものについては市民にも公開するようにな

った。講演内容如何にかかわらず毎回多数の参加者を集めている【根拠：8－5（既出 3－34） 

学術研究委員会規則】。 

 

（３）各種講演会、出張講義など 

 本学における教育研究の成果は、本学で行われる公開講座のみならず、本学の専任教員

が各種・各場所で行う講演会や、それぞれの専門分野における研究書やテキストの出版、

専門雑誌への論文投稿、さらには新聞・テレビなどのメディアを通じた意見表明や政策提

言などによって、広く市民に還元されている。 

 また本学は、茨城県教育委員会との間で、県内にある他大学とともに「茨城県立高等学

校生徒を対象とした大学の授業公開等に関わる協定書」を交わし、これに基づいて茨城県
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教育委員会が主催する「プレ・カレッジ講座」（大学教授等による拠点校での出前授業）に

講師を派遣している。それ以外にも、本学園に設置されている高等教育振興室や入試セン

ターが窓口になって、茨城県及び千葉県等の近隣の高等学校からの出張講義(模擬授業)の

要請に対しては積極的に対応するなど高大連携事業を進めており、それが本学への社会的

評価の高まりや、ひいては本学への志願者の増加に結びつくことが期待される。 

その他、本学卒業生で社会福祉士の有資格者の組織である「流通経済大学社会福祉士会」

と本学社会学部教員をはじめとする関係者及び本学学生が中心となって「流通経済大学社

会福祉セミナー」を定期的に開催し、地域の社会福祉の分野でも貢献している。 

本学関係者が関わって設立された組織等で行われるものとして、NPO 法人「クラブ・ドラ

ゴンズ」（顧問：学長、理事長：スポーツ健康科学部長、副理事長：龍ケ崎市体育協会長な

ど）の文化交流活動がある。この NPO 法人は、高齢化時代における生涯学習へのニーズの

高まりや、学校５日制のなかでの青少年の育成に関わる地域社会の教育力への期待に応え

るべく、スポーツ・文化活動を通じて生涯学習への支援や、社会教育の推進、子供の健全

育成に寄与すること等を目的に設立されたものであり、知識・情報・施設など本学の人的・

物的資源を活用して、小・中学生対象の「ドラゴンズラグビー・クラブ」や、中学生を対

象にした「どら塾」(英・数・国・理・社の学習塾)、一般社会人を対象とする「源氏物語

を楽しむ会」や「パソコン講座」など、広範囲にわたって事業展開を行っている。 

 

（４）地方自治体との連携 

    本学は茨城県龍ケ崎市と千葉県松戸市に二つの校舎と校地を置き、首都圏でも周辺部に

位置するという本学の立地の特性もあって、設立当初から本学は地域とのつながりを重視

してきた。また本学は教員スタッフにおいて、それぞれの専門分野の学会における主要メ

ンバーを擁していることから、国をはじめ地方自治体等からの審議委員等への就任依頼も

多く、政策形成に寄与している教員も少なくない。 

また本学は、2004 年２月に龍ケ崎市とのあいだで「龍ケ崎市と流通経済大学との連携に

関する協定書」【根拠：8－6 龍ケ崎市と流通経済大学との連携に関する協定書】を結んで

いる。それは、相互の知的・人的・物的資源の交流・連携（「龍・流連携」）を図り、まち

の活性化と大学教育の向上を目的とするものであるが、a.教育と文化の向上、b.スポーツ

の振興、c.産業の振興、d.人づくり・まちづくり等について、具体的な活動を開始してい

る。 

「龍・流連携」事業の実績としては、①小・中学校、高校への学生派遣による学習支援・

障害児支援・部活支援等（小学校７校、中学校 3校、高校 1 校）、②「ブログで楽しむパソ

コンライフ｣講座の開設、③商工会との連携による中心市街地空き店舗調査の実施、④「龍

ケ崎市スポーツ指導者講習会｣への講師派遣などがあり、今後もこれらの事業を今後も一層

拡大していく予定である【根拠：8－4 平成 25 年度 龍・流連携事業実施計画（案）】。 

さらに、新松戸キャンパスを開設したのを機に、松戸市及び松戸市商工会議所等と市内

にある４大学との間で「まつど産学官懇談会」が組織され、連携事業の展開に向けて 2004

年から定期的に会合を開いている。図書館をはじめとする大学施設の開放や、松戸市内の

小学校における総合学習・体験学習等への学生支援ボランティアの参加、松戸市及び商工

会議所の主催する各種行事への学生ボランティアの参加などを中心に活動している。 
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（５）寄付講座など 

 企業等との連携としては、本学では、すべての学部に共通した正規の授業科目（キャリ

ア科目）として６つの寄附講座（「日本通運寄附講座」「野村證券寄附講座」「全国通運連盟

寄付講座」「茨城県経営者協会寄付講座」「日本通信販売協会寄付講座」「業界研究特別講座」）

が開設されており、専任教員が責任を持ってその運営に関わり、単位の認定等を行ってい

る。 

そのうち日本通運寄附講座は、本学の設置者でもある日本通運株式会社の寄付によって、

「21 世紀の物流と労働」というテーマで開講され、日本通運株式会社の役員及び労働団体

代表など多彩な顔ぶれの講師陣が、その豊富な実務体験に基づき、総合物流企業の立場か

ら物流・ロジスティックス・労働の各分野にわたる内容で講義している。また、野村證券

寄附講座は、「資本市場の役割と証券投資」というテーマで、「金融ビッグ・バン」以降の

激変する日本の資本市場の全容と株式投資・債券投資等について、野村證券及び野村総合

研究所の調査研究スタッフが輪番で講義している。業界研究特別講座は新設科目で、ある

特定の業界から寄付講座の申し入れがあった場合に開講される科目で、2013 年度はまだ開

講されていない。 

このほか、経済学部及び流通情報学部で開講する各種の「実践講座」では、実際の経営

者を複数招き、ビジネスの現場における企業家精神や価値創造、イノベーションなどにつ

いて講義をしてもらっている。 

 

（６）国際交流 

 本学は現在、海外の 15大学（韓国の南ソウル大学校、又松大学校、東西大学校、中国の

首都経済貿易大学、北京物資学院、東北財経大学、海南大学、台湾の南台科技大学、大仁

科技大学、淡江大学、天主教輔仁大学、タイのタマサート大学、ネパールのトリブバン大

学、アメリカのノーザンアリゾナ大学、ポルトガルのベイラ・インテリオール大学）と学

術交流協定を締結し、交換留学、語学研修、実務体験など、さまざまな国際交流を進めて

いる。このうち中国の首都経済貿易大学、北京物資学院、東北財経大学、海南大学、韓国

の又松大学校とは学生の交換留学の協定を結び、双方の大学での単位認定、学費の免除を

行ない、積極的に学生の海外留学も支援している。 

また社会学部・国際観光学科（10名）、流通情報学部（50名）、法学部・ビジネス法学科

（15 名）では、それぞれ外国人留学生の募集枠を設けて、積極的に海外からの留学生受け

入れを行なっている。 

 

＜＜＜＜物流科学研究所物流科学研究所物流科学研究所物流科学研究所＞＞＞＞    

物流科学研究所には、大学におけるロジスティクスに対する実践的な人材育成を可能と

するプログラムを開発、運営していくための「ロジスティクス産学連携コンソーシアム」

が設置されている。このコンソーシアムは、流通経済大学流通情報学部が、2008 年度、2009 

年度に経済産業省から委託され、検討した「産学連携人材育成事業（サプライチェーン・

ロジスティクス人材育成プログラム）」の検討委員会を母体に組織されたもので、2010 年

度以降、年 2 回、定期的に開催されている。構成員は、ロジスティクス関連の業界団体で
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ある日本ロジスティクス・システム協会、日本物流団体連合会、全日本トラック協会、全

国通運連盟の委員、さらに企業のロジスティクス関連の委員（11 名）、本学教員（13 名）

で構成されている。 

コンソーシアムは、ロジスティクス産学連携プログラム（「ロジスティクス実践講座」、

「物流マネジメント実践講座」、「国際物流実践講座」、「情報システム実践講座」、「ロジス

ティクス企業訪問講座」、「ロジスティクス改善演習」、さらに寄付講座である「日通寄付講

座」、「全国通運連盟寄付講座」で構成）について、より実践的な人材育成を可能となるよ

うに開発、運営していくため、その内容、教育方法について検討していくことを目的とし

ている。プログラムを、円滑に産学連携で実施するためには、企業と大学との情報交換、

事業の継続性、体系化が大きな効果をもたらすものと考えられる。そこでコンソーシアム

は、企業と大学が継続的な組織体制の確立を図り、効果あるプログラム開発に取り組むこ

とが必要であるという認識から設置したものである。 

コンソーシアムでは、教員による講義科目との調整、連携を図り、相乗効果が出るよう

な教育内容の検討、社会、企業が求めるロジスティクス人材などの検討も併せて実施する

など、体系的なプログラムを検討している。さらに、定期的に産学連携プログラム独自の

学生授業評価アンケート、各講義の出席カード等による学生からの意見、質問等のとりま

とめを行っており、コンソーシアムの委員会では、その結果も踏まえて、業界団体、企業、

そして教員との間で、教育内容、教育方法に関する活発な意見交換がなされている。それ

を踏まえて、ロジスティクス産学連携プログラムの常に教育内容、教育方法を改善してい

る。なお、コンソーシアムの議事内容は、大学ホームページで公開している【根拠：8－2 

(既出 1-5）ロジスティクス産学連携コンソーシアム委員会資料】。 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価        

●基準●基準●基準●基準 8888 の充足状況の充足状況の充足状況の充足状況    

本学は開学以来、社会に開かれた大学を目標としており、キャンパスのある龍ケ崎、松

戸市とも連携事業を行なってきた。また流通情報学部を中心に、産業界との結びつきも強

く、何よりも物流業界の老舗・日本通運が軸となって設立された大学である。 

国際交流という点ではまだまだ不十分なところもあるが、今後、英語教育に力点を置き、

海外からも、また大学からも、積極的に往来する条件を整備していく。全体的にみると、

やや弱い点もあるが、ほぼ基準 8 を充足している。 

    

    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 本学は、地域社会への大学施設の開放のみならず、各種公開講座や公開講演会の開催、

高等学校の出前授業への講師の派遣、国及び地方自治体の各種審議委員会等への委員の

派遣など、大学の規模や立地にもかかわらず、他大学に先駆けて積極的に社会との文化

交流を進めてきた。 

・ 様々な形で地域の活性化や地域社会の教養・文化の高揚に寄与し、地方自治体等の政策
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形成等に貢献してきた。 

・ 本学の教育目標である「健全な実業人の育成」を体現し、キャリア教育を充実させる科

目として、本学の寄付講座関連科目は、すべての学部から受講者も多く好評であり、十

分に所期の目的を果たしている。 

 

＜物流科学研究所＞＜物流科学研究所＞＜物流科学研究所＞＜物流科学研究所＞    

・ コンソーシアムでは、企業等の最新の情報をもとに教育内容、教育方法を検討し、反映

させており、常に魅力のある話題、内容を提供することにつながっている。そのため、

産学連携プログラムの科目は、学生からの充実度などの評価も非常に高い。 

・ コンソーシアムでは、業界団体、企業等の委員に、定期的に実施される産学連携プログ

ラム独自の学生授業評価アンケート、各講義の出席カード等による学生からの意見、質

問等のとりまとめ結果を提供することにより、学生度の理解度、学生が興味を持つ点な

どをフィードバックしており、より効果的な産学連携プログラムとなっている。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 本学には「生涯学習センター」等の専門的な機関が設けられておらず、公開講座につい

ては公開講座運営委員会が、講演会については各学部の学術研究委員会が、「市民講座」

については国際言語教育センターが、というようにそれぞれ独自に企画・運営がなされ、

相互の連絡調整が不十分である。 

 

＜物流科学研究所＞＜物流科学研究所＞＜物流科学研究所＞＜物流科学研究所＞    

・ 産学連携プログラムの内容は、企業人からも魅力的なものとなっている。客員講師か

ら、他の講義を聴講したいという要望があり、今後聴講が可能になるように配慮する

必要がある。 

・ 産学連携内容を、より広範に拡大していくことが必要である。産学連携による共同研

究の展開なども考えられる。 

 

 

３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策        

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 50 周年を迎えるにあたって、本学の建学の理念を再確認し、本学の教育目標である「健

全な実業人の育成」をさらに推し進めていく。 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 各学部の学術研究会、公開講座運営委員会、国際交流センターなどを連携させて、新た

な形でのセンター（流通経済大学エクステンション・センター）の設立などを検討して
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いく。 

 

 

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料        

 

基準 資料の名称 資料番号 

8. 社 会 連

携・社会貢献 

公開講座運営委員会規則 

ロジスティクス産学連携コンソーシアム HP 

点検・評価報告書 

平成 25 年度 龍・流連携事業実施計画（案） 

学術研究委員会規則 

 

龍ケ崎市と流通経済大学との連携に関する

協定書 

大規模災害時等における協力体制に関する

基本協定（龍ケ崎市・松戸市） 

8－1 

8－2（既出 1‐5） 

8－3（既出 1－15） 

8－4 

8－5 

（既出 3－34） 

8－6 

 

8－7 
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Ⅸ－１．管理運営・財務（管理運営）Ⅸ－１．管理運営・財務（管理運営）Ⅸ－１．管理運営・財務（管理運営）Ⅸ－１．管理運営・財務（管理運営）    

 

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明    

（１）大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定めているか。（１）大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定めているか。（１）大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定めているか。（１）大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定めているか。    

    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

学校法人日通学園の代表者は学園の理事長であり、「理事長は、この法人を代表し、その

業務を総理する」と規定されている【根拠：9－1－1 学校法人日通学園寄付行為（第 13

条）】。学園の運営および事業を遂行するため、本学は建学の理念や教育方針、現状認識に

基づき、中期的スパンに立脚した計画や将来構想を打ち出し、法人が全体の基本政策を立

案している【根拠：9－1－2 (既出 7-3) 50 周年記念事業の概要（理事会・評議員会資料）】。

予算編成方針、事業計画、事業報告や大学改革に関わる課題、さらに、取り組み中の課題

やその審議過程、進捗状況などを教授会、その他会議体へ適時報告をし、法人が編集主体

となり製作している大学広報季刊誌「ＲＫＵ Ｔｏｄａｙ」により、学内外へ広く周知する

ように努めている【根拠：9－1－3（既出 3－12）全学教員会議規程】。なお現在、学長の主

導のもとに、全学の将来構想検討委員会が発足され、本学の将来構想について具体的な検

討作業が進められている【根拠：9－1－4（既出 1－17）将来構想検討委員会】。 

本学における意思決定はすべて関連する会議体にかかわる諸規程に則り、その手続きが

執行されている。法人の意思決定は、学内理事会によって議論された内容を理事会に諮り、

最終決定がなされている【根拠：9－1－5（既出 3－9）学内理事協議会規則】。学内理事会

の構成メンバーには、学長のほか、「教員から推薦される理事・評議員候補者の選出に関す

る内規」に基づき、教員から選ばれた者３名が就任し、大学（教学）の立場を代表して理

事会における意思決定に関わっている。また、「学内理事協議会規則」に基づき、学内理事

協議会を適宜開催し、大学協議会で決定された事項については尊重しながら、法人と大学

の円滑な連絡や調整を図っている。 

大学の意思決定は各学部教授会や各部局による会議体で議論された内容を大学協議会で

協議のうえ最終決定がなされている【根拠：9－1－6（既出 3－10）大学協議会規則】。教授

会は、学則第 27 条に基づき、各学部規則により定められている【根拠：9－1－7（既出 1

－2）流通経済大学学則（第 27 条）】。教授会の構成員は、学部に所属する専任の教授、准

教授、講師とされているが、必要に応じ、その構成員以外の者の出席を求めることもでき

るとしている。審議事項としては、学則第 27 条に規定されているとおり、教育課程に関す

る事項、学生の入学および卒業の認定に関する事項、学生の学内試験に関する事項、学生

の学園生活に関する事項、学生の賞罰に関する事項、教員の任免、昇格および進退に関す

る事項、教員の役職候補者の選考に関する事項、その他学部の教育研究および運営に関す

る重要事項となっており、教学分野における重要事項は教授会の専権事項となっている。 

 

 

（２）明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか。（２）明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか。（２）明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか。（２）明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか。    

    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    



212 

 

学校教育法や私立学校法など大学が依拠する関係法令の改正等には速やかに対応し、そ

の解釈などは弁護士資格を有する法人監事と相談しつつ整備している。また、教学の根幹

となる学部の運営については、「流通経済大学学則」（第 27 条）に基づき教授会を設置し、

別に定められたそれぞれの「学部規則」に基づいて適正に運営している。 

学長は、理事会が決定する方針のもと、教学の最高責任者として「流通経済大学学則」

第 24 条に基づき、「校務を掌り、所属職員を統督すること」と定められており、本学を代

表し、大学の方針や決定事項等を学内外に説明する責任を負い、学部や大学院の基本方針

を策定している【根拠：9－1－8（既出 1－2）流通経済大学学則（第 24 条）】。 

学部長および研究科長は、各学部規則および大学院学則、研究科規則に基づき教授会お

よび研究科委員会をそれぞれ招集し、学部および研究科の教学に関するすべての事項につ

いて協議する。各学部の「学部長に関する規則」、「学部長候補者選考規則」や「大学院研

究科長候補者選考規則」に基づき選任された者が、学部または研究科に関わるすべての事

項についてこれを統括し、教授会または研究科委員会を招集して、それぞれにおける管理

運営についての執行責任を担っている。 

本学は「学長選考規則」により、学長は理事長が選考し、理事会の承認を経て、理事長

が任命することになっている。なお選考にあたっては、「流通経済大学学長候補者選考規則」

に基づき選出された候補者が、理事長に推薦される運びとなっている【根拠：9－1－9 学

長選考規則】【根拠：9－1－10 流通経済大学学長候補者選考規則】。 

学部長の選考は、各学部の「学部長に関する規則」および「学部長候補者選考規則」に

基づき、各学部教授会が推薦する候補者として選出され、理事会の承認を経て学長が任命

することとなっている【根拠：9－1－11 学部長に関する規則】【根拠：9－1－12 学部長

候補者選考規則】。 

研究科長の選出は、大学院学則に基づき当該研究科委員会の推薦に基づき、理事会の承

認を経て学長が任命することとなっている。その選出方法については、「大学院研究科長候

補者選考規則」に基づいて行われている【根拠：9－1－13（既出 3－27）大学院研究科長候

補者選考規則】。 

 

 

（３）大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能しているか。（３）大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能しているか。（３）大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能しているか。（３）大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能しているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

本学の事務組織は、学則第 63条、学校法人日通学園事務組織規則によって定められてお

り、各部門の業務遂行のため最適化を図ることを目的としている【根拠：9－1－14（既出 6

－5）日通学園事務組織規則】。現在は法人部門と「教学支援部門」とに大別され、さらに

「教学支援部門」は新松戸キャンパスにおける組織も設置している。 

大学改革を教職協働で前進させていかなければならない中で、事務職員には能動的姿勢

での行動が求められる。その中で、理事会、大学協議会などの決定事項、報告事項等は、

毎週行われる「部長会」にて速やかに報告され、事案によっては、その場で話し合いがも

たれ、具体案を決めることもある。また大学協議会などには、教学支援部門の部局からも

出席を求められ、意思決定のプロセスに積極的に参加できる仕組みとなっている。 
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本学では、事務組織の公理化、計画的採用および現業職のアウトソーシングなども一方

では推進している。業務内容の多様化への対応を考慮しつつも、専任職員人件費について、

現状を堅持していく方針である。今後は学籍システムなどのインフラのさらなる整備およ

び強化を積極的に推し進めることで、事務職員一人が対応できる範囲を広げていく方針で

ある。 

本学では、事務職員の人事管理における基本理念は、職務遂行能力に基づく、職場にお

ける信頼、協力関係の構築を図ることにあると考えている。また、多様化する業務内容へ

の対応を踏まえ、事務職員採用については中・長期的スパンで考えており、新卒者・既卒

者を含め、原則、一般公募、学内公募にて採用活動を行っている。採用試験は、筆記試験

と論作文試験、３回程度の面接を経て理事会に諮り採用の運びとなる。 

給与体系については、俸給表に基づき、勤続年功制の状況になっており、人事評価制度

や人事考課については、まだ十分に確立されている状態にあるとはいえない。賞与時には、

若干の人事考課を加味して支給する状態になっている。 

 

 

（４）事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じているか。（４）事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じているか。（４）事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じているか。（４）事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

事務職員の人事諸制度の改革は、理事長直轄の「戦略会議」で議論されてはいたが、あ

まり具体的な進捗をみていない。事務職員が任される分野の変化へ意識改革、民間企業に

おける人事考課制度などの流れを確認しつつ、人材育成、能力開発などに的を絞り、大学

を取り巻く周辺環境の変化に対応出来得る人事制度を構築していく方向である。 

定期人事異動は、年度初めまたはそれに近い時期に行われることが多く、現在の担当業

務の内容や分量、適正、職場環境等を勘案し、総務部人事課が行っている。 

事務職員の意欲、資質向上を図る方策のひとつとして、外部で行われる研修に参加させ

ることに努めている。課題の作成や、研修現場での協働、プレゼンテーションなどを通し

て、自己の能力、意識の向上や新たな人脈づくりも期待でき、自身の実務への反映が見込

まれる。これら学外における研修参加は、今後も積極的に行なう予定である。なおこれま

でに参加した具体的な研修は、私立大学庶務課長会初任者研修、私立大学庶務課長会合宿

研修、私大連自己改革システム修得プログラム、大学情報化職員基礎研修会、学生生活支

援研究会、留学生担当者研修会などがある。 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価        

●基準●基準●基準●基準 9999－－－－1111 の充足状況の充足状況の充足状況の充足状況    

本学では、学長、学部長、大学院研究科長の選出はすべて規定に基づき、厳格に行われ

ている。法人部門と教学部門の役割分担も明確で、それぞれ理事長と学長が適切な運営を

行なっている。学部教授会、大学院研究科委員会もその役割と権限、責任が明確に規定さ

れている。 

職員（事務組織）についても適切な構成と人員の配置が行われ、事務局長を中心にして、
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教学を全面的に支援している。近年、学外での研修も多くなっているが、職員の SD（スタ

ッフ・ディベロップメント）や採用、昇格を含む人事制度については、まだ課題も多い。

こうしたことから、課題が残されてはいるが、おおむね基準 9－1 を充足している。 

 

    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 理事長、学長、学部長の権限については、それぞれ理事会、大学協議会、教授会を主催・

運営することで、明確な機能分化ができている。 

・ カリキュラムの変更や制度改革が続いている中、事務組織は日常業務を行いながら、環

境の変化に呼応すべく、努力を続けている。 

・ 近年、女性職員の採用数も増えてきており、女子学生への対応など、きめ細やかな対応

ができている。将来的には、女性の幹部候補の任用も考慮に入れつつ、マネジメント能

力の研鑚に努めていきたい。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 意思決定に関わるプロセスにおいて、迅速さを実現できる仕組みを構築していきたい。 

・ 団塊世代の一斉退職に伴う人材の枯渇が問題となる前に、本学に合った人事制度の確立

が急務である。また人事異動のルール化や、役職への昇格、降格基準の明確化も必要で

ある。 

・ 大学協議会で協議される内容が多岐にわたることから、下部のワーキング・グループで

一層の効率化や実効性が求められており、各部署との連携の強化がより図られるべきで

ある。 

・ 適材適所の観点から、定期的な人事異動と人事諸制度の整備にあたり、まず、上長との

定期的な面談や、各部局と総務部との定期的な人事に関連する協議など、具体的な進捗

がみられる方策を早急に立てるべきである。 

 

 

３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 外部の動向（他大学、大学基準協会など）にも気を配りながら、理事長、学長、学部長

の役割・権限をさらに明確にして、社会の要請に十分に応えられる組織を目指す。 

・ 大学にとって厳しい状況がこれからも続くと思われるが、事務組織もその能力を最大限

に生かして、大学の教学改革を支援していく。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    
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＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 公平で適切な人事制度の構築は、すべての職員の働く意欲の源泉である。そのことを忘

れずに、有効な制度設計を進める。 

・ 教員と職員の両輪で、大学を適切に運用できるように、今以上に双方の意思疎通を図る

方策をとる。 

・ 働きやすい職場の環境と働き甲斐のある報酬は、すべての教職員の願いでもある。厳し

い時代ではあるが、いろいろな部門の意見を聴きながら、その点を考慮した職場（大学）

を作り上げていく。 

 

 

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料        

 

基準 資料の名称 資料番号 

９．管理運

営・財務 

（１）管理運営 

学校法人日通学園寄付行為 

理事会・評議員会資料（50 周年記念事業の

概要） 

全学教員会議規程 

 

将来構想検討委員会 

 

学内理事協議会規則 

 

大学協議会規則 

 

流通経済大学学則（第 27条） 

 

流通経済大学学則（第 24条） 

 

学長選考規則 

流通経済大学学長候補者選考規則 

学部長に関する規則 

学部長候補者選考規則 

大学院研究科長候補者選考規則 

 

日通学園事務組織規則 

 

理事会名簿 

 

9－1－1 

9－1－2 

（既出 7－3） 

9－1－3 

（既出 3－12） 

9－1－4 

（既出 1－17） 

9－1－5 

（既出 3－9） 

9－1－6 

（既出 3－10） 

9－1－7 

（既出 1－2） 

9－1－8 

（既出 1－2） 

9－1－9 

9－1－10 

9－1－11 

9－1－12 

9－1－13 

（既出 3－27） 

9－1－14 

（既出 6－5） 

9－1－15 
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Ⅸ－２．管理運営・財務（財務）Ⅸ－２．管理運営・財務（財務）Ⅸ－２．管理運営・財務（財務）Ⅸ－２．管理運営・財務（財務）    

    

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明        

（１）教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか。（１）教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか。（１）教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか。（１）教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか。    

    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

第Ⅶ章でも述べたことだが、本学では 2007 年に拡大全学教員会議が開催され、当時の日

通学園理事長と学長より、「戦略会議の発足とその役割について－本学を取り巻く環境と将

来構想について－」（理事長）、「大学の質を高める戦略」（学長）について、全学の教員に

対して学園の方針が説明された【根拠：9－2－1（既出 7－1）拡大全学教員会議資料】。そ

の後、本学はこの戦略会議の方針に基づいて、いくつかの重要な改革を実行してきたが、

2015 年に開学 50 周年の節目を迎えるにあたり、これまでの日通学園戦略会議（教学事項の

検討が中心課題）のあり方を再検討し、今後の中・長期計画を検討する新規の委員会を組

織している【根拠：9－2－2（既出 1－17）将来構想検討委員会】。 

現在の財政計画には、開学当時からの老朽化した建物の再構築や新しいキャンパス用地

の取得事業といった 2010 年度、2011 年度に第２号基本金の組入れをしている事業、またイ

ンフラ整備の再構築事業を盛り込んでおり、財政的には大きな負担が見込まれるが、順次

計画的に進められている（2013 年度の理事会・評議委員会で、この議案は承認された【根

拠：9－2－3（既出 7－3）50 周年記念事業の概要（理事会・評議委員会資料）】）。 

大学の運営にあたっては、より一層の経費の節減と資源の有効利用を図る必要がある。

しかし本学では、大学全入時代とも言われている入学志願状況が続くなかで、比較的安定

した入学者数、学生数を確保しており、2013 年度に学費を改定したことで、さらに財政的

な基盤を確実なものとしている。 

 

本学の科学研究費補助金の採択件数・補助金の状況は、過去５年間の継続分を含めた総

数で、2009 年 5 件 6,370 千円、2010 年 6 件 7,280 千円、2011 年 10 件 17,290 千円、2012

年 8件 10,101 千円、2013 年 8件 9,517 千円となっている。社会科学系が中心となる大学と

いうこともあるが、156 人に及ぶ専任教員を抱える大学としては決して充分な数字とは言え

ない。 

受託研究等では、2008 年 4 件 22,695 千円、2009 年 4件 23,393 千円、2010 年 1件 2,520

千円、2011 年 1 件 4,298 千円、2012 年 2 件 5,981 千円となっている。 

その他、国庫助成としては私立大学等経常費補助金の一般補助、特別補助を中心に、2009

年度に私立大学等研究設備整備費等補助金 1,807 千円、2011 年度には東日本大震災の復旧

事業に係る私立学校建物其他災害復旧費補助金 22,128 千円を受け入れた。 

 

財務関係比率は、大学の経営状況、財政状況を把握するうえで極めて重要なものであり、

他大学の平均値との比較も含め、事業報告書にて公表しているが、以下、項目別に記載す

る。 

 

Ａ．消費収支計算書関係比率(大学単独のもの)における各項目の比率 (大学基礎データ表
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７) 

① 人件費比率・・・人件費比率は、過去５年間の平均(以下、平均)では 45.8％となって

おり、全国平均の 50.3％と比較すると下回っているが、年々比率が高まり過去 3 年間

は 45％を超えており、今後注視して行かなければならない。 

② 人件費依存率・・・人件費依存率も人件費比率と同様に、平均では 55.0％、全国平均

の 64.3％を下回っているものの、年々比率が高まっている。 

③ 教育研究経費比率・・・教育研究経費比率は、平均が 31.3％と 30%超で推移しており、

全国平均の 32.7％からみると若干下回っているものの、教育研究環境の整備･維持･充

実が着実に進められている。 

④ 管理経費比率・・・管理経費比率は、平均が 7.0％で全国平均の 7.0％と同値となって

いるが、年々その比率が高まっている。特に、管理経費のうち入試･広報費が大きく伸

びているのがその要因となっている。 

⑤ 借入金等利息比率・・・借入金等利息比率は、借入金を 2004 年度にすべて償還して以

降 0.0％となっている。 

⑥ 帰属収支差額比率・・・帰属収支差額比率は、帰属収入のうち、帰属収入から消費支

出を差し引いた帰属収支差額の占める割合であり、この比率がプラスで大きくなるほ

ど自己資金は充実されていることとなり､経営に余裕があるものとみることができる。

年度による差はあるものの、平均は 14.4%で全国平均の 8.2%を上回っている。 

⑦ 消費支出比率・・・消費支出比率は、上記⑥帰属収支差額比率の反対値で、平均は 85.6%

で全国平均の 91.8%を下回っている。 

⑧ 消費収支比率・・・消費収支比率は、消費支出が消費収入に占める割合であり、基本

組入額により大きく変動している。2010 年度は尚絅館(課外活動団体部室棟)及び弓道

場の建設と、老朽校舎の再取得事業を計画した第２号基本金組入れを行なった結果

158.9％となり、2011 年度はトレーニング場の建設と、新キャンパス用地取得事業を計

画した第２号基本金組入れにより 125.8％となった。基本金組入れ後の当年度消費収入

が減少した結果、消費収支比率の平均は 113.5％で、平均の 102.8%を大きく超えてい

るが、2012 年度は 82.3％と全国平均を下回っている。 

⑨ 学生生徒等納付金比率・・・学生生徒等納付金比率は、過去５年間 80.7～84.7％と比

較的高い水準で推移し、全国平均の 78.3％を上回っている。これは本学の収入が学生

生徒等納付金に大きく依存している状態であり、今後、より安定した財政基盤を確立

するための他の収入源の確保が求められる。 

⑩ 寄付金比率・・・寄付金比率は、過去５年間 0.4～0.5％で、全国平均の 1.9％と比較

すると低い水準となっている。今後、より一層の募金活動に対する工夫が求められる。 

⑪ 補助金比率・・・補助金比率は、平均が 6.6％で全国平均の 8.9％を下回っている。私

立大学等経常費補助金の配分については、2011 年度より特別補助から一般補助に抜本

的な組み替えがあり、情報の公表、定員充足状況、財政状況(収入超過状況)等に係る

傾斜配分が強化されている。 

⑫ 基本金組入率・・・基本金組入率は、2008 年度にスポーツ健康センターアリーナ建設、

2010 年度に尚絅館(課外活動団体部室棟)及び弓道場の建設と、老朽校舎の再取得事業

を計画した第２号基本金組入れ、2011 年度のトレーニング場の建設と、新キャンパス
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用地取得事業を計画した第２号基本金組入れ等により大幅に増加した結果、平均は

21.2％と全国平均の 10.8%を大きく超えている。 

⑬ 減価償却費比率・・・減価償却費比率は、新しい施設設備に係る償却額が増加したた

め、平均は 15.9%と全国平均の 12.2％を上回っている。 

 

Ｂ．貸借対照表関係比率における各項目の比率 (大学基礎データ表８) 

① 固定資産構成比率・流動資産構成比率・・・固定資産構成比率・流動資産構成比率と

ともに、資産構成バランスを見るための指標となる。設備投資が進むと資産が固定化

するため、流動資産の比率が高いのは、資金の流動性が高いといえる。平均ではそれ

ぞれ 72.1％・27.9％で、全国平均の 87.0%・13.0%よりよい値となっている。 

② 固定負債構成比率・流動負債構成比率・・・固定負債構成比率は、平均が 2.0％であま

り変動がなく推移し、全国平均 7.5％より大きく下回っている。流動負債構成比率は、

平均 5.3％で全国平均 5.6％とほぼ均衡している。 

③ 自己資金構成比率・・・自己資金構成比率は、高いほど財政的に安定している。平均

が 92.6％で、全国平均の 86.9％より上回っている。 

④ 消費収支差額構成比率・・・消費収支差額構成比率は、各会計年度の消費収支差額の

累積が、総資金に占める構成割合である｡消費収支比率と同様、基本金組入れ状況によ

り変動する。平均が 7.0％で、全国平均の△10.5％より上回っている。 

⑤ 固定比率・固定長期適合率・・・固定比率は固定資産の自己資金に対する割合で､設備

投資に外部資金を導入すれば 100％を超えることがあるが、固定長期適合率とともに低

いほうがよい。平均が 77.8％・76.1％で、全国平均の 100.1％・92.2％より下回って

いる。 

⑥ 流動比率・・・流動比率は流動負債に対する流動資産の割合で、資金流動性、短期的

な支払い能力を判断する重要な指標であり、平均が 523.7％で全国平均の 230.3％より

上回っている。 

⑦ 総負債比率・負債比率・・・総負債比率は、固定負債と流動負債を合計した負債総額

の総資産に対する割合であり、総資産に対する他人資金の比重を評価する極めて重要

な関係比率である｡この比率は低いほど良く､平均が 7.4％で全国平均の 13.1％より下

回っている。 

⑧ 減価償却比率・・・減価償却比率は、減価償却資産の取得価額に対する減価償却累計

額の割合である。施設・設備等の固定資産は耐用年数に応じて減価償却するが､減価償

却の累計額が取得価額に対してどの程度になるかをみるのがこの比率で、資産の取得

年度が古いほどこの比率は高くなり、逆に新規資産を取得することが多いほど低い値

を示すことになる｡平均が 35.8％で全国平均の 46.1％より下回っている。 

 

 

（２）予算編成および予算執行は適切に行っているか。（２）予算編成および予算執行は適切に行っているか。（２）予算編成および予算執行は適切に行っているか。（２）予算編成および予算執行は適切に行っているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

予算要求から予算案作成までの予算編成については、学内の経理規程に基づいて、以下
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のとおり行われている【根拠：9－2－4学校法人日通学園経理規程】。 

 

① 期計画をもとに財務担当理事(法人事務局長)が、予算編成会議において各部局に対し、

財政の見通し、教育研究に係る重要な施策、経費節減等の目標といった予算編成方針を

提示する。 

② 各部局は予算編成方針を踏まえ、予算原案をまとめ、経理部に申請する。 

③ 経理部は部局ごとにヒアリングと予算折衝を行い、整理、調整する。 

④ 財務担当理事さらに理事長に対して、経理部は予算原案に関する各部局とのヒアリング

と予算折衝状況について報告し協議する。 

⑤ 学内理事協議会に諮り、予算案の基本合意を確認する。 

⑥ 予算案を評議員会、理事会に提案し決定される。 

 

予算が理事会にて決定されると、経理部が各部局に対して勘定科目ごとに予算額を提示

する。予算の執行について、具体的な手順は次のとおり行われている。 

 

① 部局では、稟議書、物品購入書により承認を得て予算執行する。 

② 主管担当課は「経理システム」で予算の有無を確認し、伝票と請求書等証拠書類を点検

して経理部に提出する。 

③ 経理部は伝票と証拠書類を点検し、事務局長まで決裁を得て支払を執行する。 

④ 予算管理は経理システムにより担当課と経理部相互においてなされ、勘定科目に予算が

設定されていない場合には伝票起票ができない設定である。その場合は、経理部が総予

算の枠内で調整し、伝票起票ができるようにする。 

⑤ 経理部では計算書類の月計、累計表を作成し、財務担当理事に報告する。財務担当理事

は、実行状況を管理し必要に応じて理事長に報告する。 

 

内部監査については、2008 年度に内部監査規程を整備し、監査室を設置した【根拠：9

－2－5 学校法人日通学園内部監査規程】。規程では、業務の適正な執行を図るとともに、

本法人の健全な運営に資することを目的として、その対象を業務監査及び会計監査とした。 

業務監査は、業務活動が諸規則に準拠し、適正かつ妥当であるか否かを検証するととも

に、システム関係業務による信頼性、安全性及び効率性について検証する。会計監査は、

事業活動の成果が学校法人会計基準、本法人経理規程及び定められた諸手続きに準拠して

会計記録に正しく反映されているか、又不正な点はないかを検証するとともに、予算の執

行状況、資金運用状況等について、その効率及び効果を検証する。これら内部監査に関す

る業務を行うため、理事長の下に監査室を置き、毎年度内部監査計画を立案し定期監査を

実施しており、また必要に応じて臨時監査を行うこともできる。 

資金運用については、2008 年度に資金運用規程を整備し、資金運用に関する取扱基準及

び方法を定め、資金を安全かつ有利に運用し、その果実及び差益をもって本法人の発展に

資することを目的とした【根拠：9－2－6 学校法人日通学園資金運用規程】。また資金運

用委員会規則にもとづく委員会を設置し、４半期毎に運用方針の策定や資金運用に関する

審議を行っている。 
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２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価    

●基準●基準●基準●基準 9999－－－－2222 の充足状況の充足状況の充足状況の充足状況    

 本学の財務内容は安定した水準であるが、近年、帰属収支差額が減少傾向にあり、中・

長期的な財政計画に立った予算の執行が肝要である。予算編成および執行は、内部の規定

に基づいて適正に行われており、また内部監査により、その効果の分析・検証も行われて

いる。ただ科学研究費補助金などの外部資金の受け入れが少なく、今後の課題である。し

たがって基準 9－2の充足状況は、おおむね良好である。 

    

    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 本学の財政基盤の充実度を収支及び財務比率からみると、帰属収入に対する学生生徒

等納付金比率が 80.7～84.7％と、その他の収入を含めても収入増を見込むことは難し

いなか、帰属収支差額比率が 14.4％と経費の節減に取り組んでいる。また基本金組入

率が 21.2％と中長期的な計画に基づいた設備投資を積極的に展開しながらも、自己資

金構成比率 92.6％、固定資産構成比率 72.1％、流動資産構成比率 27.9％と、安定的に

推移している状況である。 

・ 予算編成については、各部局の予算原案作成、ヒアリング、予算折衝等を一定のルー

ルにより実施し、年度により特に必要なことが生じた場合には柔軟に対応している。

決定した予算は、その概要と主な施設設備の計画、資金収支予算書、消費収支予算書

を、決算の概要や資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表とともに公表してい

る。学生向けには学内掲示、父母宛には印刷物を郵送し、またホームページにより一

般にも情報公開をしている。なお予算の執行に関しても手順に基づいて行われており、

不正が発生しない仕組みになっている。 

・ 内部監査については、監査室を設置し計画に基づいた監査を行っている。この監査室

による内部監査と、監事による監査、および監査法人(公認会計士)監査との三様監査

により、予算執行に伴う効果を分析・検証する仕組みが確立されている。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 本学の財政基盤については、学生生徒等納付金比率や、寄付金比率、補助金比率に

表れる収入面での検討・改善、また人件費比率や教育研究経費比率、管理経費比率

に表れる支出面についても検討・改善が必要である。また科学研究費補助金は 156

人に及ぶ専任教員を抱える大学としては充分とは言えず、受託研究費等の外部資金

の受入も充分ではない。 

・ 施設面では、再構築を含む教育環境整備を、財政との整合性を図りながら十分に検

討し計画を立てなければならない。 
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・ 大学全入時代ともいわれる入学志願情勢を迎え、大学間競争が一段と厳しい環境に

あっても、本学が今後も魅力ある大学として存続していくために、長期的な財政基

盤の安定を目指し、抜本的な財政改善、財政見直しの観点から中長期的に財政計画

を策定し、毎年度の予算編成に当たり、外部資金の導入、募金活動等、収入増の方

策も積極的に展開していかなければならない。 

・ 予算編成および予算執行については、教育研究環境の改善に配慮する観点から、な

お一層の検討・改善を加えていく必要がある。 

 

 

３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 科学研究費補助金、受託研究費といった外部資金の導入については、申請・採択件数

ともに充分とは言えないものの、以前と比較すると申請に対して積極的な傾向があり、

説明会の開催や学内電子掲示板による研究者に対する告知等の効果が上がっている。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞ 

・ 厳しい環境下にあっても、魅力ある大学として存続していくことで、入学者の安定的

な確保を目指すとともに、在学生一人ひとりに対するよりきめ細かい指導を行い、退

学者を一人でも少なくするための対策に取り組み、帰属収入の大部分を占める学生生

徒等納付金の安定的な確保に繋げる。 

・ 寄付金は今後益々個人からの寄付が望めない状況にあるなかで、創立 50 周年の記念事

業として寄付金収入の確保するための方策を講じる。外部資金の導入については、科

学研究費補助金等の申請をより積極化するための方策を講じ、また受託研究について

は本学附置機関の物流科学研究所を中心として、本学の伝統と特色ある分野の研究を

生かし一層の増加を図る。 

 

 

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料        

    

９．管理運

営・財務 

（２）財務 

拡大全学教員会議資料 

 

将来構想検討委員会 

 

50 周年記念事業の概要（理事会・評議委員

会資料） 

学校法人日通学園経理規程 

 

9－2－1 

（既出 7－1） 

9－2－2 

（既出 1－17） 

9－2－3 

（既出 7－3） 

9－2－4 
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学校法人日通学園内部監査規程 

学校法人日通学園資金運用規程 

５ヵ年連続資金収支計算書（大学部門） 

５ヵ年連続資金収支計算書（学校法人） 

５ヵ年連続消費収支計算書（大学部門） 

５ヵ年連続消費収支計算書（大学法人） 

５ヵ年連続貸借対照表 

事業報告書・財産目録 2008 年度～2013 年

度 

監査報告書 2008 年度～2013 年度（監事） 

監査報告書 2008 年度～2013 年度（監査法

人） 

9－2－5 

9－2－6 

9－2－7 

9－2－8 

9－2－9 

9－2－10 

9－2－11 

9－2－12 

 

9－2－13 

9－2－14 
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Ⅹ．内部質保障Ⅹ．内部質保障Ⅹ．内部質保障Ⅹ．内部質保障    

 

１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明１．現状の説明        

（１）大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対する（１）大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対する（１）大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対する（１）大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対する

説明責任を果たしているか。説明責任を果たしているか。説明責任を果たしているか。説明責任を果たしているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

本学は、2005 年 12 月に制定された「流通経済大学の自己点検・評価の実施及び認証評価

の申請等に関する規程」に基づいて、新しい自己点検・評価の体制を確立したが、この体

制のもとで、正会員である大学基準協会による相互評価（認証評価）を受けるべく、2005

年から大学基準協会の評価項目に沿った自己点検・評価を行うための準備を進めた【根拠：

10－1（既出 3－16）流通経済大学の自己点検・評価の実施及び認証評価の申請等に関する

規程】。まず大学基準協会から講師を招いて全教職員を対象にした講演会を開くなど、教職

員の意識改革を進める一方で、第 1 回の全学自己点検・評価委員会において、学長から各

部局の点検・評価実施委員会の主宰者である学部長等の部局長に対し、早急に「水準」に

満たない項目の有無ついての点検と、必要な改善策の早急な実施、及び教授会や学科会議

等での改革に必要な合意形成等が要請された。 

その後、全学の様々な部局で自己点検・評価が展開され、本学は 2007 年 3月に、認証評

価機関（公益財団法人・大学基準協会）により、大学評価に対して「適合」の認定（認定

期間：2008 年 4 月～2015 年 3 月まで）を受けることになった。しかしその後はしばらく、

本学における自己点検・評価活動はいわゆる「評価疲れ」などもあり、全般的には停滞気

味であった。 

2011 年 7月には、大学基準協会によって指摘を受けた改善事項（11項目）の改善報告書

と、完成年度を迎えたスポーツ健康科学部及び法学研究科の完成報告書を提出して、基準

協会より承認を受けている【根拠：10－2 流通経済大学改善報告書・完成報告書】。そし

て大学全入の時代を迎え、多様な学力と興味関心で入学してくる学生に対して、入学時点

（入学前学習指導）から卒業（キャリア形成と就職指導）まで、いろいろな対応を図って

きたが、それでも、それらを全学的に共有し、大学の質保障につなげるまでには至らなか

った。 

2012 年度にはいると、こうした状況を打開し、また本学の「自己点検・評価の実施及び

認証評価の申請等に関する規程」に基づく自己点検・評価を推進するために、規定に基づ

く全学自己点検・評価委員会と各部局の点検・評価実施委員会を本格的に再起動させ、こ

れまで堅実に活動を展開していた FD 委員会とも協力しながら、流通経済大学の質保障に向

けた取り組みを進めることになった。 

まず 2012 年は、これまでの課題であった各学部・学科の３つのポリシー（アドミッショ

ン、ディプロマ、カリキュラム）の確認・策定・修正作業を全学の教務委員会と連携して

行ない、あわせてカリキュラム・ポリシーに基づくカリキュラム・マップ（ポリシーに基

づく教育課程表上の科目の配置図）の作成を実現した。これは各学部の学部長を始めとし

て、点検・評価委員会並びに学部・学科の運営委員、主任、各委員会の委員などが協力し

て作業を進め、最終的には学部教授会の承認を経て、大学のホームページでも公開してい
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る。2013 年度の新入生向けプログラムである RKUWEEK（本学の導入教育期間）では、各学

部・学科において、新入生に対して、この 3 つのポリシーとマップの周知徹底を図り、全

学的な履修指導を行なった。 

また 2012 年度は、大学の規程（「原則として 4 年に 1 回の報告書の作成と公表」）に基づ

く自己点検・評価の報告書の作成の時期であり、全学の自己点検・評価委員会を中心とし

て、この課題と取り組んだ。具体的には、前回の認証評価と同様に、大学基準協会の指定

する点検項目に沿った全学の自己点検・評価活動を行ない、その結果を公表した【根拠：

10－3（既出 1－16（別冊 6））2012 年度自己点検・評価報告書】。【根拠：10－4 2012 年度

外部評価のまとめ】。なお本学は、大学情報の公開、財務状況の公開、個人情報の保護に関

する規定を別個に設け、広く社会に公表している【根拠：10－5 学校法人日通学園情報公

開規程】。 

 

 

（２）内部質保証に関するシステムを整備しているか。（２）内部質保証に関するシステムを整備しているか。（２）内部質保証に関するシステムを整備しているか。（２）内部質保証に関するシステムを整備しているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

本学の内部質保障システム（自己点検・評価の体制）は、本学の規定に基づく、全学の

自己点検・評価委員会と各部局の点検・評価実施委員会、および全学の FD委員会、各学部

の FD委員会が担っている。 

まず大学の規程（「自己点検・評価の実施及び認証評価の申請等に関する規程」）に従っ

て、全学に学長を委員長とする自己点検・評価委員会が設置され、委員には教員理事、各

学部の学部長、各研究科の研究科長、および一般教養連絡会議の議長、教務部長、学生部

長・体育指導センター長、図書館長、入試センター長、就職支援センター長、総合情報セ

ンター長、国際交流センター長、そして事務局長など、大学協議会の主要な成員が就任し

ている。そして、この全学の自己点検・評価委員会が、教員理事（委員長代理）の統括の

もと、本学の「自己点検・評価の実施方針の検討、点検・評価項目の策定、実施、結果の

分析、改善方策の検討、自己点検・評価報告書の作成、実施結果の公表等に関すること並

びに認証評価機関への認証評価の申請等に関すること」（規定第 2 条）を行なっている。 

この全学委員会のもとに、各部局の長が主宰する点検・評価実施委員会が置かれ、全学

委員会が定めた「各点検・評価項目について点検・評価」を実際に実施して、報告書の原

案執筆にあたることになっている（規定第 3条）。 

次に本学には、学則（流通経済大学学則第 29 条）に基づき、「全学的なＦＤ活動を推進

し、もって本学の教育の質の向上」（ＦＤ委員会規則第 2条）に資するために、全学のＦＤ

委員会が設置されている。この全学ＦＤ委員会の審議事項は、「(1) 教員の教育能力向上に

関すること、(2) 授業アンケートに関すること、(3) 全学的ＦＤ研修に関すること、(4) 各

学部で個別に実施するＦＤ活動の支援に関すること、(5) その他全学的ＦＤ活動に関する

こと」（同第 3条）であるが、具体的には、すでに述べたことであるが、学期（春・秋）ご

とに実施されている授業アンケート、全学ＦＤ委員会が主宰する研修会の実施（2012 年度

は「全学教育研究シンポジウム」）、また本学におけるＧＰＡ制度の導入（厳格な成績シス

テムの確立）などを担っている。 
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このほかＦＤ委員会規則「(4) 各学部で個別に実施するＦＤ活動」に規定されているよ

うに、各学部にもＦＤ委員会が設置され、それぞれ学部独自のＦＤ活動を行なうようにな

っている【根拠：10－6（既出 3－17）FD 委員会規則】。しかし、この学部ＦＤ委員会の活

動はまだまだ不十分と言わざるをえない。 

本学の内部質保障システム（自己点検・評価の体制）は、この４つの委員会が有機的に

連携して（フル稼働して）、それぞれがその役割を適正に果たすことで機能するようになっ

ている。 

    

2013 年度は、本学が第 2回目の認証評価を受ける時期と重なり（2014 年度に大学評価を

申請予定）、2012 年度の実績を踏まえて、いま一度、全学的に自己点検・評価活動を実施す

ることになった。今回は大学基準協会の点検項目をもとに、それぞれの各部局での固有の

課題も視野に入れて、全学的な点検活動を徹底し、大学の改革・改善につながる内部質保

障システムの確立と起動を主眼とした。そのために規定に基づく各部局の点検・評価委員

会の中に、新たに学長を主宰者とする「全体統括」部門を設置し、本学の自己点検・評価

活動（内部質保障システム）が正常に円滑に進むように配慮している。 

なお本学は、2015 年度に大学創立 50 周年を迎えるが、それを踏まえた本学の新しい中・

長期計画（学部の改組転換、大学院の改革、キャンパスの拡充、カリキュラムの充実など）

を、学長を中心として検討中である【根拠：10－7（既出 1－17）将来構想検討委員会】。 

 

 

（３）内部質保証システムを適切に機能させているか。（３）内部質保証システムを適切に機能させているか。（３）内部質保証システムを適切に機能させているか。（３）内部質保証システムを適切に機能させているか。    

 

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

 本学では法学部が先行して、2006 年３月教授会で法学部自己点検・評価委員会の内規

を定め、その活動が、成績分布の調査や授業アンケートの結果を分析し、それを授業改善

に有効に結びつけるものでなければならないことを明文化している。また全学的には、全

学の自己点検・評価の規程に従って、2012 年度は各学部・学科の３つのポリシー（アドミ

ッション、ディプロマ、カリキュラム）の確認・策定・修正作業を行ない、それらをもと

に 2013 年度に、各学部・学科の教育課程表の見直し作業を進めることになっている。全学

のＦＤ委員会も授業アンケート、研修会の開催、ＧＰＡ制度の導入など、必要な活動を行

なってきている。 

さらに本学では、2014 年度に大学基準協会の 2 回目の認証評価を受審することになって

いるが、それに先駆けて、全学の自己点検・評価の規定に従って、2012 年度の自己点検・

評価活動の報告書を「外部評価委員会」（規定第 5条）で検証した。外部評価委員には、他

大学の学長、学園長、自治体の首長などが就任し、2013 年度にその検証結果を公表した。 

またこれまでに行なわれた自己点検・評価活動の記録や、関連資料、教員の教育研究活

動の記録などを一元的に管理するために、他大学の例に倣って、「大学評価室」あるいは「自

己点検・評価室」などを学内に設けることも検討中である。 

構成員のコンプライアンス（法令・モラル遵守）に関しては、本学ではすでに、2011 年

度に「流通経済大学教育・研究倫理綱領」を制定し、その中で「流通経済大学に所属し教
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育と研究に携わるものが、自らの社会的責任を自覚し社会の信頼に応えるべく、遵守すべ

き教育・研究倫理綱領」を定めている【根拠：10－8（既出 7－25）流通経済大学教育・研

究倫理綱領】。 

 

 

２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価２．点検・評価    

●基準 10の充足状況 

 本学の点検・評価活動は比較的早く始まり、すでに 4 回ほど点検・評価報告書も作成し

ている。この過程で、少しずつではあるが、教育の質保証に関する認識が教職員の間で改

善されてきた。しかし本当の意味での質保証のための改革は、まだ決して十分とは言えな

い。今後の全学的な改革・改善の動きを続ける必要がある。そこで、基準 10 については、

ほぼ要件を満たしている状況といえる。 

    

    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ これまでに 3 度、学内の規程に従って、詳細な自己点検・評価報告書を作成してきた。

（『教育研究活動改善検討委員会報告』1995 年、『第 2 回教育研究活動改善検討委員会

報告』2001 年、『点検・評価報告書』2007 年） 

・ 本学では、財政や自己点検・評価活動以外にも、教育研究活動やそれを支える事業活

動、また活動実績等のいわゆる大学としての基本情報について、在学生や父母には機

関紙を通じて、関係官公庁や私立大学加盟校には報告や調査回答などを通じて、さら

に広く学内外にホームページやパンフレット冊子の配付を通じて情報公開を行ってき

ている。また、個別に開示要求があった場合には、必要性と内容を鑑みて対応してき

ている。 

・ 全学の規程（「自己点検・評価の実施及び認証評価の申請等に関する規程」）に従って、

自己点検・評価の報告書を外部評価委員会が検証する。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 全学の自己点検・評価委員会及び各部局等の自己点検・評価実施委員会については、

まだ一部の教職員は、本学の改善・改革を恒常的に実施するための委員会としては認

識しておらず、「自己点検・評価報告書」の作成のための編集委員会として受止めてい

る嫌いがあり、この点についての教職員の意識改革が必要である。 

・ 学部長をはじめとする各部局長は、強いリーダーシップを発揮して、単に各教授会等

の意見を集約するだけでなく、各教員に対して、教育の質の向上を図るように指示・

指導する責任がある。 

・ 報告書を読みやすくするために、報告書のほかにダイジェスト版を作るなど工夫する

必要もある。 
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３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策３．将来に向けた発展方策    

①①①① 効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）効果が上がっている事項（優れている事項）    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 現在、本学の将来構想検討委員会で、大学の質保障にかかわる IR 機能を備えた大学評

価室の設置が検討されている。 

 

 

②②②② 改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項改善すべき事項    

＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞＜大学全体＞    

・ 大学を取り巻く厳しい状況の中で、大学本来の機能を再確認しながら、全教職員が真

剣に改革に取り組むような方策を提示していく。 

 

 

４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料４．根拠資料        

 

基準 資料の名称 資料番号 

１０．内部質

保証 

流通経済大学の自己点検・評価の実施及び

認証評価の申請等に関する規程 

流通経済大学改善報告書・完成報告書 

2012 年度自己点検・評価報告書 

 

 

外部評価のまとめ 

学校法人日通学園情報公開規程 

FD 委員会規則 

 

将来構想検討委員会 

 

流通経済大学教育・研究倫理綱領 

 

大学 HP（大学情報の公開） 

大学 HP（大学概要・財務情報） 

10－1 

（既出 3－16） 

10－2 

10－3 

（既出 1－16 別

冊 6） 

10－4（別冊 15） 

10－5 

10－6 

（既出 3－17） 

10－7 

（既出 1－17） 

10－8 

（既出 7－25） 

10－9 

10－10 
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終章終章終章終章    

 

 本学は 2007（平成 19）年度に、大学基準協会の認証評価（相互評価）を受審し、「適合」

の判定を受けている。本報告書は、本学の規程（「流通経済大学の自己点検・評価の実施及

び認証評価の申請等に関する規程」）に基づいて行われた 2012 年度の「自己点検・評価」

活動を踏まえて、新たに全学的に自己点検を行い、2014 年度の大学基準協会による認証評

価を受けるために作成されたものである。2012 年度の「自己点検・評価報告書」は、その

後、外部評価を受け、その結果についても本学のホームページで公表している。ここでは、

この外部評価の結果を踏まえて、本学の直面する課題を、大学基準協会の「基準」項目に

ついてまとめて記載する。 

 

 

Ⅰ．理Ⅰ．理Ⅰ．理Ⅰ．理念・目的念・目的念・目的念・目的    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    

流通経済大学の理念・目的を具体化するための三本柱である「実学主義」「教養教育の重

視」「少人数教育」については、開学以来一貫したものであり、既に全学的に十分浸透して

おり、特に新入生については、大学の導入教育期間（RKU WEEK）で周知徹底している。ま

た学則において、大学全体、各学部、各研究科の教育目標が明確に示され、各学部・研究

科の教育目標と大学全体のそれとの統一性も確保されている。2012年度には、各学部の3つ

のポリシー（アドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシ

ー）の改訂・策定作業に取り組み、その成果をホームページなどで公表している。 

大学基準協会の「認証評価」にも早くから取り組み、2005年には大学基準協会の評価項

目に沿った自己点検・評価を行うための準備を整え（「流通経済大学の自己点検・評価の実

施及び認証評価の申請等に関する規程」の制定）、2008年3月には、認証評価機関（大学基

準協会）より、第1回認証評価の承認（「適合」）を受けている。 

学部単位での「理念・目的」では、流通情報学部で情報科学と流通科学の有機的統合を

図り、環境に配慮した流通の高度化に寄与する人材の養成が掲げられている。またスポー

ツ健康科学部では、青少年から高齢者に至る健康の維持・増進に寄与する人材の養成が掲

げられている。ともに現在の環境社会、高齢化社会に求められている人材の輩出を理念と

している点で評価できる。 

 

＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞    

本学の教学上の三本柱に関する各学部・研究科の取り組み内容の記述がやや具体性に欠

ける。他大学においても、本学と同様の観点からの取り組みが増加傾向にある中で、より

具体的な記述を心がけ、本学の特徴を強調することが肝要である。また大学全体として、

理念・目標を定期的に検証する組織的体制の整備の一層の強化が望まれる。2012年度時点

で、まだ未着手の大学院ポリシーの改訂・策定作業に早急に取り組み、大学院各研究科が
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更なる検証作業を進めることが望まれる。 

 

 

Ⅱ．教育研究組織Ⅱ．教育研究組織Ⅱ．教育研究組織Ⅱ．教育研究組織    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    

本学はその理念・目的に基づいて、５学部８学科、５研究科を設置し、これに加えて、

学術研究の発展および時代の社会的要請に応えるべく、物流科学研究所、国際交流センタ

ー、総合情報センター、体育指導センター、スポーツ研究センターなども設置している。

全体的に見て、学部・研究科・研究所などの教育研究組織は、それぞれの理念・目的に照

らして適切であり、これらの理念・目的を実現するために、学部と研究科が相互に連携し

て運用を行い、さらに検証を通して組織の見直しに努めていることは評価できる。 

流通情報学部で2010年度より「国際マーケティング論」「国際ビジネス論」を導入し、

2012年度には、環境や安全面などに関連する「物流改革論」を導入していることは、ロジ

スティックスの考え方を核として、それに関連するシステムの高度化に寄与する人材の育

成を学部の教育目的としていることにマッチしている。また流通情報学部では、産業界と

も連携した人材育成体制を整えており、学部に属する専任教員とは別に、各種の実践講座

の講師として外部の客員講師を70～80名擁している。2011年度に立ち上げられた流通情報

学部の「産学連携コンソーシアム」は、外部委員の協力を得て、教育内容のチェック、フ

ィードバックができる体制を整えているが、この取り組みは、同学部における実学主義を

担保する仕組みと評価できる。 

法学部の教育目標も明確である。とくにビジネス法学科では、広くビジネスマンを目指

す学生にとって有用な法律を学ばせ、企業活動における法令順守(コンプライアンス)や企

業統治(コーポレート・ガバナンス)の現代的意義を深く理解し、ビジネス界で実践できる

人材の育成を目指している。これらは正に、実学主義を大学の基本方針として具現化した

ものといえる。発足後間もないスポーツ健康科学研究科は、まだ模索中であることが推察

されるものの、その記述内容から今後への期待が感じられる。 

 

＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞    

大学院の各研究科委員会は、必要に応じた開催となっているが、定期的な開催が望まし

い。ロジスティクスに関連する専門分野をより充実させるためには、最先端の情報系教員

（とくに若手）の確保と補充が必要である。 

スポーツ健康科学部は、単なる教学分野の記述にとどまるが、むしろ、その特徴を明確

に記述すべきと思われる。スポーツ健康科学研究科では、「研究指導は教員個人の努力にも

よるが、かなり順調である」と記述されているが、より具体性を持たせるべきと思われる。 

物流科学研究所の機関誌改善の取り組みは理解できるものの、肝心の研究成果の記述がな

い。研究成果についても具体的に記述すべきと思われる。 
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グローバル化への対応強化を考えた場合、国際交流センターでの日本人学生の留学支援、

外国人留学生の支援を推進するための組織づくりが不十分である。また日本人学生の留学

者数が少なく、欧米圏の提携大学との交流が行われていない。総合情報センターでは、組

織が重層化して合意形成に時間がかかっている。これら組織の在り方を再検討し、一部の

業務はアウトソースするなど整理すべきである。 

 

 

Ⅲ．教員・教員組織Ⅲ．教員・教員組織Ⅲ．教員・教員組織Ⅲ．教員・教員組織    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    

教員の募集・採用・昇格については、優秀な教員を採用すべく、その基準、手続きが規

程に明記されており、規程に従って教員人事も適切に行われている。また教員組織の編制

方針も明確に規定されているため、研究業績、教育能力に優れ、本学の学風に適した人材

を活用できている。教員の資質向上のために、授業アンケートの結果、改善が必要と学部

長が判断した教員に対して改善を求めるなどの取り組みは、評価に値する。基礎演習科目

を担当する教員の連絡会議を設置することにより、学生の側に立った指導がなされている。 

総じて具体的な記述があるために、法学部における教員採用方針、教員の研究状況、さ

らに、授業アンケートで改善が必要と判断された教員に対する学部長による改善要求など、

同学部の組織的な取り組みが容易に理解でき、その取り組み姿勢は評価できる。また教員

の相互批判を促進するために、同学部教員の研究成果を広く社会に発表・公開している学

術研究委員会の試みも高く評価できる。 

 

＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞    

教員の年齢構成は、多くの学部において60歳以上の割合が高くなっており、優秀な若手

教員の確保や女性教員の増員を図るために、中長期的な「教員組織整備計画」を検討する

必要がある。専任教員規程において教員の果たすべき義務が定められ、教員資格審査基準

も明確に規定されていることは評価できるが、大学として「求める教員像」そのものを規

程等でより明確に定めることなども必要である。 

教員の資質向上に関し、経済学部では専任教員の研究活動状況の把握は必ずしも十分で

はない状況とあり、また、流通情報学部では学部固有の組織的な取り組みは行っていない

とある。教員の資質の向上は、組織的な対応が肝要であることから、現状把握に基づく学

部別の組織的な対応を講じるべきと思われる。 

定期的に実施されているＦＤ研修会の討議事項や授業アンケートの結果について、その

フォローアップに関する報告会を開催すべきであり、更なる発展、改善に向けてのロード

マップを開示すべきである。法学研究科から報告されている通り、教員の研究業績の評価

に基づいて定期的な資格審査制度を導入すべきである。 
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Ⅳ－１．教育内容・方法・成果（教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針）Ⅳ－１．教育内容・方法・成果（教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針）Ⅳ－１．教育内容・方法・成果（教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針）Ⅳ－１．教育内容・方法・成果（教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針）    

＜効果が上がっている事項（優れている＜効果が上がっている事項（優れている＜効果が上がっている事項（優れている＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞事項）＞事項）＞事項）＞    

教育目標は、学部・研究科ごとに設定され、それに基づき学位授与の方針(ディプロマ・

ポリシー)が定められており、さらにそれに基づいて教育課程の編成・実施方針(カリキュ

ラム・ポリシー)が策定されて、公開されている。特に1年生にはRKU WEEKを設け、周知徹

底を図っている。教育目標、学位授与の方針、教育課程の編成・実施方針の検証に関して

は、学部では独自の方法で実施されており、これを学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

の改訂に繋げている。特筆すべきは、「流通情報学部」では、先行して教育課程の編成・

実施方針(カリキュラム・ポリシー)の適切性についての検証も行われ、しかもこれは「定

期的にというよりもむしろ不断に続けられている」ことである。2012年度には、全学的に3

つのポリシーの改訂・策定作業に取り組み、これを公表したことは高く評価される。全学

部でコミュニケーション能力の向上(外国語能力も含め)を掲げており、この能力不足が日

本社会全体で問題となっている中で、大いに評価したい。 

文部科学省、厚生労働省などが地方自治体のスポーツ施設、民間のスポーツクラブなど

を活性化させ、国民すべてがスポーツを生活化できるような環境を整えようとしているが、

生涯スポーツや競技スポーツのイベントプログラムなどの企画立案責任者が不足している。

そうした中で、スポーツ健康科学研究科では、高度職業人の育成を教育目標として掲げ、

地域社会(龍ケ崎、松戸)への貢献を果たしている。 

 

＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞    

大学自ら「2013年度から施行される新カリキュラム」の効果を上げるためには、「学生

自身が主体的に動くためのシステム的援助の構築が必要となる」と認識しているので、全

学的に方針等の検証の仕組みを構築することが期待される。3つのポリシーは、全学の専任

教員・非常勤講師すべてに周知する対策が必要である。また今後は、これらのポリシーの

適切性について、カリキュラム改訂や大学認証評価のさいだけでなく、定期的に検証し改

訂する組織的体制を整備することが望ましい。 

教育内容、方法について職員、学生に周知されていると思うが、その成果についての分

析と向上のための具体的方策について述べられていない。記述内容が学部により大きく異

なるため、相対比較が困難である。全学的に記述内容を統一することが肝要と思われる。 

    

    

Ⅳ－２．教育内容・方法・成果（教育課程、教育内容）Ⅳ－２．教育内容・方法・成果（教育課程、教育内容）Ⅳ－２．教育内容・方法・成果（教育課程、教育内容）Ⅳ－２．教育内容・方法・成果（教育課程、教育内容）    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    

各学部・学科では2008年度からの旧カリキュラムの全体的な見直しが行われ、2013年度

入学生から新カリキュラムが適用されているが、その際、授業科目、とくに専門科目の見

直しも行われた。その結果、授業科目は適切なものとなり、また教育課程は体系的に編成
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されて、学士課程に相応しい教育内容が提供されるとともに、専門分野の高度化も図られ

たことは大いに評価に値する。 

具体的には、各学部・学科の開講科目は、教養科目、外国語科目、専門科目等の各々に

おいて適切に設定されている。卒業に必要な単位の各々への配分も適切である。また、各

学科のカリキュラムに「キャリア科目」群が設けられていることは、「実学主義」の教育

理念を実現するものであるとともに、学部卒業生の進路確保が大学界全体の課題となって

いる現在の状況に対応するものであり、高く評価できる。すべての学部・学科において、1

年次から4年次まで「演習」を必修科目としていることは特筆に値する。これは、「少人数

教育」の理念を実現するものであり、入学生の学力等が多様化している状況への対応とし

ても優れたものである。 

学部・学科別の特筆すべき事項は以下の通りである。経済学科では、一年次、二年次に

経済学の基礎的理論を繰り返し学習し、また現実に生じている経済問題について学習させ、

理論と現実の関係を学ぶことを促すように科目設定されている。経営学科では、経営学の

根幹は、組織論と戦略論から構成されていることを学ぶが、その戦略論において、近年我々

を取り巻く組織が大きく変化しつつある現状を踏まえて、「組織とはいったい何なのか」

「どうしたら組織を動かすことができるのか」等について方法論を学び、企業の経営に関

する基礎的知識の修得が図られるようになっている。社会学部では、専門用語の解説にも

力点を置き、情報化、グローバル化など社会の変化に対応できる実業人の育成を目指した

カリキュラムが組まれている。流通情報学部、法学部では、第一線で活躍する実務家を招

いての講義や企業訪問を行い、実際の現場から多くを学ばせている。また、課題解決を自

分の問題として取り組ませることで、自意識の向上につなげようとしている。さらに法学

部では、成績・態度の優秀な学生を選抜した「特別クラス」を編成しているが、この取り

組みは、当該学生のみならず、学部全体の質的な向上にも資するものと評価できる。物流

情報学研究科では、企業から招いた講師による講義、企業現場見学を取り入れた「ロジス

ティクス実践理論」、物流現場見学を取り入れた「ロジスティクス分析・改善特論」などを

開講し、ロジスティクスの高度で専門的な知識を修得できるモデルを用意している。 

大学全入時代といわれる状況下、AO入試や推薦入試の合格者に見受けられる基礎学力の

バラツキに対し、入学前後の様々な導入教育を行い、教育の質を維持しようとする姿勢は

評価できる。 

 

＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞    

2008年度カリキュラムについては、その「教育内容が学士教育課程に相応しいものか」「専

門分野の高度化に対応したものとなっているか」などについて、５年後の改定作業で検討

するとの記述があるが、その検討状況についても記述すべきと思われる。 
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Ⅳ－３．教育内容・方法・成果（教育方法）Ⅳ－３．教育内容・方法・成果（教育方法）Ⅳ－３．教育内容・方法・成果（教育方法）Ⅳ－３．教育内容・方法・成果（教育方法）    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    

教育課程の編成・実施の方針に基づき、カリキュラム・マップを検討・作成する中で、

適切な授業科目、授業形態、履修科目登録の上限が決まったこと、また、1年次から4年次

までの全員ゼミ制に見られるように、「実学主義」「教養教育の重視」「少人数教育」という、

柱となる３つの教育理念を実現するために工夫された魅力的な教育・指導方法、さらに、

多様な入試方法を採用することにより、様々な学生が入学することを踏まえて、初年次教

育・高大接続に配慮するなど、教育・指導方法に様々な工夫がなされていることは高く評

価できる。 

シラバスは、教育課程の編成・実施の方針に基づき作成され、フォーマット化されて、

履修登録前に公表することが義務づけられている。またシラバスに基づいて授業が行われ

ていることも大いに評価できる。成績評価および単位認定に関しては、ＧＰＡ制度が導入

され、適切に行われている。教育成果に関しては、学期末にＦＤ委員会によって実施され

る「授業アンケート」により定期的な検証が行われ、さらに、年度末にＦＤ研修会が各学

科上位30名の履修状況と成績状況の分析から、学科ごとに教育課程・内容・方法の改善提

言を行っていることは、特筆に値する。 

法学部において、法学検定試験の問題演習を予習・復習などに活用し、一方的な座学に

偏らず主体的に問題演習に取り組むことで自主的な学習を支援する仕組みが取り入れられ

ており、学生が主体的に学習することのできる指導が行われている。経済学研究科でも、

教員による一方的な講義形式でなく、具体的な問題事例にどうアプローチし、それをどの

ように解いていくかを受講生と共に考え、討議することで、論理的思考能力や分析能力の

向上を図っている。流通情報学部では、年２回にわたりＦＤ研修会が実施され、教授方法

の工夫、教材の開発等、授業の改善に努める教員が多く見受けられる。 

 

＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞    

成績評価に関して、評価基準は明確に定められているが、ＳやＡなどの評価を履修者全

員の何パーセントとするかといった目安が定められていない。これを定めることによって、

成績評価をより厳密に行う必要がある。シラバスは、学生が履修を決定する際の最も重要

な目安であり、統一様式とすることにとどまらず、記載レベルにおいても極力共通化を図

ることが望まれる。単位認定科目についても、学則により明確になっていたとしても、シ

ラバスに各授業・演習ごとの評価基準（配点を含む）を明確に記載することが肝要である。

そのため、シラバス自体の評価・点検体制の構築が望まれる。 

授業内容・方法とシラバスの整合性は、「授業アンケート」の結果によると、肯定的評価

は60%程度のため、教員の更なる努力が必要である。「シラバスは学生によく理解されてい

るか」「一方的な提示に終わっていないか」など、改善に向けての検証作業が要求される。 
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Ⅳ－４．教育内容・方法・成果（成果）Ⅳ－４．教育内容・方法・成果（成果）Ⅳ－４．教育内容・方法・成果（成果）Ⅳ－４．教育内容・方法・成果（成果）    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    

学習成果の測定に関しては、2013年度新入生から成績評価指標として新ＧＰＡ制度を導

入し、目的の妥当性を吟味した上で、使用範囲を拡大する予定である。学位授与（卒業・

修了判定）は、学部・大学院ともに基準が明確に設定され、適切に行われている。また、

学部の卒業生に対して、ディプロマ・ポリシーの達成度調査が行われていることは、教育

の成果を判定する優れた方策であると評価できる。就職率が2011201120112011年には94.2％と高い水準

にある。就職環境が悪化している昨今の情勢下、実学主義に基づく指導が成果に表れてい

るものとして評価できる。 

 

＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞    

学部において留年者・退学者が増加傾向にある。これについて教育の在り方との関係を

検証し、必要な改善を図る必要があろう。授業アンケート結果から、60％弱の学生が学習

に満足しているが、その反面、満足していない学生も約10％いた。大学教育の質を保障す

るためにも、これらの学生に対する教授方法の工夫が必要である。 

卒論作成にインターネットから参考文献を引用する学生が増えている。インターネット

の情報収集は、簡単便利ではあるが、その情報はすべて正しいとは限らないことも認知さ

せる必要がある。 

 

 

Ⅴ．学生の受け入れⅤ．学生の受け入れⅤ．学生の受け入れⅤ．学生の受け入れ    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    

各学部が学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を明確にして、その方針に

適合した選抜方法を採用し、これを広報し、公正かつ適切に学生募集および入学者の受け

入れを行っている。特に評価すべきは、学生募集に関しては、学長の下で教職員が一丸と

なって協力し、広報、説明会、高校訪問など、多方面にわたって様々な取り組みを行って

いる。具体的には、オープン・キャンパス各5回（合計10回）、入試相談会（6月以降の毎週

土曜日）、地方会場や各高校での説明会にも参加し、大学紹介、入試概要、学生生活等につ

いて周知を図り、その結果、受験生の増加につながっている。 

入学者選抜方法に関しても、多様な入試方法を採用し、かつ、様々な工夫を凝らしてい

ることは評価される。入学者選抜における透明性は十分に確保されている。例えば、推薦

入試やAO入試の面接が、評価の客観性を担保するために、志望学部の教員と他学部の教員

との組み合わせで行われることや、不合格者には再面接の機会が与えられていることなど

の試みは評価に値する。また選考基準（評価基準）、合格最低点などについては、高校教員

対象の進学説明会で開示し、各高校進路指導者に当年度の入試情報も含めて周知徹底を図

っている。最近6年間における入学定員に対する入学者比率は、全学部平均で1.17と概ね適

正な水準で推移し、また在籍者の定員管理も適正な水準で行われている。これも、定期的
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に検証が行われている結果であると高く評価できる。 

2012 年度より、各学部の入試担当運営委員に入試委員を加えた入試（広報）委員会の開

催を恒常化し、合わせて各学部の入試担当運営委員、入試委員、学部長、学科主任、およ

び副センター長、入試事務スタッフなどを参加メンバーとした、学部単位での会議も開催

し、入試受け入れ方針の厳密化と適正化に向けた取り組みをスタートしている。 

 

＜改善す＜改善す＜改善す＜改善すべき事項＞べき事項＞べき事項＞べき事項＞    

各学部の入学定員超過率は概ね適正であるが、2010201020102010年と2011201120112011年については多くの学部で

1.25を超えている。2012201220122012年には改善がみられるが、適正な定員管理の方策の検討を継続し

て行うことが望ましい。入試形態別の入学者・入学定員比率については、各学部とも一般

入試での値が低く、AO入試・推薦入試での値が大きい。一般入試の受験者数は多少の増加

傾向にあるが、入学者数は減少している。その結果、大学の学力偏差値は向上しているが、

反面、基礎学力が高いと考えられる学生数の比率が下がっているように思われる。また2012

年度の入学者数は、いずれの学科ともAO入試の入学定員を大幅に超過している。18歳人口

が減少するもとで、一般入試の入学者の確保が容易でないことは多くの大学に共通する課

題であり、また本学では入試広報等の努力も行われているが、引き続き入試の形態別入学

者数についても検討する必要がある。 

大学院において、入学定員と比較して入学者が少なく、また減少傾向がみられる研究科

がある。この点の改善についても一層の努力が必要であろう。 

多様な入試制度を否定するものではないが、基礎学力のバラツキは教学上の様々な問題を

引き起こす要因と考えられる。そのため、入学前の基礎学力向上の取り組みのより一層の

充実と、入学後のより一層のフォローアップが望まれる。グローバル社会で活躍する人材

の育成に必要な語学教育の充実のために、外国人留学生の受け入れ施設や日本人学生との

交流の場（施設の確保・拡充）が必要である。 

 

 

Ⅵ．学生支援Ⅵ．学生支援Ⅵ．学生支援Ⅵ．学生支援    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    

学生支援は学生が安心して充実した学生生活を送るために必要なものであるが、本学で

は「一人ひとりの学生を大切に育てる」という基本理念を体現するために、全学的方針の

下に、多方面にわたって充実した支援体制を整備していることが高く評価される。教育学

習支援センターでは、単に悩みを抱える学生がセンターを訪れるのを待つだけでなく、出

席調査システムなども活用して、理由なく連続して授業を欠席した学生を早期に発見して、

ゼミ担当教員と連携しながら、学生の状態・状況の把握に努め、問題が深刻化する前に自

分と向き合う機会を設けるなど、トラブルの早期解決とケアおよびサポートを継続的に行

っている。さらに教育学習支援センターでは、専任所員、職員、学生組織が、大学生活に

おけるメンターとして、学生の自立性・自発性の育成を図りながら、履修相談やキャンパ
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スライフに関する相談などを行っており、部活動、サークル活動やボランティア活動を中

心とした正課外活動の設立・運営も側面支援して、学生のキャンパスライフの充実を目指

して活動している。これらは学生の資質や能力が多様化するなかで、大学における学生支

援を強化する優れた仕組みであり、高く評価できる。2010年度には「学部相談員制度」を

全学で導入し、各学部の専任教員が、学業に課題を抱える学生を個別的に面談・指導する

体制を整えた。これは「一人ひとりの学生を大切に育てる」という本学の基本理念を体現

する制度で、学業問題だけでなく、プライベートな問題にも全学の教員がアドバイスを与

えている点は評価できる。 

学生の進路支援についても、多様な努力が行われている。就職率も2011201120112011年に94.2％と良

好な値となっている。また卒業者総数に対する就職決定者の割合も、他大学と比べても良

好な水準となっている。就職支援については、１年生から就職準備講座を開講し、各学年

とも本学独自の就職支援情報システム「就職活動eコーチ」を稼働し、学生の就職支援を行

っている。またキャリア教育に関しては、大学４年間、継続して行い、ゼミでは「就職ゼ

ミ長」制等、興味深い取り組みを行っていることが注目される。新しい給付型奨学金制度

の創設、学費減免制度などの取り組みも大いに期待され、また健康面での支援、ハラスメ

ント防止の取り組みも適切に行われている。 

 

＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞    

留年者数は、2008200820082008年と2009200920092009年に改善したものの、その後の２年間で増大している。また

全学の退学率が17%を超え（2008200820082008年年年年度に入学した学生の標準修業年限による。）、退学者数も、

2010201020102010年、2011201120112011年は、それ以前と比べて増大している。これらの原因は様々あると考えられ

るが、学生支援の強化・改善という視点からも対応策の検討がぜひ必要であろう。 

教育学習支援センターは全学的な教育学習支援の機関として定着してきているが、業務量

の増加により、見直しの時期に来ている。 

健康支援のスポーツ健康相談室及び保健室、メンタル支援の学生相談室の連携・統合の

在り方を検討する必要がある。就職支援センターにキャリア・アドバイザーとしての有資

格者が不足という実情を鑑み、就活アドバイザーの更なる活用（ＯＢの活用）、企業合同説

明会参加企業へのアドバイザー依頼などを検討する必要がある。 

 

 

Ⅶ．教育研究等環境Ⅶ．教育研究等環境Ⅶ．教育研究等環境Ⅶ．教育研究等環境    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    

校地面積、校舎面積とも大学設置基準上の必要面積を大きく上回っており、また講義室

等の構成も適切である。とくに、最近のスポーツ健康センターやトレーニングセンター、

その他の施設・整備の充実ぶりは目を見張るものがある。本学が2015201520152015年の開学50周年に向

けて、中長期計画を策定する委員会を設け、キャンパスの整備・拡充について審議し、新
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しい指針の構築を図る作業を始めたことは高く評価できる。 

図書館についても図書費、人員など適切であり、学生の図書館利用を促進する方策が採

られており、中でも「図書館読書コメント大賞」「図書館利用スタンプ制度」などの取り

組みは、学生の勉学意欲を高め、学生に自信を付けさせることにもなり、高く評価される。 

また大学の図書館は、一般の公立図書館とは比較にならない専門蔵書を多数所蔵している

が、これが地域住民の利用に供されることで、地域の生涯学習にも貢献している。 

教員の研究環境に関しても、個人研究費や研究室等が適切に手当されている。また、研

究の機会を保障するため特別研究期間制度や教員留学制度が設けられていることも評価で

きる。2020202011111111年度には、「流通経済大学教育・研究倫理綱領」を制定し、本学の教員はこの倫

理規定に従って、それぞれの教育・研究を行うように定めている。優秀な教員と施設の整

備充実、加えて素質に恵まれた学生とが相まって、スポーツ健康科学部及びスポーツ健康

科学研究科等の大きな成果につながるという好循環が生まれている。 

 

＜改善すべき＜改善すべき＜改善すべき＜改善すべき事項＞事項＞事項＞事項＞    

龍ケ崎キャンパスには、1965年～1970年に建てられた建物が４棟あり、老朽化に伴う保

守、維持・管理が重要な課題となっている。新松戸キャンパスの施設・設備の充実が必要

であり、体育館などスポーツ関連施設の整備・拡充等も緊急の課題である。 

委員会業務の負担軽減等の対応が行われていることは評価できるが、担当授業数が少な

くないという現状に鑑み、研究時間の確保に向けた検討や取組を今後も継続して行うべき

であろう。教員の研究図書費および特別研究図書費の予算執行額の少なさは、学生の教育

にも影響を与え、内部質保証にもつながる問題である。教員留学制度の利用状況とその成

果発表について、明確な記述がない。科学研究費補助金の採択件数について、これを向上

させる努力が必要であろう。 

 

 

Ⅷ．社会連携・社会貢献Ⅷ．社会連携・社会貢献Ⅷ．社会連携・社会貢献Ⅷ．社会連携・社会貢献    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    

創立以来、開かれた大学として、生涯教育等の社会の多様な要請に応えていくこと（実

学主義）を基本方針の1つにしており、地域社会への大学施設の開放だけでなく、各種公開

講座や公開講演会の開催、高等学校の出前授業への講師の派遣、国及び地方自治体の各種

審議委員会等への委員の派遣などを行い、地域の活性化や地域社会の教養・文化の高揚に

寄与し、地方自治体等の政策形成などにも貢献してきた。 

1989198919891989年には、「公開講座運営委員会規則」が制定され、公開講座運営委員会が公開講座や

各種講演会を開催し、大学と社会の連携、大学と市民との文化交流などを行っている。龍

ケ崎キャンパスにおいては、「龍・流連携事業」（龍ケ崎市と流通経済大学との連携に関す

る協定）の下、充実した施設の地域開放をはじめ、各種の公開講座やスポーツ教室の開催、
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さらには、小学校等への学習支援のための学生の派遣、イベントヘの積極的な参加など、

多様な地域貢献活動が展開されている。龍ケ崎市の各種審議会委員への就任をはじめ、ス

ポーツ教室や救急救命講習など、幅広い分野における教員の協力は多大である。 

 

＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞    

社会連携・社会貢献の諸活動は、年々拡大し、教員に負担が重くのしかかってくる傾向

にある。この活動を健全に持続させるための検討も行う必要がある。本学には「生涯学習

センター」が設けられておらず、公開講座は公開講座運営委員会、講演会については学術

研究委員会、市民講座は国際言語教育センターが独自に企画運営しているため、相互の連

絡調整が不十分である。海外15大学との交流協定を締結しているが、これらの大学への派

遣留学生の数、またこれらの大学からの留学生の数がともに少ない。今後は派遣留学生の

数、受け入れ留学生の数を増加させる仕組みづくりが必要である。知的、物的、人的資源

の交流に関する連携協定がある龍ケ崎市と共同で、海外からの留学生と本学の学生、及び

市民が交流できる施設（「国際交流会館」など）の建設も検討すべきである。 

 

 

Ⅸ－１．管理運営・財務Ⅸ－１．管理運営・財務Ⅸ－１．管理運営・財務Ⅸ－１．管理運営・財務((((管理運営管理運営管理運営管理運営))))    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    

理事長、学長、学部長の権限に関しては、それぞれ理事会、大学協議会、教授会を主催・

運営することで、明確な機能分化ができており、管理運営は概ね健全に進められていると

評価できる。 

学則第63条に基づき、適切な事務組織の構成と人員配置がなされており、組織の機能改

善の努力も行われている。学校教育法や私立学校法など大学が依拠する関係法令の改正な

どには速やかに対応し、その解釈などは弁護士資格を持つ法人監事と相談し整備している。 

 

＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞    

中・長期的な管理運営方針の基本政策は法人が立案しているとのことであるが、大学の

ホームページなどでよりわかりやすく公開する等の工夫が望まれる。職員の人事評価制度

や人事考課は十分確立されていないとのことであるので、団塊世代の一斉退職に伴う人材

の枯渇が問題となる前に、それらの確立に向けた取り組みが求められる。また人事異動の

ルール化や、役職への昇格・降格基準の明確化も必要である。適材適所の観点から、人事

異動と人事諸制度の整備にあたり、上長との定期的な面談や各部局と総務部との定期的な

人事に関連する協議の方策を早急に立てるべきである。 

    

    

Ⅸ－２．管理運営・財務Ⅸ－２．管理運営・財務Ⅸ－２．管理運営・財務Ⅸ－２．管理運営・財務((((財務財務財務財務))))    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    



239 

 

運営方針は、学内理事協議会などで中期的スパンに立脚した計画や将来構想が示され、

法人が全体的な基本政策を決定している。消費収支計算書、貸借対照表等に示されている

財務状況は良好であり、教育研究等の遂行に必要な条件を充分に満たしている。人件費比

率等も適切であり、基本金組入れも順調に行われている。 

予算編成および予算執行は、適切に行われている。とくに監事による監査、および監査

法人による監査に加えて、監査室による内部監査の三様の監査により、予算執行に伴う効

果を分析・検証する仕組みが確立されていることは高く評価される。 

 

＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞    

本学の財政基盤について、学生生徒等納付金比率は過去５年間で79.3%～84.7%と全国平

均（78.3％）より高くなっており、また寄付金比率は過去５年間で0.4～0.6％と全国平均

（1.9％）より低く、補助金比率も平均で6.7％と全国平均（8.9％）より低くなっている。

今後も安定した財政基盤を確立するために、これらの数値の改善が必要である。今後ます

ます個人からの寄付が望めない状況下で、創立50周年記念事業として寄付金を確保するに

は、特段の方策を講じる必要がある。 

科学研究費補助金および受託研究費等の外部資金の獲得・受け入れを強化する必要があ

り、物流科学研究所など、本学の伝統と特色ある分野の研究を生かした活動を強化するべ

きである。 

 

 

Ⅹ．内部質保障Ⅹ．内部質保障Ⅹ．内部質保障Ⅹ．内部質保障    

＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞＜効果が上がっている事項（優れている事項）＞    

自己点検評価についての規程（「自己点検・評価の実施及び認証評価の申請等に関する

規定」）が定められ、それに基づいて自己点検評価委員会、点検評価実施委員会が設けら

れる等、概ね体制が整備されている。またＦＤについてもＦＤ委員会等の体制が整備され

ている。「自己点検・評価報告書」（2013年4月・流通経済大学）を一読して、本学が2015

年度の創立50周年に向けて、これまで自己点検・評価活動の組織体制の整備と組織的推進

に努力を傾け、また、これから教職員全員に参画意識をもたせることにより、内部質保証

システムをさらに充実させ、PDCAサイクルによる改善を図って、教育の質の向上につなげ

たいとする意気込みが強く感じられる。外部評価委員会を設置して、委員として他大学の

学長、学園長、自治体の首長を選び、「自己点検・評価報告書」を検証させるというのは、

客観性と公平性の向上に努めているという点で高く評価できる。 

2012201220122012年は、これまでの課題であった各学部・学科の3つのポリシー（アドミッション・デ

ィプロマ・カリキュラム）の確認・策定・修正作業を全学の教務委員会と連携して行い、

カリキュラム・マップの作成を実現し、HPでも公開している。また2013年度の新入生の履

修指導において、その周知徹底が図られたことは、内部の質保障の具体的な取り組みとし

て評価できる。学則29条に基づき、「全学的なFD活動を推進し、もって本学の教育の質の
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向上」に資するため、全学のFD委員会が設置されており、全学FD委員会では、授業アンケ

ート、研修会の実施、GPA制度の導入（厳格な成績システムの確立）などを行っている。 

 

＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞＜改善すべき事項＞    

数年おきに行われる自己点検評価だけでなく、年度ごとにPDCAサイクルに基づいた点

検・改善の活動を行うかたちでの内部質保障についても、その体制整備に取り組むべきで

ある。内部質保証システムを整備し、機能させるために、自己点検・評価を担当する事務

組織（大学評価室など）の設置について検討する必要がある。 

2011年7月には、大学基準協会から指摘を受けた改善事項の改善報告書、完成年度を迎え

たスポーツ健康科学部及び法学研究科の完成報告書を提出し、承認を受けたが、それらを

共有して、大学全体の質保障につなげるまでには至らなかった。全学の自己点検・評価委

員会や各部局の自己点検・評価実施委員会の活動を正確に理解してない教職員がいるので、

学長をはじめとする各部局長は、強いリーダーシップを発揮し、全教職員に対して、教育

の質の向上を図るように指示・指導する責任がある。 

 

 

外部評価の結果は、全体的にみると、評価項目（10 項目）それぞれについては比較的高

い評価が多かった。これは本学が、開学以来一貫して「実学主義」「教養教育の重視」「少

人数教育」という教育の柱を堅持し、時代の要請に応えて、適切な規模の拡大と教育内容

の充実、施設・設備の整備を図ってきた結果である。大学の全入時代に、4割を超える大学

が定員割れを引き起こしている現状で、あまり立地条件に恵まれているとは言えない本学

が、過去一度も定員割れを起こすことなく、健全な財務体質を維持し、その教育・研究活

動を続けていることは高く評価されてよい。これは理事長・学長をはじめとして、本学の

全教職員が一体となって、「一人ひとりの学生を大切に育てる」という教育方針を貫き、そ

れが社会からも大きな支持を受けていることの表れであろう。 

 しかし本学もまた、大学を取り巻く厳しい状況下において、いくつもの課題を抱えてい

ることは紛れもない事実である。まず本学は、2015 年に創立 50周年という節目の年を迎え

る。現在、この 50周年にむけて、50 周年記念事業と将来構想検討委員会が立ち上げられ、

今後 50 年を視野に入れた中・長期的な大学のあり方が検討されている。そこで本学が、今

後の半世紀に向けた大学のビジョンをどのように打ち出していくのか、それを全学の教職

員がどのように実行に移していくのかが重要である。 

 本学が現在抱えている具体的な課題をまとめると、まず入試の合格者における入試種別

の偏り（とくにＡＯ入試と推薦入試の合格者数が定員を大きく超えている現状）が指摘さ

れる。各大学とも定員確保のために、入学者の確保が比較的に容易なＡＯ入試や推薦入試

の比重を高めているが、それにも限度があり、あまりにもそれらに依存しすぎると、基礎

学力の不足している学生、安易な入学動機による中退者の増加など、入学後の大学生活を

維持するのが困難な学生を大量に生み出す危険がある。本学自身も自覚しているように、
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やはり一般入試の受験者を増やし、その入学者数を伸ばし、ある程度の学力水準を維持し

ていくことは、高等教育機関として当然の方策であると考える。 

本学の中途退学率は、公表されている標準修業年限（4 年）で見ると、他大学と比しても、

かなり高い数値（17％～18％）を示している。大学経営上の問題は置くとしても、2割弱の

学生が卒業を待たずに大学を去っていくという現状は、やはりそのまま放置はできない問

題である。教育学習支援センターや学生部などがいろいろと学生支援を行っているようだ

が、大学全体として、また各学部・学科でも、この中退者の問題をきちんと受け止めて、

その内容を分析・検討し、さらに適切な対応を明確に講じていく必要があるだろう。 

教育の質保障に関しては、本学はこれまでも積極的な対応を図ってきたが、それらが十

分に機能して、大学全体で共有されているかどうかは、さらに細かな検証が必要である。

2012 年度に改訂・策定した各学部のポリシーの妥当性、有効性の検証、改訂したカリキュ

ラムの検証、ＦＤ活動の展開（授業アンケートの活用）など、教育の質を担保する態勢の

整備、それを支える「大学評価室」「自己点検・評価室」など、ＩＲ機能を持つ機関を設置

して、恒常的に質保障を進めていく態勢の確立が急務であろう。 

本学でも、一般社会と同様に、教員の年齢構成の偏り（高齢化）が見受けられる。スポ

ーツ健康科学部を除いて、すべての学部で 60 歳以上の教員が占める割合が 40％を超えてい

る。大学の中堅ともいうべき 40 歳台の教員の少なさと合わせて、長期的な展望に立った教

員組織の再構成は喫緊の課題である。 

それとも連動しているようだが、若手の教員が少ないことが、教員の研究活動の不活発

な現状に影響していないかどうか検証することが求められる。いずれにしても、科研費の

採択状況や外部資金の導入に関して、大学として積極的な対応を図る必要があるだろう。 

大学院については、その改廃を含めた真剣な議論の展開が期待される。大学院はいまだ

に 3 つのポリシーの策定も行われておらず、恒常的な定員割れが続いている。 

施設・設備については、新松戸キャンパスの拡充、老朽化にともなう龍ケ崎キャンパス

の建て替えなど、今後、長期的な視野に立った施設・設備の整備が欠かせない事項である。 

 

全体総括として、本学は今回の自己点検活動の結果を謙虚に受け止め、必要な改善措置

を速やかに実行に移し、全教職員が一丸となって、新しい 50 年にむけたスタートを切って

いく必要がある。そして本学は、大学本来のあり方を絶えず見つめ直し、我が国の高等教

育機関の一員として、常に改革・改善（質の向上）に努め、その果たすべき役割を明確に

自覚しながら、教育・研究活動をさらに推し進めていくつもりである。 

（終） 

 


