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自己点検・評価報告書（第七巻）の刊行にあたって
2015 年 4 月に設置された第 7 期自己点検・評価実施委員会では、2015 年 3 月に大学基準
協会より受けた大学評価（認証評価）結果から、9 項目の努力課題と 1 項目の改善勧告につ
いての対応を検討し、さらには指摘事項以外の問題点についても洗い出しを行い、改善の
方向性を定めるべく検討を行っていただきました。そして「改善報告書」としてまとめ、
大学基準協会に報告いたしました。この「改善報告書」は大学評価委員会で検討され、2019
年 4 月以降に検討結果が通知されることになっております。
第７期委員会では、まず改善可能な指摘事項への対応から始め、次に改善のための根幹
的な方針・方向性を定めるべく、教員・職員に共有される「中央学院大学が目指す理想像」
の策定に着手しました。そのために全教職員に対してアンケートを実施して意見募集と集
約を行い、それをもとに委員会で「理想像」の素案を練り上げ、さらにそれをフィードバ
ックして再度意見を募るという作業を繰り返しました。そして最終的に委員会で「理想像」
案が策定され、拡大学部長会議への答申等の手順を踏んで現在に至っています。
また委員会では、各学部・研究科が掲げる 3 つのポリシーについても見直しを行い、整
合性を図るようにしましたが、これについては現在も継続的な改善を進めています。次期
の委員会では「理想像」に基づく整合性を持ったポリシーの策定を是非ともお願いしたい
ところです。
ところで、自己点検・評価実施委員会は，各学部長・研究科長・図書館長・各学部の専
任教員・大学院担当教員・社会システム研究所長ないしは生涯学習センター長・大学事務
局長・大学事務局職員から構成され、オブザーバとして法人事務局職員が加わっています。
このように組織を代表する方々が委員となっておりますので、今後もそれぞれの組織の中
で改革のリーダー役として、問題点の解決および組織改善や改革に取り組んでいただくよ
う願っております。
本学の大学評価（認証評価）の認定期間は 2022 年 3 月までとなっており、2021 年には 3
度目の認証評価の申請を行います。今後は、本報告書にもあるように、内部質保証システ
ムを機能させるべく、PDCA サイクルつまり計画・実行・評価・改善のサイクルが自立的に
機能するようなシステムの構築を急がなければならないと考えております。
最後に、本報告書の作成に携わった自己点検・評価実施委員会の委員の方々をはじめ、
関係者に深甚なる謝意を表します。

2018 年 9 月
中央学院大学学長

市川
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章

序章
１．第７期自己点検・評価実施委員会の位置づけと役割
本学は、2014（平成 26）年度に第三者機関たる大学基準協会による大学評価（認証評
価）を受け、2015（平成 27）年 4 月 1 日から 2022（平成 34）年 3 月 31 日までの期間（７
年間）において「大学基準に適合」との認証を得た。しかしながら、同時に１０項目に
わたる課題を提示され、次回の認証評価実施までに確実な改善が求められる状況にある。
第７期自己点検・評価実施委員会（以下、今次委員会とする）の任期は、適合評価を受
けた 7 年間の前半 3 年半に当たり、継続して自己点検・評価を実施するとともに、2015
（平成 27）年 3 月に提示された努力課題ならびに改善勧告に関わる諸課題を解決するた
めの基本的な方向性を策定する責務を負っていた。特に「改善勧告」を中心とする諸課
題については、2018（平成 30）年 7 月末を期限として諸課題改善状況の中間報告が求め
られており、大学基準協会に対して「改善報告書」を提出した。
今次委員会では、まず第一に上記諸課題の改善を目指したが、その指摘事項には本学
にとって重要なものが多く、大学としてある以上、当然改善していかなくてはならない
事項であった。が、当委員会としては、「言われたから直す」のみではなく、大学基準協
会の指摘事項以外にも自ら問題点・課題点を見出し、自律的に解決していくことが必要
であると考えた。今回の第三者機関の指摘を奇貨として、大学としてあるべき姿に近づ
けるべく、指摘事項か否かに拘らず学内の諸問題を積極的に掘り起こし改善していくこ
とを目指した。
２．前回認証評価の内容の確認
2015（平成 27）年 3 月に大学基準協会から受けた指摘は、
「努力課題」９項目、
「改善
勧告」１項目からなる。
［努力課題］
①過去５年間の研究業績がない教員が散見され、科学研究費補助金等外部資金への申請
もほとんどなく、全学的に研究活動が不活発であるので、改善が望まれる。
②2013（平成 25）年度から実施されている法学部スポーツシステムコースの教育課程は、
「コース選択必修科目Ａ」にスポーツ関連科目４科目（「キッズスポーツ論」「スポー
ツ経営論」「トップスポーツ論」「ライフスポーツ論」）を設置したこと、「社会科学系
科目Ａ」に卒業所要単位数が設定されていないことから、
「コース必修科目」以外の法
律科目を履修せずに卒業所要単位数を取得できる構造である。課程修了にあたって身
につけるべき知識・能力等の学習成果を定める学位授与方針に照らして、バランスを
欠いた教育課程であるので、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針と整合し
た教育課程を編成するよう、改善が望まれる。
③再履修を含めた１年間に履修登録できる単位数の上限が、商学部は１年次 55 単位、２
～４年次 56 単位、法学部は１年次 59～60 単位、２年次 58 単位、３年次 57～58 単位、
４年次 59 単位と高いので、単位制度の趣旨に照らして、改善が望まれる。
④ＦＤ活動については、全学的な研修の機会を設けてはいるものの教員の参加は少なく、
その必要性を十分に共有できていないので、学部・研究科ごとの課題を抽出し改善を
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図るための取り組みを実施するよう、改善が望まれる。
⑤法学部スポーツシステムコースでは、授与する学位（「学士（法学）」）に応じた履修が
行われるよう十分に留意し、指導を充実させるよう、改善が望まれる。
⑥商学部、法学部において実施されている再試験について、『学生要覧』における４年次
に対象となる科目の説明が商学部では「不合格となった全科目」、法学部では「原則と
して全科目」と表現していることは適切でないうえに、実施方法および教育的効果に
ついて十分な検証がされているとはいえないことから、再試験制度のあり方を検証し、
制度を適切に運用するよう、改善が望まれる。
⑦多様な背景を持つ学生を受け入れているにもかかわらず、各々の状況を把握し、それ
に応じた学習支援等を適切に行っていないため、多数の除籍・退学者を生み出してい
る。学生の受け入れ、教育、学習支援等の総合的な検証を実施し、その結果に基づき、
必要な支援体制を構築し機能させるよう、改善が望まれる。
⑧図書館には、専門的な知識を有する専任職員が配置されていないので、改善が望まれ
る。
⑨中・長期的な財務の改善方針はまとめられたが、具体的な施策を含んだ中・長期の財
政計画の策定は、まだ行われていない。帰属収入に対する翌年度繰越消費支出超過額
の割合が 200%を超えて増え続けていることや、
「要積立額に対する金融資産の充足率」
が 30%台であることなどから、法人ベースでの財政基盤の確立が急務である。そのため
には、法人としての具体的な中・長期財政計画の策定と確実な実行、そして年度ごと
の見直しが必要である。
［改善勧告］
⑩貴大学では定期的に自己点検・評価を実施しているものの、その結果を全学的に検証
し、大学全体にフィードバックして改善に結びつける仕組みが構築されていない。特
に３つのポリシー（学位授与方針、教育課程の編成・実施方針、学生の受け入れ方針）
は実態に即したものではなく、方針に基づく検証システムが機能しているとはいえな
い。教育の質に関する問題が複数生じていることから、早急に内部質保証システムを
構築するよう、是正されたい。
３．取り組みの大きな方向性（骨子）
今次委員会では、まず当面する３年間を(A)本学改善のための根幹的な方針・方向性を
定め、(B)早急に改善可能な指摘事項への対応を行い、（C）大学評価（認証評価）の指摘
事項以外の問題点も含めて洗い出し改善の方向性を定める、の３点を実施する期間と定
めた。本学の抱える内部質保証体制の欠陥は重大であり、
「定期的に自己点検を各部署で
行う」といった規程だけを設けても、大学全体としての改革の下地ができていなければ、
内実の伴った改善はできないと判断したためである。次の３年間において、今次定めた
３つのポリシーを実体化し、検証・改善・確認していくための組織的な仕組みづくりを
整備するが、2018（平成 30）年前半までの期間は、そのための前提期間と位置づけたも
のである。また、当面の緊急性から、学内規程の整備等、評価から改善実施、結果の検
証に至る仕組みづくりができるまでの間、自己点検・評価実施委員会が諸問題に対して
自ら起動的な役割を果たすこととした。
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上記３点を今次委員会の課題としたのは、次の理由による。(A)は本学の社会的存立に
関わる根本であり、それがどこまで実現されているかの評価基準にもなるものである。
(B)は個別の事項ではあるが相互に連関しており、(A)の具現化としての意味をもってい
るために大学の自律的な改善能力の評価に関わるものとして早期に対応できることは実
施することが重要と考えた。(C)は外部からの指摘に留まらず自ら問題点を発見し改善し
ていく事項であり、大学の自律的な改善能力が真に問われる本質的な一面と考えられる
ためである。
次に改善の方向性であるが、(A)については、３つのポリシーを学部および大学院研究
科の内部で主体的に検討し直すところから開始した。また創立者の一人、高楠順次郎の
言葉に基づく普遍的な建学の精神と基本理念はあるものの、時代の変化の中で本学は多
様な問題を抱えるに至っている。今の本学がそれら多様な問題に向き合い、根本的な改
善を加えようとするとき、大学の目指すべき方向性と目標について全学教職員の共有す
る意識（イメージ）を確認する必要を感じた。そこで自己点検・評価実施委員会自体が
主体となって、「中央学院大学の目指す理想像」
（以下「理想像」）を早急に策定すること
にした。(B)については、相互に関連する事項も多く、(A)で検討すべき根幹的事項の具
体的実現に絡む問題もあることから、すぐに実行可能な事項については、(A)の検討と並
行して改善を実施した。さらに(C)については、(A)で検討する本学の目指すべき理想像
を検討する中で露わになった問題点を中期的な視点で改善していく方針を定めた。
４．改善すべき諸課題への対応

－①～⑨について－

今次委員会が行った対応について、以下に述べていく。まずは大学基準協会の指摘事
項に対する対応から述べる。
上記指摘事項のうち、②③⑤⑥に関しては、制度や標記の手直しで比較的容易に対応
できるものであったため、今次の３年半の間で改善することができた。また、①と④に
ついても明確な改善が見られ、このまま現状の方向性が軌道に乗れば問題は解消されて
いくと考えられる。⑦～⑨の課題については、下記のように考えられる。
⑧は大学全体に関わる大きな問題ではないが、しかし大学としての見識が求められる
という意味では無視できない課題である。ただ現在までのところ、第三者機関を納得さ
せられるだけの改善には至っていない。人事が絡む事案であることから、１、２年度内
での対応は難しいとしても、前回の大学評価（認証評価）からの７年という時間の中で
は必ず改善しなくてはならない事項であり、法人の着実な対応が求められている。
⑨は、法人運営上の基本的必須事項たる中・長期計画の整備および財政安定化に向け
た施策が不充分との指摘である。こちらについても、現段階では第三者機関を充分説得
できるまでの状態には至っていない。大学という社会的・公共的機関としての信頼性お
よび存続に関わる重大な問題であり、法人としての覚悟と冷徹な分析に基づく着実な計
画の策定・運営が求められている。次期の３年半の間には実のある対応が必須といえる。
⑦は社会的存在としての大学が時代の変化や社会の要請にどこまで対応できているか
を問われているもので、直接的には学生へのケアの充実度、間接的には入試のあり方に
も関連する事項である。本項目については、学生サポートセンターの業務の充実化や学
生課との連携などによって、退学者の減少が実現し、一定程度の改善が達成された。本
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学が「多様な背景をもつ学生を受け入れる」方針を堅持していく以上、今後もさらに継
続して最後までケアをしていけるような体制を充実させていく必要がある。
５．改善すべき諸課題への対応

－⑩について－

⑩は前回の大学評価（認証評価）において最も重大な指摘であり、「改善勧告」として
指摘された事項である。「改善勧告」とは大学基準協会によれば、「法令違反など大学と
しての最低要件を満たしていない、もしくは改善への取り組みが十分ではないという事
項に対し、必ず改善することを求めるものです。「改善勧告」事項が示された大学におい
ては、同事項に誠実に対応し、早急にこれを是正する措置を講じるとともにその結果を
３年以内に「改善報告書」として取りまとめ、本協会に提出することが求められます。」
（http://www.juaa.or.jp/accreditation/university/result_kh.html）とされている。
しかもこの「改善勧告」の対象となったのは、
「内部質保証」に関わる事項であった。
大学基準協会自体がいわば現代でいう「内部質保証」を行える大学の確立を目指す意
図で設立されたことを考えれば（『大学評価ハンドブック 2014（平成 26）年度申請大学
用』）、また 2018（平成 30）年度から始まる第３期の大学認証評価が「内部質保証」を最
大の重点項目にしていることからすれば、この問題で「改善勧告」を受けたことは非常
に重大な欠陥を指摘されたことになる。
「内部質保証」とは、前記のハンドブックによれば、
「ＰＤＣＡサイクル等の方法を適
切に機能させることによって、質の向上を図り、教育・学習その他のサービスが一定水
準にあることを大学自らの責任で説明・証明していく学内の恒常的・継続的プロセスの
こと」であり、簡単にいえば「恒常的に大学自身の問題点を自ら発見し、改善していく
仕組み」のことである。本学の場合、この機能が大きく欠けているというのである。
しかし実感として、本学がそこまで大学としての本質を欠いているという実感はない。
そこで評価結果を改めた見直してみると、大学評価の基準となるべきいわゆる「３つの
ポリシー」が大学の現状と乖離している旨の記述が目につく。そもそも大学の評価にあ
たっては、「入学者募集」
「教育課程」
「卒業要件」に相当する３つのポリシーに沿ってき
ちんとした入試、教育、評価が行われているかどうかが問われているのであるが、この
ポリシー自体が机上の作文であったとすれば、大学としての根本が空虚な妄想に拠って
いることになってしまう。そして、それに基づく実態評価をすれば、当然に「内部質保
証」は成り立っていないという結論にならざるをえない。
そこで、３つのポリシーがどのような経緯で策定されたのかを検証した。すると、必
ずしも学部等が主体とならずに３つのポリシーの原案が作成され、それを学部等が充分
な議論をしないまま承認したことが原因であったことが明らかになった。学部等の充分
な議論を経ない形式的な作文に留まり、実態とかけ離れたものになっていたのである。
この結果、現実離れしたポリシーが公表されて一人歩きすることになっただけでなく、
学生の受け入れ方針と教育課程および卒業要件に関する方針が整合しておらず、多様な
学生を広範に受け入れながらその学生をどのように育て、社会に送り出すかが大学およ
び各学部等において一貫した方針で統一されていなかった。また、自己点検と評価は自
己点検・評価実施委員会で一定程度行われてはいたものの、それを具体的な改善に繋げ
ていくシステムが確立されておらず、未整備の状況であった。
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今次の当委員会では、上記の認識のもと、
「３つのポリシー」の組み立て直しから始め
ることになった。
６．改善すべき諸課題への対応

－大学基準協会による指摘外の事項について－

今次委員会においては、大学基準協会からの指摘になかった点についても、本学が自
立的に課題として改善すべきことには取り組む方針とした。
当委員会では、「本学の活気のなさはどこに原因があるか」「どのように本学の長所、
強みを伸ばしていくか」を自ら見出し、対応策を探っていくことを課した。
本学には普遍的な建学の精神と基本理念という原理はあるものの、より身近に捉えら
れる指針として、本学の目指すべき具体イメージを全学教職員の意識として共有できて
いないことが問題となった。そこで当委員会の主導で「中央学院大学の目指すべき理想
像」（以下「理想像」）を早急に策定することとした。「理想像」は、どのような大学にし
ていきたいのかを教員・職員・学生で共有するためのイメージ化の方策であり、当委員
会が主体となって全教職員へのアンケートとそのフィードバックを繰り返し、2015（平
成 27）年度内に策定することができた。
またこの過程において、小規模校ゆえの長所やその活かし方が広く教職員に共有され
るとともに、本学の抱える新たな問題が浮上し、それが本学の自律的な改善課題に結び
ついていくことになった。自律的改善課題としてはいくつもの問題点が浮上したが、現
在は学生の生活環境に関する重要な事案（極端に貧弱な食環境および休憩場所の不足）
について３年程度を目途に改善すべく対策を検討し、一部着手している。その中では、
自己点検・評価実施委員会が主体となって 2017（平成 29）年度末に全学的な学生アンケ
ートを実施し、約 1,000 名に及ぶ学生の回答を得て、実態の具体的な把握に努めるとと
もに、改善策を検討する会合も主催し、当該問題のために設置された全学特別委員会主
査に検討結果を伝達した。そして本アンケート結果を踏まえて、今後３年間程度の期間
における学生生活環境の改善計画を定めるとともに、今年度中に対応可能な応急的処置
を行う旨の回答を得た。
本報告書の終章において述べるように、今後は自己点検・評価実施委員会の仕組みを
より確実で実効性のあるものに変えていく必要がある。本学が社会の付託を受けた教育
機関として確実に存立していけるように、継続して点検・評価・改善を自律的に行って
いくことが必要である。
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１．理念・目的

１．理念・目的
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〉大学全体
中央学院大学の建学の精神は「公正な社会観と倫理観の涵養」である。この建学の
精神は、創始者の一人、高楠順次郎が人格形成に必要な人間教育を考える上での信念
であった。建学の精神に基づく中央学院大学の教育理念は、「公正な社会観と倫理観の
涵養をめざし、徹底した少数教育を通じて実力と創造力をそなえた有能な社会人の育
成」を図ることである。この教育理念は、単なる知識の伝達ではなく、人間を基調と
した全人格の形成を求めるものである。この建学の精神および教育理念を基本として、
各学部・研究科の特性に即したそれぞれの教育方針を設けている。 (資料 1-1）
〈2〉商学部
商学部の教育理念は、中央学院大学学則第１条に示されているとおり「公正な社会
観と倫理観の涵養をめざし、徹底した少数教育を通じて実力と創造力をそなえた有能
な社会人を育成することを目的とする。」である（資料 1-2）。
現在、学部の教育理念を実践することによって有能な人材を社会に輩出することを
目指し、とくに専門基礎科目における教育体制の充実に向けた検討を行っている（資
料 1-3）。
〈3〉法学部
法学部は、「人権感覚の育成と共生意識の確立」を教育理念とする。これは、以下の
2 つの視点を踏まえたものである。
1)建学の精神との整合性
中央学院大学の建学の精神は、「公正な社会観と倫理観の涵養」である。「公正」
であるためには、社会におけるあらゆる利害対立の場面で、各々の利害関係人固有
の人権ないし利益を尊重すると同時に、それらの対立を単なる敵対としてではなく、
敵対を乗り越え共存共栄をはかるための過程として前向きに把握する姿勢が必要と
なる。（資料 1-2、資料 1-4）
2)現代社会に求められる法学部教育のあり方
いまや我が国では、少子高齢化への対応、内なる国際化への適応、自然と人類と
の共存、事前規制・調整型から事後監視・救済型社会への転換など、社会全体の構
造改革を推し進めざるを得ない状況がいたるところで出現している。このような社
会を賢く生き抜き、かつ社会に貢献することのできる人材を社会に供給するために
は、専門教育・人間教育を含めた法学部教育全体の中で、基本的人権を尊重するこ
との本当の意味を理解し、自己決定・自己責任を全うすることのできる人材、自律
の精神に富み、かつ他者（人類とそれ以外を含めた意味での）を尊重しこれと共生
することのできる人材の養成に努めなければならない。
〈4〉現代教養学部
リベラル・アーツはその時代その時代の現代の教養として発展してきた。つまり、
現代を生き抜いていく人間が、「現代」を基軸として過去を知り、その知識を自分のも
のにして、過去を包含した「現代」から未来を展望できる能力養成を企図するもので
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あり、現代教養学部という名称もここに由来する。
現代教養学部における「現代教養」とは、大学の建学の精神である「公正な社会観
と倫理観の涵養」を基盤とする教養、すなわち現代社会を生きる市民がそなえるべき
教養を意味する。
建学の精神に掲げられている「公正な社会観の涵養」は、社会における組織や人間
の役割を理解し、人間にとって望ましい社会とはどのようなものかを探求する力の養
成を意味する。それは、社会規範の在り方を考えることにより、自らを律し社会のル
ールに従って行動できる態度を身に付けることを意味する。
「公正な倫理観の涵養」は、
物事の善悪や正義を探求する力の養成であり、市民としての義務と責任を自覚し社会
規範に従う自己管理能力の形成である。この意味で「公正な社会観と倫理観」は一体
の概念であり、時代の要請する市民像の理念をなすものである。
一方、地域に目を向けると、地元の我孫子市においても人口減少が進み、地域コミ
ュニティの担い手不足など、地域活動の停滞を招き、市全体の活性化が問題となって
おり、市民の行政参画や地域貢献が求められている。また、シャッター通り商店街に
象徴される地域産業の衰退は、地域における若者の労働の場を奪っている。さらに、
児童の 6 人に 1 人が貧困状態にあるといわれる。環境面に目を向ければ、手賀沼の水
質浄化など、環境保全のための課題も山積しており、その解決が期待されている。
現代教養学部は、このような地域からの期待に応えるとともに、グローバル化した
社会の中でも活躍できる力を持った人材の養成を行うものとして構想された。
つまり、現代教養学部の教育理念・目的は、公正な社会観と倫理観をそなえた自立
した個人の育成をめざし、現代を生き抜くための教養教育を通じて、地域や社会、政
治や経済との関わりの中にある自己を深く知り、社会参画や社会貢献ができる市民を
育成することにある。
こうした市民を育成していくには、自らの生きる現代社会の在り方を正しくとらえ、
現代社会の基底をなす多様な人間文化を学ぶ必要がある。また、価値観の多様化や国
際化に対応できるよう異文化を理解するとともに、他者との適切なコミュニケーショ
ンを通じて、社会参画や社会貢献できる力が不可欠となるが、現代教養学部の教育課
程はこれらを具現化するものとして編成されている。
〈5〉商学研究科
建学の精神に則り、時代のニーズに応じ、一市民としての責任と義務を自覚し、か
つ、自らの個性や特性を最大限に伸ばしながら 21 世紀型の新しい産業を創出しうる人
材を育成することを目指している。
20 世紀の商学の特徴は、大量生産、大量消費、大量廃棄の拡大型物資優先の産業構
造を前提に、利益最優先という企業側の論理に立脚した業態研究や流通研究が中心に
あった。しかし、21 世紀は地球環境問題を踏まえ消費者側の論理が尊重され、本学の
教育理念である「公正な社会観と倫理観の涵養」に合致する、倫理の尊重や法の遵守
という企業関係者のコンプライアンス（法令遵守）やコーポレート・ガバナンス（企
業統治）を学修する必要性が高まってきた。
また、グローバルにもましてローカルの視点が強く求められている。本学は、アク
ティブセンター（生涯学習センター）の活動や、我孫子市商工観光事業審議会への参
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加や手賀沼学会の運営を通じて長年にわたり地域社会に貢献してきた。その結果とし
て、我孫子市を中心に、地域振興に不可欠な商学研究機関として本研究科の設置が望
まれてきた。
商学をめぐるこのような社会環境とその変化の中で、それらの社会の要求に対応で
きる経営、会計の専門職業人の養成が各方面から求められている。本研究科では、こ
のような「商学」変革時代の要請を受けて専門職業人等の養成を行うことを目的とし
ている。（資料 1-2、資料 1-5）
(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。
〈1〉大学全体
入学式における学長式辞及び配布資料、新任教員を対象としたスタートアップ・セ
ミナーなどを通し、大学構成員に周知されている。また、入試ガイド、ホームページ
等を通して社会に公表されている。
（資料 1-6）
〈2〉商学部
新任教員を対象としたスタートアップ・セミナー、新入生を対象としたプライムセ
ミナー、学生要覧などを通し学部構成員（教職員及び学生）に周知されている。また、
入試ガイド、ホームページ等を通して社会に公表されている。
〈3〉法学部
新任教員を対象としたスタートアップ・セミナー、新入生を対象としたプライムセ
ミナー、学生要覧などを通し学部構成員（教職員及び学生）に周知されている。また、
入試ガイド、ホームページ等を通して社会に公表されている。
〈4〉現代教養学部
新入生に対しては、学部独自で策定した「履修・学修ガイドブック」を活用し、入
学直後に行われるプライムセミナーにおいて、３つのポリシーをはじめ、教育課程の
体系と履修科目の順序性や、育成する能力と各科目の関係など、単位履修の考え方を
説明している。また、学生の将来の進路につながる履修モデルを参照しながら、各学
生に履修指導を行い、将来の職業を意識した学修を自主的に行うよう指導している。
初年次担当教員（兼任教員含む）に対しては、学部開設前にＦＤ研修会を 3 回行い、
大学の建学の精神、新学部設置の趣旨・目的、３つのポリシー、教育課程の全体像等
を共有するとともに、学部の理念・目的や担当科目の位置づけと役割を意識した教育
を行うよう依頼している。また、タブレット端末の操作方法説明会と、Web Class を活
用したアクティブ・ラーニング教育に関する事例研究会を行い、学部の特色とする教
育方法を紹介するとともに、その活用を推奨している。
また、学生の履修に関する窓口である教務課内においても、現代教養学部のカリキ
ュラム、シラバス等を周知し、履修登録などの窓口対応面でも指導が徹底できる体制
を整えている。
以上の教職員および学生に対する取り組みに加えて、ホームページ等を通じて、学
部の理念・目的等が社会に公表されているほか、ＡＯ入試募集要項などにも記載され
ている。（資料 1-7）
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〈5〉商学研究科
研究科委員会、新任教員を対象としたスタートアップ・セミナー、新入生対象のガ
イダンスにおいて、学生要覧などを通し、研究科構成員に周知されている。また、大
学院商学研究科パンフレット、ホームページ等を通して進学希望者をはじめ、社会に
公表されている。（資料 1-8）
(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。
〈1〉大学全体
2015 年 4 月に構成された第 7 期自己点検・評価実施委員会において、2015 年 3 月の
大学基準協会による大学評価結果を踏まえながら、大学全体の理念・目的の検証を行
っている。なお、自己点検・評価実施委員会は、2017 年度よりの現代教養学部の開設
にともない、部会構成を一部変更し、第三部会として同学部の委員を加えた。旧第三
部会以下の名称は、第四部会以下に改めた。
〈2〉商学部
商学部の教育理念は、歴史的経緯の関係から大学の建学の精神と教育理念に大きな
影響を受け今日に至っている。よって、定期的な検証は行っていないが、教育組織な
どの改編時には教授会の検討・審議事項となってきた（資料 1-9）
。
最近では、第 7 期自己点検・評価実施委員会（商学部委員会）で 2017 年度に実施さ
れた３つのポリシーに関する点検・評価において理念を検証し、これを是として現在
その後の作業を継続している（資料 1-10）。
〈3〉法学部
第７期自己点検・評価実施委員会の第二部会において、法学部の教育理念・目的等
の検証・確認を行ったが、定期的な検証は行っていない。ただし、教務を中心とする
問題の審議の際には、原点として繰り返し意識されている。また、基幹となる３つの
ポリシーについても、教授会において審議を行い、承認した。
〈4〉現代教養学部
第７期自己点検・評価実施委員会の第三部会において、現代教養学部における教育
理念・目的等の検証を行っている。
〈5〉商学研究科
第７期自己点検・評価実施委員会の第四部会において、大学院商学研究科の教育理
念・目的等の検証を行っている。
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈1〉商学部
商学部では、科目の性質に応じて少人数クラスを編成し、自由度の高いカリキュラ
ムを設置することで商分野の幅広い知識を修得し、様々なフィールドで学びを活かす、
有能な社会人の育成を目標としている。卒業生の進路の関係でいえば、本学の学生は、
その人間的な素養、特に素直で真面目な性格が好まれ、多くの企業から採用され、卸
売・小売、サービス、製造、金融・保険など、様々な分野で活躍している。
（資料 1-6、
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資料 1-11）
〈2〉法学部
法学部では、専門教育と人間教育のバランスのとれた全人教育を施すことにより、
教育理念に即した法的素養と良識とを兼ね備えた有能な社会人の育成を目標としてい
る。卒業生の進路との関係でいえば、法的素養を遺憾なく発揮することのできる法律
専門職のみならず、法学部で身につけた知識や能力を地域のために活用することので
きる地方公務員、法的素養をも身につけた企業人、地域的課題から全世界にわたる問
題まで様々な分野で活動するＮＧＯ・ＮＰＯ職員、公立・私立学校の教職員、法的素
養とコミュニケーション力に優れたアスリートやスポーツ関係企業等の職員など、
様々なフィールドで活躍できる人材の育成を目指している。法学部は、設置の際の目
標に「地方公務員の養成」を掲げたが、法学部の学生は、この期待と要請に立派に応
え、「地方公務員採用試験」（特に警察官や消防官）に多数合格することにおいて、千
葉県でトップ・クラスの実績をあげている。法の執行官である警察官はまさに本学お
よび法学部の教育理念を体現した職種といえる。(資料 1-6、資料 1-11、資料 1-12)
〈3〉商学研究科
学年定員（10 名）を上回る指導教員を配置し、個別指導と経営学、会計学の系列別
に体系化したカリキュラムで、経営、会計の専門職業人等の養成を目標としている。
より高度な経営、会計の専門知識と能力の修得を認められて学位を取得した修了生は、
他大学大学院へ進学する一方で、企業等に就職し、製造、小売、金融・保険、情報、
会計、教育を含むサービスなどの分野で活躍している。（資料 1-13）
②改善すべき事項
〈1〉大学全体
本学には建学の精神およびそれに基づいた教育理念は存在するが、それらを実体的
なものとするためにどのような大学を目指すべきかという議論が不足しており、現実
と理念とを結ぶ架け橋が欠けていたといえる。また、学部の増加（現代教養学部の開
設）に伴い、専任教員数が大きく増加しているが、大学理念の共有以外に、本学の従
来培ってきた雰囲気や学風を伝える機会が不足している。本学は規模の小ささをメリ
ットとして、教員・職員が一体感をもち、学生教育に当たってきた伝統がある。教員
同士もほとんどが名前や顔を知っている関係であり、それが本学の良さであったが、
教員が一気に増えたことで、その一体感が充分醸成されない状況になっている。教職
員どうし顔の見える関係を築くことが急務である。
〈2〉法学部
前述のように警察官の輩出については一定の成果を挙げているが、一般行政職の公
務員などに関してはまだ充分な目標に達しているとは言い難い。カリキュラムのさら
なる改善、資格取得支援の方策充実など、今後より一層公務員養成教育を充実させて
いく必要がある。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
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〈1〉大学全体
前記の課題を改善するため、全教員・全職員が目指すべき大学の姿を共有できるよ
う、自己点検・評価実施委員会が主体となって「中央学院大学の目指すべき理想像」
を 2015 年度に策定した。策定にあたっては、全教職員にアンケートを実施し、その結
果をフィードバックすることを繰り返し、多数の意見を集約する方法をとった。その
結果、従前入試広報などに際してキャッチフレーズとしてきた「STAND BY YOU」が改
めて小規模で顔の見える関係を築くことのできる本学に即した重要な柱であることが
確認されるとともに、３つのイメージが確定された。
「学生が人生の目標を見出し、自
立して考え、行動できるようになる大学」
「笑顔にあふれ、楽しくて、いつまでも居た
くなる魅力ある大学」
「地域とともに育ち、地域に恩返しのできる大学」がそれである。
今後のさまざまな施策決定の場面において、この方針をもとに施策の可否や方向性を
検討する基準として利用できることになった。
学部新設にともなう専任教員の増加に対して、法学部教授会の提案により、年度当
初に新任教員を歓迎し、全学で迎える機会を設けるべく学長レベルで検討が進んでい
る。
〈2〉商学部
商学部では、2012 年度から 2017 年度までカリキュラム改編を行ったが、その際、学
部の教育理念に沿った改編を行うべく、あらためて教授会等で教育理念について確認
を重ねた。現在、学部の教育理念を実践することによって有能な人材を社会に輩出す
ることを目指し、とくに専門基礎科目における教育体制の充実に向けた検討をしてい
る（資料 1-3）。
また、教育理念の学内外に対する周知に関しては、年 2 回発行する商学部報におい
て毎号掲載し、その情報を本学ホームページにおいても公開することで、その徹底に
努めている（資料 1-14）
。
〈3〉法学部
法学部においては、2012 年度に教育戦略委員会や教授会の場で検討され、2013 年度
以降に実施された大規模なカリキュラム改革をはじめとして、学部の教育理念を実践
するためのカリキュラム見直しを進めてきた。特に、学部全体としての目標である公
務員養成を前面に押し出しつつも、各コースの個性ある教育の在り方を学部全体とし
て尊重することによる多様な人材養成を実現するため、バランスのとれたカリキュラ
ムの構築に工夫を凝らしてきた。
また、ややもすると受動的・画一的になりがちな大学教育を多様化・柔軟化し、学
生がより積極的に授業に関わることのできるような雰囲気を創り出すため、アクティ
ブ・ラーニングの推奨や、シラバスの充実（予復習指導欄、具体的指示の徹底）
、予復
習ツールとしての e-learning（WebClass）の導入などを行ってきた。加えて、2 つの
付属高校や地域との連携の在り方についても適宜検討してきた。
②改善すべき事項
〈1〉大学全体
大学の理念や理想像を教員・職員・学生が常に意識し、共有できるように、いつも
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目にする場所に掲げるなどの施策を講じることが必要である。
４．根拠資料
1- 1

中央学院大学ホームページ

建学の精神・理念

URL：http://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/tabid/130/Default.aspx
1- 2

中央学院大学学則

1- 3 商学部教授会資料 2017-3（定）
1- 4

法学部学生要覧 2017

1- 5 商学研究科学生要覧・講義要項（シラバス）2017
1- 6 入試ガイド 2017
1- 7

履修・学修ガイドブック 2017

1- 8

商学研究科パンフレット 2017

1- 9 商学部長年次報告書 2017
1-10

商学部教授会資料 2017-6（定）

1-11

中央学院大学ホームページ

進路データ（商学部・法学部）

URL：http://www.cgu.ac.jp/job/tabid/196/Default.aspx
1-12 公務員就職状況 2014～2017
1-13

中央学院大学ホームページ

主な進路（大学院商学研究科）

URL：http://www.cgu.ac.jp/graduate/tabid/1944/Default.aspx
1-14

商学部報

第 69 号～第 73 号

- 13 -

− 13 −

２．教育研究組織

２．教育研究組織
１．現状の説明
(1)大学の学部・学科・研究科および附置研究所・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。
中央学院大学は、商学部商学科の 1 学部 1 学科の大学として開学以来、教育研究の充
実に努め、現在では 3 学部 3 学科、大学院 1 研究科 1 専攻の他、図書館、社会システム
研究所、アクティブセンター（生涯学習センター）、国際交流センター、学生サポートセ
ンターを組織し、小規模ながらも本学の理念・目的を達成するための組織として整備さ
れている（資料 2-1）。
学部では、それぞれの学部の理念・目的にそって、複雑化する現代社会のニーズに合
致した多様な教育研究を行っている（資料 2-2）
。
大学院は、商学部を基礎として 2006 年 4 月に商学研究科を設けた。商学研究科では、
学部で学んだ基礎知識を土台として、複雑化する現代社会に適応するため、さらに高度
な商学理論、専門知識等を修得する教育研究の場を提供している（資料 2-3）
。
図書館は、教育研究支援機関として利用時間の拡大等の利用促進措置が行われており、
教職員・学生等の利便性がはかられている（資料 2-4）
。
大学の附置研究所である社会システム研究所は、「社会科学の分野を主軸とする、新た
な社会システムの構築を目指した学際的研究を行い、実効的な政策ないしは創造的理論
を構想すること」を目的とし、個々の研究員が、それぞれの専門分野において、自律的
に課題を設定して行う「専門分野基礎研究」、数年を単位に社会科学分野の重要テーマに
取り組む「プロジェクト研究」、研究所の専任教員が中心となり、研究所内外の研究者を
結集して行う「研究会活動」に取り組んでおり、それぞれ成果を上げ、研究叢書の発刊
など研究成果を外部にも発信している。
アクティブセンター（生涯学習センター）では、本学を広く地域住民に開放するとと
もに、地域のニーズに合った幅広い講座を開講し、生涯教育に貢献している。併せて資
格取得講座を設け、学生の資格取得を促進している（資料 2-5）
。
(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。
教育研究組織の検証は、学長・学部長及び研究科長を中心に、拡大学部長会議、学部
教授会、研究科委員会等において、それぞれの組織が日常の教育研究活動を通して行っ
ている。また、全学委員会として教務委員会、自己点検・評価実施委員会、教育充実委
員会等を設け検証を行っている。
商学部では、教学関係の教員組織を中心に教授会自ら検証し、必要な改善を行ってい
る。既存組織の統廃合では、2014 年度に「検定・資格合格のための企画・運営委員会」
及び「資格取得講座運営委員会」を教務委員会に統合し、組織の効率化を図った。また、
2012 年度に設置された「カリキュラム改編特別委員会」が 2017 年 3 月に最終答申案を提
出したことを受け解散された。さらに、2015 年には「学術委員会」が設置された。
一方で、学部内外との規程・規約の調整が必要であるとの認識の下、2017 年度 4 月に
は「規程・規約整備委員会」が特別委員会として設置され、学部内諸規程の整備に着手
した。定期的な検証は行ってはいないが、その都度必要な改善を行っている。
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また、法学部および商学研究科の下に各部会を設け、検証を行っている。法学部では、
教授会において、学部長からの一方向的な報告事項のみでなく、各部会・コース委員会
からの提案を制限なく取り上げ、真剣に協議するとともに、議事項目末尾に「その他」
の項目を設け、教学をはじめとするあらゆる大学内の問題に関する自由な意見表明を受
け付け、改善提案の機会を確保している。これまでにも、教育機器の不具合改善などを
学部決議として学部長会議への提案事項としてきた。（資料 2-6、資料 2-7、資料 2-8）
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
商学部の教育研究組織のあり方に関しては、2015 年の認証評価において研究活動が不
活発であるとの指摘を受け、商学部学術委員会を中心としてその改善に取り組んできた。
2017 年 11 月と 2018 年 1 月には学内報告会を開催した（資料 2-9）
。
法学部では、2006 年度から従来の 3 コースのほかに、現代社会と法コース（2017 年度
よりフィールドスタディーズコースに名称変更）、スポーツと法コース（2010 年度よりス
ポーツシステムコースに名称変更）という 2 コースを新設し、多様化する社会に対応す
る人材の育成を図ってきた（資料 2-2）
。研究面に関しては、教員のより活発な研究活動
を支援・奨励するため、2014 年度より法学部学術委員会を設置し、教員による研究発表
会を開催し、相互の研究交流と研究意識の高度化を図る活動を推進してきた。
大学院商学研究科では、開設された 2006 年度から経営学と会計学の 2 系列を設け、経
営、会計の専門職業人として必要なより高度な理論、専門知識等をそれぞれ体系的に修
得できる教育研究組織としている。
（資料 2-10）
②改善すべき事項
現代教養学部新設による定員減に伴い、商学部ではコースの数等、両学部の組織編成
に再検討の余地がある。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈1〉商学部
商学部では、コースの特色や魅力について、1 年次に「入門講座」を開設し、教員が
説明を行っている。
４．根拠資料
2- 1

中央学院大学組織規程

2- 2 入試ガイド 2017（既出 資料 1-6）
2- 3

商学研究科パンフレット 2017（既出

2- 4

中央学院大学ホームページ

資料 1-8）

図書館

URL：http://www.cgu.ac.jp/lib/tabid/66/Default.aspx
2- 5

中央学院大学ホームページ

アクティブセンター

URL：http://www.cgu.ac.jp/tabid/838/Default.aspx
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2- 6 商学部長年次報告書 2014
2- 7

商学部長年次報告書 2015

2- 8 商学部長年次報告書 2016
2- 9 商学部長年次報告書 2017
2-10

商学研究科学生要覧・講義要項（シラバス）2017（既出
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資料 1-5）

３．教員・教員組織

３．教員・教員組織
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成方針を明確に定めているか。
〈1〉大学全体
大学の建学の精神は「公正な社会観と倫理観の涵養」である。この建学の精神を実
体化するため、本学の教員は公正な社会観と倫理観をそなえた教員であることが求め
られる。また、建学の精神に基づく教育理念が「公正な社会観と倫理観の涵養をめざ
し、徹底した少数教育を通じて実力と創造力をそなえた有能な社会人の育成」である
ことから、少数教育を通じて、きめ細かな指導ができる面倒見の良い教員であること
も望まれる。さらに、大学案内に書かれている「ＳＴＡＮＤ

ＢＹ

ＹＯＵ」は、中

央学院大学の目指す教育が、学生１人ひとりにより添い支える教育であること、学生
の気持ちを理解できる豊かな感性をもった教員像こそが本学が求めるものである。
このため、教員の採用にあたっては、面接試験を重視し、優れた教育経験や研究業
績のみならず、その人間性を重視する選考を行っている。
教員構成は、専任の教授、准教授、講師、助教及び兼任講師からなっており、大学
設置基準及び「中央学院大学専任教員の資格に関する規程」（資料 3-1）等に則り任用
を行っている。
教員の組織的な連携体制については、教務委員会、学生委員会など 10 の全学委員会、
ＡＯ委員会などの 6 の特別委員会によって、それぞれが所管する事項の審議が行われ
ている。各委員会で審議された事項は、教授会に報告され審議される。
〈2〉商学部
商学部では、教授会（資料 3-2）
、学部の就職委員会、入試委員会などの他、各コー
スの分科会、人文・自然及び外国語などの分野別の分科会、教職課程分科会などがあ
り、それぞれの関連事項の審議を行いながら連携を取って運営を行っている。
商学部として求める教員像、商学部の教員組織に関する基本的な方針は必ずしも明
確に定められているわけではない。なお、学部としての編成方針を明文化すべく、現
在は各コースと分科会からの人員配置に関する要望を取りまとめている段階である
（資料 3-3）。
〈3〉法学部
法学部においては、各コースの特色を考慮し、その教育・研究効果を最大限に高め
ることを編成方針として教員組織の編成が行われている。具体的には、各コースに原
則として 3 名の専任のコース委員を配置している。また、学部共通の必修科目や各コ
ースの必修科目（語学・体育・情報処理等の一部科目を除く）には原則として専任教
員を配置するとともに、教職科目についてもできるだけ専任教員を充てている。
法学部では、教員が勉強を含めた様々な相談に応じる他、公務員試験を目指す学生
に対してきめ細かな指導を行っており、実際、そうした指導によって多くの合格実績
を上げている。法学部の教員は、「人権感覚の育成と共生意識の確立」という理念をわ
かり易く学生に教えることができると同時に、学生の就職や目標達成に向けて、共に
歩んでいける素養を持つことが求められている。
法学部では、教授会（資料 3-4）のもとに、３つの学部常設委員会（教務、学術、入
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試広報）、５つのコース委員会（司法、行政、ビジネスキャリア、フィールドスタディ
ーズ、スポーツシステム）、６つの専門部会（公法基礎法、私法社会法、政治行政、人
文自然、語学、保健体育）があり、それぞれの担当分野に関する審議を行いながら、
連携を取って運営を行っている。
〈4〉現代教養学部
現代教養学部は、学部開設時の教員採用計画に基づき、完成年度に向けて、専任教
員等を順次採用し、教員組織を整備していく予定である。
現代教養学部での教養教育を支える教員組織は、哲学・思想、日本文学、英米文学、
心理学、宗教、文化学、文化人類学、生命科学、都市文化・芸術論、コミュニケーシ
ョン論、国際関係・国際経済法、社会学、憲法、経済学、環境学、情報学、体育学、
道徳教育、地域行政など学際的にして複合的な点にその特徴がある。
学際的な教育領域を、現代教養学部では「現代社会と人間文化系」と「異文化とコ
ミュニケーション系」の 2 系統と、これを細分化した現代社会系科目群、人間文化系
科目群、異文化系科目群、コミュニケーション系科目群に体系化している。
現代教養学部における教養教育の焦点は、こうした広範な領域における教養教育を
行い、現代を生き抜くための「教養力」と「実行力」を備えた「市民力」を養成する
ことにある。
このうち「教養力」は、幅広い教養を身に付けることで自分自身を深く知り、自己
を高める能力を意味する。「実行力」とは、教養力を活かし、自らの意思で地域や国際
社会における問題を発見し、提案する能力である。最後に、教養力と実行力からなる
「市民力」は、現代という時代の特徴を文化的背景から理解したうえで、現代社会と
自己との関係を把握し、他者との協働によって実際に社会を変えていく力である。
現代教養学部の教員の課題は、学生たちが 3 つの力を身に付けていくための教育内
容や具体的な授業実践方法を考究していくことである。特に、a.地域連携団体と連携
した、体験を通して学ぶ専門基礎実践科目の効果的な実施、b.ゼミナール教育を中心
とした問題解決型授業の運営と指導ノウハウの蓄積、c.アクティブ・ラーニングを活
用した教養教育、d.教養教育の目標設定をはじめとする授業評価手法の確立と、評価
結果の効果的な活用法などについて、各教員が教育研究を行い、実践していくことが
必要となる。
現代教養学部の教育目標の達成には、各教員がこれら教養教育のための教育研究を
積極的に行うことが必要であり、研究教育の経験豊富な教員と中堅・若手教員との緊
密な連携を構築し、教養教育における学びの共同体を構築、提供するなど、学士教育
の質的向上を図っていくことが目指すべき方向性となる。
現代教養学部では、教授会（資料 3-5）
、学部の教務委員会、学生委員会などの他、
履修指導協議会（資料 3-6）
、専門基礎講座実践講座運営委員会（資料 3-7）などを設
置し、それぞれ関連の審議を行いながら連携をとっている。
〈5〉商学研究科
系列ごとの特色を考慮し、その教育・研究効果を最大限に高めることを編成方針と
して教員組織を編成している。具体的には、開設授業科目の 7 割強にあたる各系列の
主要科目に研究指導教員を配置している（資料 3-8）
。
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また、学生に対して個別に必要な研究指導を行い、学位論文の作成を指導できる能
力と意欲を有することと同時に、単なる知識の伝達ではなく、人間を基調とした全人
格を培うことのできる教員を求めている。
本研究科では、研究科委員会（資料 3-9）の他、入試部会、学事部会、研究部会など
の部会があり、それぞれ関連する審議を行いながら連携を取って運営を行っている。
(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。
〈1〉大学全体
教員組織の整備については、幅広い経験や知識を持った教員が数多く集まるよう公
募制を基本としている。また、それぞれの授業科目の担当については、学歴、学位、
職歴、教育歴及び研究業績などを総合的に評価し、適合性を判断している。専任教員
がカバーしきれない科目については、学外から優秀な人材を兼任教員として任用して
いる。
〈2〉商学部
2017 年 5 月 1 日現在、商学部の専任教員は 35 名、兼任教員は 52 名で、兼任教員依
存率は 59%となっている。専任教員の内訳は、教授 20 名、准教授 11 名、専任講師 4 名
であり、専任教員 1 名あたりの学生数は 43.6 名となっている。
専任教員の年齢構成は、
31 歳－40 歳 5 名（14.3%）
、41 歳－50 歳 5 名（14.3%）、51 歳－60 歳 13 名（37.1%）、
61 歳以上 12 名（34.3%）となっており、中高年齢層の教員の割合が比較的高い状態に
なっている。今後バランスのとれた教員組織とするよう一層の改善が望まれる。
学部に所属する女性教員は 3 名であり、専任教員に占める女性教員の割合は 8.5％と
なっている。兼任教員についてみると女性教員の割合は 30.8％であり、その割合は教
養教育科目でとくに高まる傾向がある（資料 3-10）
。
〈3〉法学部
2017 年 5 月 1 日現在、法学部の専任教員は 29 名、兼任教員 50 名で、兼任教員依存
率は 63％となっている。専任教員の内訳は教授 19 名、准教授 7 名、講師 3 名となって
いる。専任教員１名あたりの学生数は 41.5 名となっている。専任教員の年齢構成は、
31 歳－40 歳 6 名(20.7％)、41 歳－50 歳 5 名(17.2％)、51 歳－60 歳 9 名(31％)、61 歳
－70 歳 9 名(31％)となっており、概ねバランスの取れた年齢構成となっている（資料
3-10）。
授業科目と担当教員の適合性の判断は、規程に基づいて円滑に行われている。すなわち、
授業科目と担当教員の適合性（授業担当教員の適格判定）は、法学部においては教授のみ
で構成される教授教授会の審議事項である。教授教授会では、採用・昇任審査に際して、
担当予定教員の履歴書･業績書･業績の現物等の提出を求め、提出された書類の厳格な審査
が行われる。その際の審査は、教授教授会によって選任された審査委員会（主査は教授、
副査のうち１人は教授に限るが、残りの１人は人事の内容により准教授、専任講師をもっ
て充てることができる場合もある）によって行われる。その審査結果は教授教授会で報告
され、審議し採決される。
〈4〉現代教養学部
現代教養学部では、設置認可時の教員採用計画に基づき、専任教員等の採用を順次
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行っていく計画である。教員採用計画では、教授 8 名、准教授 7 名、講師 3 名、助教 3
名の合計 21 名を完成年次（2020 年度）までに、学年進行にあわせて配置する計画であ
る。これにより、学部収容定員 400 名に対して、専任教員 1 名当たりの学生数は約 19
名となる。
大学設置・学校法人審議会の教員組織審査において、中央学院大学現代教養学部現
代教養学科（平成 28 年 10 月 31 日付け 28 文科高第 693 号認可）の教員として「可」
（資
格有り）と判定された者を当該科目の担当教員として採用していくことにより、教員
組織を整備していくとともに、授業科目と担当教員の適合性を確保していく。また、
後任補充の必要性が生じた場合には、文部科学省に変更手続きを行うなど、適正な対
応を行っていく。
専任教員の年齢構成は、30 歳－39 歳が 1 名(4.8％)、40 歳－49 歳が 10 名(47.6％)、
50 歳－59 歳が 1 名(4.8％)、60 歳－64 歳が 1 名(4.8％)、65 歳－69 歳が 3 名(14.2％)、
70 歳以上が 5 名(23.8％)となっており、年齢構成がやや高いが、教育研究水準の維持
向上と活性化が継続的に行えるよう工夫していく方針である。
〈5〉商学研究科
専任教員は 11 名（特任教授 2 名を含む）で、そのうち 9 名が学部との兼務である。
教授 11 名のうち 7 名が、2006 年の開設時に文部科学省による審査でマル合の認定を受
けている。また、特任教授はそれぞれ他大学の大学院商学研究科や、国税庁での職務
経験を有し、本研究科における専門職業人養成のための教育・研究指導を行っている。
他に、他大学の専門職大学院などでの教育を本務とする兼任教員が 4 名配置されてい
る。2017 年度における研究指導教員は 11 名である。
本研究科担当教員の資格の明確化と適正配置については、
「中央学院大学大学院商学
研究科教員資格審査規程」（資料 3-11）に則り、商学研究科資格審査委員会において、
商学又はこれに密接に関連する分野を専攻し、その担当する専門分野に関し、高度の
教育研究上の指導能力があるか否かを審査する。その審査結果は研究科委員会で報告
され、審議し採決される。
(3)教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。
〈1〉大学全体
教員の募集・採用・昇格は、
「中央学院大学人事規程」
（資料 3-12）
「中央学院大学専
任教員の資格に関する規程」（資料 3-1）等に基づき公正かつ厳正に行っている。教員
の採用にあたっては、学長（学部長）からの上申に基づき、経営会議において審議を
行った後、起案決裁（理事長決裁）を行う。教員の昇格については、学長（学部長）
からの上申に基づき、起案決裁（理事長決裁）が行われる。
教員の選考に際しては、経歴書、教育研究業績書、著書及び論文等の資料をもとに
審査しており、研究業績の充実している者、専攻分野において優れた知識と経験を有
している者、教育実績のある者等を優先して採用している。また、教員の募集は、兼
任教員も含めてインターネット等も利用した公募制とし、広く適格者が確保できるよ
うに努めている。
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〈2〉商学部
教員の募集・採用・昇格にあたっては、「中央学院大学人事規程」等の他、「中央学
院大学商学部専任教員の採用及び昇任に関する規程」
（資料 3-13）、
「商学部専任教員の
採用及び昇任に関する実施要領」（資料 3-14）等に基づき公正かつ厳正に行っている。
具体的には、教員の募集は以下のような手続を経て行われている。各コース分科会
の主任は、コース分科会の合意に基づいて新規採用の要望書を学部長に提出する。学
部長は、その要望書を関係機関（法人本部等）と調整し、教授のみで構成される人事
会議を開催し教員の募集を決定する。人事会議において、募集が決定されると、審査
小委員会が編成され、所定の手続で公募する。公募締め切り後、審査小委員会におい
て応募者氏名等の確認を行い、審査が開始される。審査小委員会では、優先順位をつ
けて人事会議の審査に必要な基礎資料を学部長に提出する。学部長は人事会議を招集
し、人事会議は審査小委員会の報告を受けて、最終審査を行い、これを議決する。学
部長は審査結果を教授会に報告する。学長は、教授会で適格と報告された応募者につ
いて、採用のための必要な措置を講じる。教員選考の基準としては、応募者の履歴書、
教育研究業績書並びに著書及び論文等によるものとし、審査小委員会及び人事会議で
はこれらの資料に基づいて総合的に審査する。採用する教員の格付け審査は、｢中央学
院大学専任教員の資格に関する規程｣に基づいて実施している。
教員の昇格については、以下のような手続きにより行われている。昇格を申請する
者は、経歴書、教育研究報告書、著書及び論文等の資料を学部長に提出する。学部長
は昇格申請を受理した場合は、昇格人事のための人事会議を招集する。人事会議は昇
格人事を公正かつ円滑に行うため、昇格審査委員会を設ける。委員会は、別に定める
「昇格選考審査基準点数表」に基づいて、昇格申請者の研究業績等について審査を行
い、その結果について点数評価を行う。委員会は、昇格申請者に係る資料を添え、審
査の結果を文書にて学部長に報告する。学部長は、委員会報告に基づき人事会議を開
催する。人事会議はこれを審議し、昇格申請者の適任の可否を票決する。学部長は、
審査結果を教授会に報告し、学長は昇格のための必要な措置を講じる。
〈3〉法学部
教員の募集・採用・昇格（法学部の規程では「昇任」の用語を用いるため、以下、
法学部関連個所では、規程等で「昇格」としているときを除き「昇任」と表記する）
にあたっては、「中央学院大学人事規程」等の他、「中央学院大学法学部専任教員の採
用及び昇任に関する規程」（資料 3-15）「法学部専任教員の採用及び昇任の手続きに関
する運営要領」（資料 3-16）等に基づき、公正かつ厳正に行っている。
採用応募者（昇任申請者）は、履歴書、業務報告書、著書及び論文を学部長に提出
する。学部長は、受理した書類を添えて教授のみで構成される教授教授会に付議する。
教授教授会は、適否の審査を行うため、3 人の委員で構成する審査委員会（メンバー構
成については前述）を設置する。委員会は、採用応募者（昇格申請者）の人格、識見
及び教育研究上の業績について総合的に審査する。委員会の主査は、適否を審査した
報告書を教授教授会に提出する。教授教授会はこれを審議し、採用・昇任の適否を票
決する。学部長は審査結果を受けて学長に報告（推薦）し、学長は採用・昇任を可と
する場合には、そのための必要な措置を講じる。
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〈4〉現代教養学部
現代教養学部では、教員の募集・採用・昇格に関する手続き規程として、「中央学院
大学人事規程」等の他、
「中央学院大学現代教養学部専任教員の採用及び昇任に関する
規程」
（資料 3-17）、
「中央学院大学現代教養学部専任教員の採用及び昇任に関する実施
要領」（資料 3-18）等を学部開設時に整備した。
今後の教員の募集・採用・昇格は、これら諸規程に基づき公正かつ厳正に行ってい
く。具体的には、教員の募集は以下のような手続きにより行われる。各分科会の主任
は、分科会の合意に基づいて、新規採用の要望書を学部長に提出する。学部長はその
要望を関係機関（法人本部等）と調整し、教授のみで構成される人事会議を開催し募
集を決定する。人事会議にて募集が決定されると、所定の手続きで公募する。公募締
め切り後、人事会議にて応募者氏名等の確認を行う。人事会議は、審査小委員会を編
成し、審査（書類審査、面接）を依頼する。審査小委員会では、優先順位を付けて人
事会議の審査に必要な基礎資料を学部長に提示する。学部長は人事会議を招集し、人
事会議は審査小委員会の報告を受けて最終審査を行ない、これを票決（構成員の 3 分
の 2 以上の出席で、かつ出席者の 3 分の 2 以上の賛意）する。学部長は、教授会に報
告し、応募者にも審査結果を報告する。学長は、教授会で適格と報告された応募者に
ついて、採用のための必要な措置を講じる。
教員選考の基準としては、応募者の履歴書、研究教育業績書並びに著書及び論文等
によるものとし、審査小委員会及び人事会議ではこれらの資料に基づいて総合的に審
査する。採用する教員の格付け審査は、「中央学院大学専任教員の資格に関する規程」
に基づいて実施する。
教員の昇格については、以下のような手続きにより行われる。昇任年限に達した者
は自ら申請する。申請期間は、原則として毎年 10 月 1 日から同月 31 日までの間とし、
申請書類等の取扱いは教務課とする。学部長は、昇格申請書を受理した場合は、昇任
人事のための人事会議を招集する。人事会議は、昇任人事を公正かつ円滑に行うため、
昇任審査委員会（以下「委員会」という。）を設ける。
この委員会は 5 名の委員をもって構成する。原則として構成委員のうち 3 名は昇任
の申請者となった専攻の教授があたり、他の 2 名は他専攻の教授がこれにあたる。た
だし、専攻の教授とは当該研究に携わる教授が望ましいが、3 名の教授が確保できない
場合は、適当な教授を人事会議が選び審査にあてることができるものとする。人事会
議は、教授の中に適任者がいない場合、学外の者に審査委員を委嘱することができる。
委員会は、別に定める「昇任選考審査基準点数表」に基づいて、昇任申請者の研究教
育業績等について審査を行い、その結果について点数評価を行う。研究業績の内容審
査にあたっては、独創性、理論性、実証性、資料考証性についても留意する。委員会
は、昇任申請者に係わる資料を添え、審査の結果について文書をもって学部長に報告
する。学部長は、委員会の報告に基づき、人事会議を開催する。人事会議はこれを審
議し、昇任申請者の適任の可否を票決する。学部長は、審査結果を教授会に報告し、
学長は昇格のための必要な措置を講じる。
〈5〉商学研究科
教員の募集・採用等にあたっては、
「中央学院大学人事規程」
（資料 3-12）
「中央学院
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大学専任教員の資格に関する規程」
（資料 3-1）
「中央学院大学専任教員の採用及び昇任
に関する手続規程」（資料 3-19）に基づき公正かつ厳正に行っている。
本研究科担当資格の審査手続については、2013 年度に「中央学院大学大学院商学研
究科教員資格審査規程」
（資料 3-20）を制定し、資格審査委員会の設置や審査基準等を
定め、実施している。まず、研究科委員会において任命された 3 名の委員で構成され
る商学研究科資格審査委員会が、規程に定められた基準に基づき、研究歴及び教育歴
等を審査する。この審査結果は研究科委員会に報告され、投票によって担当の適否が
決定される。研究科長は、審査結果を学長に報告し、学長は採用等のための必要な措
置を講じる。
(4)教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。
〈1〉大学全体
本学では、教育充実委員会が中心となって、教員の資質の向上を図るための方策を
講じているが、2015 年の大学評価において指摘を受け、各学部・研究科において独自
のＦＤにも取り組んでいる。大学全体のＦＤとしては以下のものを実施した。
・2015 年 7 月 15 日
「グループワーク・トレーニング（Group Work Training:GWT）の手法について」
・2015 年 11 月 25 日
「大学におけるアーカイブズ・マネジメント－書籍や資料とどう向き合うか？－」
・2017 年 2 月 15 日
「教育機関向けハラスメント防止対策研修」
〈2〉商学部
商学部では、教育充実委員会が学生による授業評価アンケートを担当し、アンケー
ト内容を改善した。なお、2012 年度からアンケート結果が原則的に公表されることに
なっており、現在も継続している。また、2015 年度に発足した学部学術委員会と合同
で「特色ある教育活動報告会」を開催した。さらに、学部内ＦＤとして、新システム
に移行したデータベースの使用方法に関する講習会を行う等、研究の支援も行ってい
る。
学部学術委員会は、主に学術研究支援を目的として 2015 年度に発足した委員会であ
り、2017 年度には、科研費を取得した教員による報告会を行っている（資料 3-3）。
〈3〉法学部
法学部においては、全学で行われているＦＤ講習会とは別に、法学部独自のＦＤ活
動を立ち上げるべく、法学部長の提案を受けて教育充実委員会（法学部委員）による
学部内ＦＤ企画の実施が決定された。2017 年度にはその試行として第 1 回の法学部Ｆ
Ｄが教授会終了後に引き続いて開催された。この時間帯での実施は、教授会に出席し
ている全教員が参加するようにとの意図による。内容的には、本学法学部の実態に即
した中身のあるＦＤとすべく、日頃の授業を実施する上での課題や悩みを共有し、相
互に工夫やアイデアを提起しあい、話し合う形式で実施した。回ごとにテーマを決め
て開催する方針に沿い、試行の初回は、「演習を担当していて充分な意思疎通のしにく
に学生とどのように向き合うか」をテーマとし、活発な議論が展開された。今後も年
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に 2 回程度を目途に、情報を共有し、よりよい授業を行うための相互啓発に向けて継
続して実施していく方針である。ちなみに 2018 年度前期には、第 1 回ＦＤとして、外
部業者による調査報告書「大学生基礎力レポートⅠ」を素材に、新入学生の現状と有
効な授業展開の方法等について、活発な意見交換が行われた。
〈4〉現代教養学部
現代教養学部では、新学部設置委員会を中心に、設置準備段階から教員の資質向上
のための取り組みを次のとおり行っている。
<履修・学修指導サポート体制構築のためのＦＤ研修会>
第1回

2016 年 11 月 3 日

テーマ：大学の建学の精神、新学部設置の趣旨・目的、３つのポリシー、現代教
養学部のカリキュラム体系等について
対

象：専任教員就任予定者、関係事務職員等（欠席者には個別対応）

第 2 回 2016 年 12 月 17 日
テーマ：３つのポリシーに基づく学部運営方針、カリキュラムの体系性・順序性
を意識した初年次教育の実施とシラバスの作成、大学教育制度改革の動
向等について
対

象：2017 年度就任予定の専任教員、関係事務職員等（欠席者には個別対応）

第3回

2017 年 3 月 27 日

テーマ：新入生プライムセミナーにおける履修指導、新入生対象アンケートの実
施と調査結果を活用した学生の定着支援と科目の履修意向の把握、「履
修・学修ガイドブック」について
対

象：2017 年度就任予定の専任教員、基礎演習担当予定の兼任教員

<学部の特色とする教育方法活用のための研修>
日

時：2017 年 3 月 27 日（講師・林准教授）
テーマ：タブレット端末と WebClass を活用したアクティブ・ラーニングに関する
事例研究会
対

日

象：2017 年度就任予定の専任教員、基礎演習担当予定の兼任教員
時：2017 年 9 月 27 日（報告・林准教授）

テーマ：
「WebClass を活用した現代教養入門Ⅰの修了時アンケート」の結果報告と
分析
対

象：2017 年度専任教員

2017 年度における現代教養学部独自の取組みの概要は、以下のとおりであるが、学
部長が中心となり、教員の研究活動の活発化及び教員間で学生への指導に関する問題
点や改善策を共有するための現代教養学部ＦＤ研修会を開催している。
また、学外で行われる教育改善に関するセミナーに計 5 名の教員（学部長指名）を
派遣し、研修内容については、学部教授会での報告会を行うなど情報共有を図ってい
る。
今後も、教員の質的向上を図っていくため、各種ＦＤ研修会や学外セミナーへの派
遣を継続して実施し、教育方法の改善や創意工夫に必要な情報など、教授会で情報共
有を図っていく。この際、体系的で組織的な大学教育の実現に向けたＦＤ・ＳＤ研修
- 26 -

− 26 −

等の検討をその役割の一つとする履修指導協議会を中心に、ＦＤ研修会のメニュー等
を検討していく。
〈現代教養学部ＦＤ研修会〉
日 時：2017 年 10 月 25 日（報告・佐藤寛学部長）
テーマ：「資格試験に関する学生アンケート調査」の結果報告と意見交換
日

時：2017 年 11 月 8 日（講師・レクシスネクシス・ジャパン（株）担当者）
テーマ：「海外情報データベースを活用した研究・教育」

日

時：2018 年 2 月 20 日（講師・
（株）ベネッセ i-キャリア担当者）
テーマ：「自己啓発レポート」と「自己プログレスレポート」（現代教養学部 1 年
生対象）の結果からみた学生の特性

<学外セミナーへの派遣状況>
派遣日：2017 年 7 月 12 日
セミナー名：
「高大社接続を見据えた英語指導改革セミナー：大学英語教育におけ
る４技能の充実化を図る」（（株）ベネッセコーポレーション主催）
派遣教員：菅原大一太助教、峯真依子助教
派遣日：2017 年 8 月 9 日
セミナー名：「ICT 利用による教育改善研究発表会」（公益社団法人私立大学情報教
育協会主催）
参加教員：齋藤暢人准教授（セッション A[社会科学・幼児教育・人文科学・地域]）
藤堂英樹助教（セッション C[情報基礎・情報専門・語学・芸術・初年
次・環境]）
派遣日：2017 年 9 月 4 日～6 日
セミナー名：「第７回新任教員研修セミナー」（公益財団法人大学セミナーハウス
主催）
参加教員：高橋茂美講師
〈5〉商学研究科
研究部会で研究の活性化について審議し、年 2 回程度、学内で研究会を実施するこ
とを決定した。これは、学会発表等の予行演習、学会発表等で十分に説明できなかっ
た内容のフォロー説明、実態調査等の過程で得られた知見や調査結果の報告、参加し
た会議・セミナー等の内容紹介などを行うものである。その実施状況は以下のとおり
である。
〈2014 年度〉
第 1 回商学研究会：2014 年 7 月 30 日
テーマ：「企業研究－株式会社アルプス物流－」
商学研究科

鷲尾教授

第 2 回商学研究会：2015 年 2 月 3 日
テーマ：（1）「社会的責任経営と経営者の課題」
商学研究科

平田特任教授

（2）「ファイナンシャル・サービスにおけるマーケティングの領域と戦略
モデルの構築」
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（株）マーケティング総合研究所

鷲尾主任研究員

〈2015 年度〉
第 1 回商学研究会：2016 年 1 月 27 日
テーマ：「日越貿易物流の現状とインドシナ広域物流の動向」
商学研究科

鷲尾教授

〈2016 年度〉
第 1 回商学研究会：2017 年 1 月 25 日
テーマ：「日本の輸出入商品における国・地域別及び商品別国際流通」
商学研究科

鷲尾教授

２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈1〉大学全体
教育充実委員会を主体とする全学 FD の実施と学部独自の FD の開始にともない、全
学的に FD の重要性が多数の教員に認知されるようになってきている。
〈2〉商学部
商学部では、教育充実委員会と 2017 年度に発足した学術委員会が合同で「特色ある
教育活動報告会」を開催した。具体的な効果としては、学部教員間の交流と情報交換
がなされた。
〈3〉法学部
法学部では、学部内委員会である「法学会委員会」が中心となって、毎年研究発表
会を開催してきた。もともとは法学部の専門分野である法学・政治学担当の教員が報
告を担当していたが、2016 年以降は、法学部教員であれば専門分野のいかんを問わず
報告できるものとし、かつ専任教員を中心とする研究発表と質疑応答が行われ、その
成果が『法学論叢』や『人間自然論叢』に掲載されるなどしている。
〈4〉商学研究科
研究科長及び研究部会を中心に積極的な取り組みが行われている。開設時に商学研
究科担当教員全員が所属する「商学研究会」を自主的に組織し、担当教員が研究教育
成果について発表する場として研究会を開催している。現在は、年に 1、2 回、担当教
員等が発表するとともに質疑応答を行い、かつ検証するなどして教員の資質向上及び
授業内容の改善を図っており、その成果が上がっている。
②改善すべき事項
〈1〉法学部
法学部では、授業改善については、これまで授業アンケートをもとに教員個々が改
善を図ってきた。しかし個々の教員にデータを委ねるだけでは充分な効果は得られが
たく、今後はより実態を把握できるようなアンケート内容の改善とともに、アンケー
ト結果の公表など活用方法を広げていくことが必要となる。また部会やコース委員会
ごとに授業改善を話し合うなどの方策についても検討を行っていかなければならない。
さらに、法学部では 2017 年度に学部内ＦＤを試行したが、これをさらに定着したもの
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とし、議論された内容を教育現場に反映させる仕組みをつくる必要がある。これらの
課題は 2 年以内に学部長の主導と法学部教育充実委員会が主体となって結論を出す必
要がある。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈1〉法学部
学部内ＦＤを教授会後の時間に実施したことで、原則全専任教員が参加するように
なった。
〈2〉商学研究科
独自に設置している商学研究会による研究会が回を重ねるごとに充実し、成果が上
がってきている。それとともに独自のＦＤ活動も実施され、今後はさらに、それらの
内容を充実させ、積極的な取り組みを行っていく。
４．根拠資料
3- 1

中央学院大学専任教員の資格に関する規程

3- 2

中央学院大学商学部教授会規程

3- 3

商学部長年次報告書 2017（既出

3- 4

中央学院大学法学部教授会規程

3- 5

中央学院大学現代教養学部教授会規程

3- 6

履修指導協議会内規

3- 7

専門基礎実践講座運営委員会内規

3- 8

商学研究科パンフレット 2017（既出

3- 9

中央学院大学大学院研究科委員会規程

資料 2-9）
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中央学院大学大学院商学研究科教員資格審査規程
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中央学院大学商学部専任教員の採用及び昇任に関する規程

3-14

商学部専任教員の採用及び昇任に関する実施要領

3-15

中央学院大学法学部専任教員の採用及び昇任に関する規程

3-16

法学部専任教員の採用及び昇任に関する運営要領
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中央学院大学現代教養学部専任教員の採用及び昇任に関する規程
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中央学院大学専任教員の採用及び昇任に関する手続規程

3-20

中央学院大学大学院商学研究科教員資格審査規程
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４．教育内容・方法・成果

４．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)教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。
〈1〉大学全体
本学は建学の精神に則り、学部及び研究科ごとに教育目標を定め、その教育目標に
基づき、それぞれの学位授与方針を定めている。また、学位授与方針は、大学ホーム
ページに明示し、広く社会に公開している。
〈2〉商学部
商学部は、公正な社会観と倫理観の涵養をめざし、徹底した少数教育を通じて実力
と創造力を備えた有能な社会人を育成するため、卒業までに身につけるべき事項とし
て、以下に掲げるディプロマポリシーを定め、大学ホームページに明示している。
1.異文化の理解

2.文化・社会・自然の理解

3.コミュニケーション・スキル

4.数量的スキル 5.情報リテラシー

6.論理的思考力

7.問題解決力

9.リーダーシップ

10.倫理観

8.自己管理力
11.社会的責任

12.生涯学習力

13.課題解決力
〈3〉法学部
法学部は、公正な社会観と倫理観の涵養を目指し、人権感覚の育成と共生意識の確
立という教育目標を掲げ、卒業までに身につけるべきこととして、以下に掲げるディ
プロマポリシーを定め、大学ホームページに明示している。
<法学部ディプロマポリシー>
法学部とは、法や政治・行政に関する専門的・体系的な研究・教育を通じて現代社
会への理解を深めること、および、その学習成果を活かして社会の様々な分野で活躍
できる人材を育成することを目的とする学部です。
本学部における人材育成方針
現代社会は、日々複雑化・高度化し、またグローバル化と相まって価値観の多様化
も進み、従来の社会であれば通用していた慣習、常識および合意に基づく社会運営が
限界を示してきています。こうした中で、社会共通のルールとしての法はより重要性
を増しています。 しかし、法の機能を過信し、人間を正面から見つめようとしなけれ
ばそれは本末転倒であり、他者に対する共感や理解、現代社会成立の経緯や実情を踏
まえて法を見つめる、バランス感覚を備えた人材こそが求められています。
本学部は、本学建学の精神である「公正な社会観と倫理観の涵養」および法学部の
教育理念である「人権感覚の育成と共生意識の確立」を踏まえ、教養教育と専門教育
を融合させた全人教育を実践することにより、上記のような人材の育成に努めていま
す。
卒業時に期待される能力
上記で述べた目的および方針に照らし、本学部を卒業する際に学生に期待される能力
は以下の通りです。
1) 法学部の専門科目（法学系科目、政治学・行政学系科目）および各コース独自
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の科目に関する基本的かつ体系的な知識
2) 幅広い教養やコミュニケーション・スキル、数量的スキル、情報リテラシー、
自己管理力、論理的思考力、問題対応力など、生活のあらゆる場面で必要とされ
る能力
3) チームワーク、リーダーシップ、倫理観、市民としての社会的責任、生涯学習
への関心・理解など社会の一員としての態度・指向性
4) 新たな課題を発見し、それを解決する能力
よって、成績評価・卒業判定は、これらをバランスよく身につけたか否かを考慮し
つつ行うこととなります。
卒業要件
編入学などの例外的な場合を除いて、本学部に 4 年間以上在籍し、所属するコース
の卒業所要単位表に従って 127 単位以上を修得することにより卒業が認定され、学士（法
学）の学位が授与されます。
〈4〉現代教養学部
現代教養学部は、公正な社会観と倫理観の涵養を目指し、教養力と実行力からなる
市民力を備えた人材の育成という教育目標を掲げ、卒業までに身に付けるべきことと
して、以下に掲げる学位授与方針（ディプロマポリシー）を定め、大学ホームページ
等に明示している。
1) 現代社会の基底をなす多様な人間文化や異文化に対する理解を深めることによ
って、幅広い教養を修得し、「公正な社会観と倫理観」を身に付けている。
2) 社会における市民としての役割を認識したうえで、社会参画や社会貢献のための
問題解決能力やジェネラリストとしての能力を身に付けている。
3) 現代社会をその歴史的・思想的な背景からより深く理解したうえで、激動する時
代の変化に対応し、他者と協調・協働して社会を改善していく力を身に付けている。
〈5〉商学研究科
「商学部の教育理念・カリキュラムを基礎に深い専門知識をもつ専門職業人・地域
社会のリーダーの育成を図る」「文化の進展に寄与する」「21 世紀型の新しい産業を創
出しうる人材の育成」という設置趣旨や教育目標に則り、修了までに身につけるべき
ことを、以下に掲げるディプロマポリシーで定め、ホームページ等に明示している。
1. 提出された修士論文は以下の修士号授与合否基準によって審査され、合否が判断
されます。
1) 論文のテーマ（主題）が適切に設定されている。
2) 論文のタイトル（題目）が、論文の内容を適切に表現している。
3) 先行研究や関連研究が的確に渉猟され、理解されている。
4) 引用文献・参考文献が適切に明示され、学術論文としての体裁が整っている。
2. 所定の単位を修得し、審査に合格した者は、以下のいずれかの能力を身につけて
いると判断され、修士（商学）の学位が授与されます。
1) 国際ビジネスおよび国際ビジネス研究に必要な専門知識と能力。
2) 企業経営を担うために必要な専門知識と能力。
3) 税理士を中心とした会計専門職に必要な専門知識と能力。
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(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。
〈1〉大学全体
各学部・研究科が掲げている教育目標を実現するため、どのような方針によりカリ
キュラムが編成されているか、各学部・研究科ごとに定められ、ホームページにおい
て明示されている。
〈2〉商学部
商学部は、広い識見を持ち、複雑化する現代の様々な問題を解決し得る「実力と創
造力をそなえた有能な社会人の育成」という教育目的を実現するため、以下に掲げる
方針により、カリキュラムを編成・実施し、大学ホームページに明示している。
1. 豊かな人格形成の基本と基礎的な学力を養うため、数多くの人文・自然系列科目、
外国語科目、体育科目などを開設している他、法学部の科目の一部を受講可能とし
ている。
2. 大学での学びに必要な知識を身につけるため、1 年次に必修の「プロゼミナール」
を設けている。2 年次からは各自の選択したコースでの専門教育の履修や、「演習」
での研究テーマの追究を通じて、4 年次に卒業論文が完成するような科目体系となっ
ている。
3. 実社会において即戦力となりうるよう、アクティブ・センター（生涯学習センタ
ー）で資格取得講座を各種開講している。
4. 2 年次からのコース選択制により、商学に関する授業科目を体系的に履修できるよ
うにカリキュラムが編成されている。
〈3〉法学部
法学部は、「人権感覚の育成と共生意識の確立」という教育目標を実現するため、以
下に掲げる方針により、カリキュラムを編成・実施し、大学ホームページに明示して
いる。
<法学部カリキュラムポリシー>
本学部は、本学の建学の精神と法学部の教育理念を融和させ、それらを実際の教育
に反映すべく、専門科目（法学系科目、政治学・行政学系科目）、教養系科目、外国語
科目、日本語科目、情報処理科目、体育系科目などからなるカリキュラムを編成して
います。その中核となるのは、法学系科目と政治学・行政学系科目、そして各コース
の必修科目・選択必修科目です。
公務員養成の重視
本学部では、学部設置以来、有能な公務員（警察官・消防官・自治体職員・教員な
ど）の養成を学部全体の方針としており、公務員養成のための専門科目やその他の関
連講座を開講しています。
多様なコース教育
その一方で、学生の多様な学習ニーズに応えるとともに、公務員に限らず多様な人
材を社会に輩出できるようにするため、本学部は次のような５つのコースを用意して
います。
(1) 司法コース
(2) 行政コース
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(3) ビジネスキャリアコース
(4) フィールドスタディーズコース(現代社会と法コース)
(5) スポーツシステムコース
各コースは、法学部の基本的コンセプトと本学部の教育理念を共有した上で、それ
ぞれ独自に、卒業後にふさわしい進路やそのための教育方針・教育体系を持ち（詳し
い内容は大学案内等でご案内しております）、法学系科目や政治学・行政学系科目と各
コース独自の必修科目・選択必修科目を組み合わせた特色あるカリキュラムを展開し
ています。
コースへの帰属
本学部の学生は、入学時から上記５コースのうちのいずれかに所属し、そのコース
のカリキュラムに沿って学びます。 途中で所属コースを変更する余地はありますが、
基本的には入学時に選択したコースで卒業まで学ぶことにより、社会に貢献できる人材
として必要な知識・能力を身につけていきます（資料 4(1)-1）
。
初年次教育への取り組み
本学部では、公務員養成と多様なコース教育の出発点として、初年次教育を重視し
ています。
公務員養成の出発点としては、1 年生を主な対象とする「公務員特別演習Ⅰ」を開
設し、警察官等の公務員を希望する新入生のモチベーションを入学当初から高めると
ともに、将来公務員となるために必要な能力の育成に努めています。
他方、多様なコース教育の出発点として、各コースの 1 年次必修科目として演習科
目が開設されています（司法コース「基礎演習Ⅰ」
・行政コース「基礎演習Ⅰ」
・ビジ
ネスキャリアコース「ビジネス法基礎演習Ⅰ」
・フィールドスタディーズコース〈現代
社会と法コース〉「調査・表現法基礎演習」・スポーツシステムコース「スポーツ学演
習」）。これらの演習では、各コースの教育方針を反映して、図書館の使い方やレポー
トの書き方、プレゼンテーションやディベートの仕方などを学ぶとともに、他大学と
の合同合宿や現地視察、学外イベントの企画運営などを通じて、これから大学で学ん
でいく際に必要となるスキルや考え方を学ぶ機会を新入生に提供しています。また、
演習の時間を利用して就職への意識付けのための自己分析を行うなど、就職支援行事
との連携も図っています。
〈4〉現代教養学部
現代教養学部は、教養力と実行力からなる市民力を備えた人材の育成という教育目
標を実現するため、以下に掲げる教育課程の編成・実施方針（カリキュラムポリシー）
に基づいて、教育課程の編成・実施をし、大学ホームページ等に明示している。
1. 「公正な社会観と倫理観」を身に付けるために、「現代社会と人間文化系」、「異
文化とコミュニケーション系」という 2 系列 4 科目群からなる教育課程を編成し、
幅広い教養を修得できる教育を行う。
2. ゼミナール教育等において問題解決型の実践的教育を導入し、社会における市民
としての役割を認識し、自ら積極的に問題へと立ち向かう姿勢を身に付けられるよ
うな取り組みを行う。
3. 専門教育を中心に身近な地域と積極的に関わる能力を高め、グローバルな視点か
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ら現代社会をとらえる能力を身に付けられるようにするとともに、他者と協調・協
働できるコミュニケーション能力を身に付けられるような取り組みを行う。
〈5〉商学研究科
本研究科の理念、目的に則り、必要な高度な商学理論と知識を修め、専門職業人等
としての能力を有する人材を育成するという教育目標を達成するために、以下に掲げ
る方針によりカリキュラムを編成している。
1. 経営学系列および会計学系列、それぞれの系列のより高度な知識と技能を十分に
修得して研究を行うことができるように、専門分野別に体系化したカリキュラムを
編成しています。
2. 表現能力や多様な意見の吸収能力を養い、より高い水準の修士論文を完成するこ
とができるように、関連する複数の教員が参加する公開の中間報告会を実施してい
ます。それにより、執筆の進捗状況を確認するとともに多様な観点から課題の指摘、
助言などの指導を行います。
3. 教育・研究者、専門職業人・リーダーとしての高度な能力を身につけることがで
きるように、学生の指導者としての教育訓練の機会を提供するティーチング･アシ
スタント（ＴＡ）制度を設けています。
(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（教職員及
び学生等）に周知され、社会に公表されているか。
〈1〉大学全体
教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針は、大学ホームページ、各
学部・研究科の学生要覧等への掲載により、大学構成員に周知され、社会に公表され
ている。
〈2〉商学部
教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針は、大学ホームページ（資
料 4(1)-2）、学生要覧（資料 4(1)-3）等への掲載により、大学構成員に周知され、社会
に公表されている。
〈3〉法学部
教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針は、大学ホームページ（資
料 4(1)-4）、学生要覧（資料 4(1)-5）等への掲載により、大学構成員に周知され、社会
に公表されている。
〈4〉現代教養学部
教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針は、大学ホームページ（資
料 4-6）、学生要覧（資料 4(1)-7）、履修・学修ガイドブック（資料 4(1)-8）等への掲
載により、大学構成員に周知され、社会に公表されている。
〈5〉商学研究科
教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針は、大学ホームページ（資
料 4(1)-9）、学生要覧（資料 4(1)-10）等への掲載により、大学構成員に周知され、社
会に公表されている。
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(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。
〈1〉大学全体
教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針の適切性については、自己
点検・評価実施委員会から各学部・研究科における検討を要請し、実施している。
〈2〉商学部
商学部の教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施の適切性について、定
期的には検証を行っていないが、各コース会議、教務委員会、自己点検・評価実施委
員会（第一部会）において適宜検討を重ねている。また、カリキュラム改編特別委員
会（2012 年度から 2016 年度まで）では、特に現行カリキュラムの妥当性について詳細
に検討を加えた。
〈3〉法学部
法学部教務委員会及び各専門部会・各コース委員会において、教育課程の編成・実
施方針の適切性及び現行のカリキュラム編成についての検証を継続して行っている。
特に、在学中に「何を学ぶか」そして「いかに学ぶか」の 2 つの側面を重視し、その
ための演習科目・講義科目等の充実について、とくに担当教員の交代の機会などには
慎重に検討を重ねている。
〈4〉現代教養学部
教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針の適切性についての定期的な
検証については、第 7 期自己点検・評価実施委員会における第三部会において行って
いる。また、現代教養学部は 2017 年 4 月に開設した学部であり、文部科学省の設置計
画等履行状況調査に基づいて行われる助言や指導事項についても、教授会を中心に検
討し、必要な対応策を講じていく方針である。
〈5〉商学研究科
学事部会及び研究科委員会において、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針
の適切性及び現行のカリキュラム編成についての検証を継続して行っている。
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈1〉法学部
2013 年度からのカリキュラムの大幅改編によって、科目群区分の変更と法律単位の
必修強化が実現した。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈1〉商学部
商学部では、2012 年度から 2016 年度までカリキュラム改編委員会が設置され、新し
いカリキュラム構築のための検討を行ってきた。新しいカリキュラム案が 2017 年 3 月
の教授会において提案され、2019 年度実施を目指し、詳細について教務委員会におい
て検討作業を行う予定である。ディプロマポリシー、カリキュラムポリシーに関して
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は、2016 年 3 月開催の教授会において現行のポリシーへの改定が承認された。なお、
現在も現行ポリシーの検証を継続している。
〈2〉法学部
法学部では、2013 年度新入生から順次実施された大規模なカリキュラム改革が 2016
年度末までに完結したが、それとは別に、学部カリキュラムと各コースのカリキュラ
ムのバランスをよりよいものとするためのカリキュラム改訂を行い、2016 年度新入生
から実施した（資料 4-5）
。
②改善すべき事項
〈1〉商学部
今後は、ガイダンスや入学後のゼミなどにおいて、教育目標、学位授与方針及び教
育課程の編成・実施方針などをわかりやすく学生に説明する機会を設ける。
４．根拠資料
4(1)- 1

中央学院大学法学部転コース手続規程

4(1)- 2

中央学院大学ホームページ

教育理念と３つのポリシー（商学部）

URL：http://www.cgu.ac.jp/faculty/comscience/tabid/1874/Default.aspx
4(1)- 3 商学部学生要覧 2017
4(1)- 4

中央学院大学ホームページ

教育理念と３つのポリシー（法学部）

URL：http://www.cgu.ac.jp/faculty/law/tabid/1875/Default.aspx
4(1)- 5

法学部学生要覧 2017（既出

資料 1-4）

4(1)- 6

中央学院大学ホームページ

教育理念と３つのポリシー（現代教養学部）

URL：http://www.cgu.ac.jp/faculty/tabid/1772/Default.aspx
4(1)- 7

現代教養学部学生要覧 2017

4(1)- 8

履修・学修ガイドブック 2017（既出

4(1)- 9 中央学院大学ホームページ

資料 1-7）

教育理念と３つのポリシー（大学院商学研究科）

URL：http://www.cgu.ac.jp/graduate/tabid/181/Default.aspx
4(1)-10

商学研究科学生要覧・講義要項（シラバス）2017（既出
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資料 1-5）

教育課程・教育内容
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、教育課程を体系的に
編成しているか。
〈1〉大学全体
各学部・研究科とも、それぞれ「学位授与方針」「教育課程の編成・実施方針」が定
められており、それらに基づいた授業科目が開設されている。
〈2〉商学部
商学部の現行カリキュラムは「商学系列科目」「人文・自然系列科目」「外国語系列
科目」「体育科目」「留学生：日本語科目及び日本事情に関する科目」「教職課程科目」
の科目群から構成されている。大学生活に適応し、専門的知識の学習に備えるための
「プロゼミナール」は、
「人文・自然系列科目」の必修科目として 1 年次に開設されて
いる。また、商学の幅広い領域を見渡し、商学が日常生活とどう関わっているのかを
学ぶために、
「商学系列科目」の選択必修科目として「商学部入門講座」が設けられて
いる。7 コースの担当教員がオムニバス形式で行い、この授業によって商学の楽しさを
知るだけでなく、2 年次からの各コースで学べる内容を知ることで、自分の学びたいこ
とを発見し、自分に最適なコースが選択できるようになっている。また、「商学系列科
目」の中の「情報リテラシー」と「情報処理論」が 1 年次の共通必修科目として設け
られている。
商学の専門教育科目に関しては、2 年次からの各コースに見合った学修が行えるよう
な編成になっている。
〈商学総合コース〉
商学総合コースは、商学・経済・経営・会計の分野を横断し、商業の専門知識だけ
でなく、幅広いフィールドで活かせる知識を習得し、各種企業や団体などでリーダー
シップを発揮できる人材の育成を目的とする。
このため、2 年次の春セメスターにおける「商学総論」
「初級簿記Ⅰ」
「マーケティン
グ論」、秋セメスターにおける「流通システム論」
「初級簿記Ⅱ」
「マーケティング戦略
論」、3 年次の春セメスターにおける「経営学総論Ⅰ」、秋セメスターにおける「経営学
総論Ⅱ」、4 年次の春セメスターにおける「流通戦略論Ⅰ」
、秋セメスターにおける「流
通戦略論Ⅱ」がそれぞれ選択必修科目として設置され、この中から 16 単位以上の取得
が義務づけられている。
〈経営コース〉
経営コースは、経営者として、また企業の管理者として必要な経営戦略や運営のス
キルを習得し、組織を活性化させるリーダーの育成を目的とする。
このため、2 年次の春セメスターにおける「経営学総論Ⅰ」
「商学総論」
「近代商業史」
「初級簿記Ⅰ」、秋セメスターにおける「経営学総論Ⅱ」「流通システム論」「現代商業
史」
「初級簿記Ⅱ」、3 年次の春セメスターにおける「経営管理基礎理論」、
「経営組織論
Ⅰ」、秋セメスターにおける「経営管理応用理論」「経営組織論Ⅱ」、4 年次の春セメス
ターにおける「企業の財務活動」、秋セメスターにおける「財務的意思決定」がそれぞ
れ選択必修科目として設置され、この中から 16 単位以上の取得が義務づけられている。
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〈国際ビジネスコース〉
国際ビジネスコースは、日常生活と国際社会の密接な関係性を学び、国際ビジネス
の基礎理論、海外事情などについての知識を総合的に習得し、グローバルなビジネス
に携わる人材の育成を目的とする。
このため、2 年次の春セメスターにおける「国際貿易理論」
「国際ビジネス論」、秋セ
メスターにおける「国際貿易政策」
「多国籍企業論」、3 年次の春セメスターにおける「国
際ビジネス戦略論（理論編）」
「国際マーケティングの基礎理論」、秋セメスターにおけ
る「国際ビジネス戦略論（実践編）
」「国際マーケティング業務」、4 年次の春セメスタ
ーにおける「ビジネスコミュニケーション論」「国際ビジネス実務」、秋セメスターに
おける「異文化間コミュニケーション論」
「国際ビジネス実践」がそれぞれ選択必修科
目として設置され、この中から 16 単位以上の取得が義務づけられている。
〈会計コース〉
会計コースは、会計情報を作る・分析する・伝えるという 3 ステップで基礎から応
用までを学び、将来、会計の専門家として活躍する人材の育成を目的とする。
このため、2 年次の春セメスターにおける「中級簿記Ⅰ」
「上級簿記Ⅰ」
「会計学入門」
、
秋セメスターにおける「「中級簿記Ⅱ」
「上級簿記Ⅱ」
「会計制度論」、3 年次の春セメス
ターにおける「財務諸表論」、秋セメスターにおける「会計原則論」、4 年次の春セメス
ターにおける「管理会計総論」「法人税税務会計」、秋セメスターにおける「管理会計
論」「所得税税務会計」がそれぞれ選択必修科目として設置され、この中から 16 単位
以上の取得が義務づけられている。
〈経済コース〉
経済コースは、経済学の基礎から企業経営、財政、経済政策など、経済全般を学び、
あらゆる企業の即戦力となる人材の育成を目的とする。
このため、2 年次の春セメスターにおける「経済原論（近代経済学）Ⅰ」「経済原論
（マルクス経済学）Ⅰ」
「経済学史（経済の誕生）」、秋セメスターにおける「経済原論
（近代経済学）Ⅱ」「経済原論（マルクス経済学）Ⅱ」「経済学史（経済の発展）」、3
年次の春セメスターにおける「入門公共経済学」、秋セメスターにおける「応用公共経
済学」、4 年次の春セメスターにおける「近代経済政策」
「国際経済論（世界経済の歴史）
」、
秋セメスターにおける「現代経済政策」「国際経済論（世界経済の理論）」がそれぞれ
選択必修科目として設置され、この中から 16 単位以上の取得が義務づけられている。
〈情報コース〉
情報コースは、ビジネス界に不可欠な情報技術を、様々なソフトを使用して学び、
商学の知識を備えた情報分野の専門家となる人材の育成を目的とする。
このため、2 年次の春セメスターにおける「コンピュータコミュニケーション」
「プ
ログラミングⅠ（COBOL）
」
「プログラミングⅠ（C）
」
「プログラミングⅠ（Ｊava）
」
、秋
セメスターにおける「アプリケーション論」「プログラミングⅡ（COBOL 応用）」「プロ
グラミングⅡ（C）」
「プログラミングⅡ（Ｊava ）」、3 年次の春セメスターにおける「コ
ンピュータの構成」
「情報環境論」
「データベース」、秋セメスターにおける「システム
設計論」「ネットワーク論」「Web データベース」
、4 年次の春セメスターにおける「シ
ミュレーション」
「e-コマース」、秋セメスターにおける「経営科学」
「コンテンツ開発」
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がそれぞれ選択必修科目として設置され、この中から 16 単位以上の取得が義務づけら
れている。
〈スポーツキャリアコース〉
スポーツキャリアコースは、スポーツの存在価値を追求すると同時に、多角的な視
点からスポーツを学び、スポーツの経験と商学の知識を活かして社会に貢献する人材
の育成を目的とする。
このため、2 年次の春セメスターにおける「スポーツキャリア実践講座Ⅰ」「フィッ
トネス概論Ⅰ」「スポーツ指導論Ⅰ」
「スポーツ組織論Ⅰ」、秋セメスターにおける「ス
ポーツキャリア実践講座Ⅱ」「フィットネス概論Ⅱ」「スポーツ指導論Ⅱ」「スポーツ組
織論Ⅱ」、3 年次の春セメスターにおける「スポーツキャリア実践講座Ⅲ」
「スポーツ心
理学Ⅰ」「スポーツ経営論Ⅰ」、秋セメスターにおける「スポーツキャリア実践講座Ⅳ」
「スポーツ心理学Ⅱ」
「スポーツ経営論Ⅱ」、4 年次春セメスターにおける「スポーツ広
報論Ⅰ」「スポーツビジネス論Ⅰ」、秋セメスターにおける「スポーツ広報論Ⅱ」「スポ
ーツビジネス論Ⅱ」がそれぞれ選択必修科目として設置され、この中から 16 単位以上
の取得が義務づけられている。
これらの 7 コースにおける選択必修科目は、他コースに所属している学生の履修を
認めており、幅広い専門知識の修得ができるようになっている。また、2 年次からの「演
習」が配されており、より深い専門知識を追求することができるよう配慮されている。
7 コース共通の選択科目としては、商学系列科目として「商業政策論」
「現代商業史」
「ビジネス実践講座（マネジメントゲーム）」
「国際ビジネス環境論」
「国際流通システ
ム論」
「会計情報論」
「会計情報システム論」
「市場論」
「産業心理学」
「スポーツ指導論」
「スポーツ組織論」など多くの科目が設置されている。また、人文・自然系列選択科
目として「哲学」
「倫理学」
「心理学」
「論理学」
「歴史学（世界史）」
「歴史学（日本史）」
「自然科学概論」
「物理学」
「スポーツ健康科学概論」
「外国文化研究」など、外国語系
列選択科目として「中国語」
「フランス語」
「ドイツ語」
「コリア語」など幅広いカリキ
ュラムが設置されている。
さらに、法学部設置科目として、
「会社法」
「行政学」
「刑法総論」
「憲法Ⅰ」
「債権法
各論」
「地方自治論」
「有価証券法」など多くの科目が履修できるようになっている。
（資
料 4(2)-1）
〈3〉法学部
法学部の現行カリキュラムは「専門教育科目（コース必修・コース選択必修・演習・
社会科学系・教養系・学部共通必修）」「外国語科目」「体育科目」「留学生科目：日本
語及び日本事情」から構成されている。大学で学ぶ基礎を習得するために、演習の必
修科目として「基礎演習Ⅰ」またはそれに相応する演習科目が 1 年次に開設されてい
る。また、2 年次以降には、学問研究の基礎的手法の鍛錬を目的とする「基礎演習Ⅱ」
、
応用的な科目である「専門演習Ⅰ」
「専門演習Ⅱ」などが開設され、自分の興味・関心
に応じて、少人数教育の中心といえる演習（ゼミナール）が選択できるようになって
いる。
法学の専門教育科目に関しては、基本六法を中心とする各種の実定法科目に加えて、
基礎法科目、国際関係諸科目、行政関係諸科目について、それぞれのコースに見合っ
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た学修が行えるような配慮がなされている。
〈司法コース〉
司法コースは、法律専門職の育成や法学の知識・理解を活用しうる人材の育成を目
的としている。このため、特に六法を中心とする基本的な実定法科目などが必修科目
として設置されるとともに、応用的・教養的な科目が幅広く選択必修ないし選択科目
として配置されている。具体的には、1 年次における「法学」「憲法Ⅰ（人権）」
「民法
総則」
「刑法総論」、2 年次における「憲法Ⅱ（統治）」
「物権法」
「債権法総論」
「刑法各
論」
「企業取引法」、3・4 年次における「債権法各論」
「会社法」
「民事訴訟法」
「刑事訴
訟法」などが必修科目として設置されている他、
「行政法総論」
「国際法」
「労働法」
「経
済法」などの選択必修科目、「経済原論Ⅰ・Ⅱ」「哲学」「社会学」「総合英語（会話）
Ⅰ・Ⅱ」などの選択科目がバランス良く配置されている。
〈行政コース〉
行政コースは、地方公務員を中心として、行政の専門職の育成に寄与することを目
的としている。このため、基本法を中心とする科目の他に、政治・行政に関わる基本
科目・応用科目が配置されている。具体的には、1 年次における「法学」
「政治学原論」
「憲法Ⅰ（人権）」
「民法Ⅰ」、2 年次における「憲法Ⅱ（統治）」
「行政法総論」
「民法Ⅱ」
「地方自治論」、3・4 年次における「行政法各論」
「行政学」などが必修科目として設
置されている他、「刑法総論」「公務員論」「平和学」「現代社会論」「公共政策論」など
の選択必修科目、「租税法」「社会保障法」「環境法」「歴史学」などの選択科目がバラ
ンス良く配置されている。
〈ビジネスキャリアコース〉
ビジネスキャリアコースは、企業活動に関わる多種多様な法制度を幅広く学ぶとと
もに、企業に関わる経済学・経営学・商学・会計学等の周辺領域の社会科学系の学問
の研鑽を積み、企業法務をはじめとし、起業・企業経営等の分野で活躍する人材の育
成を目的としている。このため、1 年次における「憲法」
「民法総則」
「刑法総論」
「企
業法概論」「総合英語」、2 年次における「物権法」「債権法総論」「会社法」「情報処理
Ⅱ」、3・4 年次における「債権法各論」
「有価証券法」
「民事訴訟法」
「企業取引法」
「ビ
ジネス英語Ⅰ・Ⅱ」などが必修科目として設置されている他、「経済原論Ⅰ・Ⅱ」「経
営学総論」
「商学総論」
「会計学総論」などの選択必修科目、
「環境社会学」
「倫理学」
「平
和学」などの選択科目がバランス良く配置されている。
〈フィールドスタディーズコース〉
フィールドスタディーズコースは、現代社会で起きている諸問題について深い知識
と洞察力を持ち、フィールド（現場）にこだわりながら、社会に貢献できる資質を備
えた人材の育成を目的としている。このため、1 年次において、法学を中心とした社会
科学の学修・研究に必要不可欠な能力を養うために「調査・表現法基礎演習」が設置
され、文献調査、レポート作成等の基本的なスキルを指導するほか、ニュース時事能
力検定に向けた指導を行って現代の社会問題を広く知るなどの初年次教育を実施して
いる。2 年次には１つのテーマについて、フィールドでの見学や体験をも含んで、１年
をかけてじっくり調査・研究する経験を積む「テーマ演習」が、3・4 年次には応用的
な研究を行うための「コース演習Ⅰ・Ⅱ」が設けられている。とくに 4 年次における
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「コース演習Ⅱ」では、演習論文作成が必須事項とされており、4 年間の総仕上げとし
て、より高い問題意識と自己表現能力の研鑽をなし得る編成となっている。
また、法学を含めた社会科学における広範な視野から様々な社会問題についての考
察を図るという観点から、1 年次において「法学」
「憲法」
「民法Ⅰ」
「刑法総論」
「平和
学」、2 年次において「現代社会論」
「民法Ⅱ」
「ＮＰＯ・ＮＧＯ論」
「情報処理Ⅱ」が必
修科目として設置されているのに対し、3 年次以降においては、演習科目と「フィール
ドワーク実践」を除いて必修科目の設定を外し、2 年次までに培った調査・研究の手法
をもとに、各人の研究テーマに応じたより柔軟な学修計画が立てられるよう工夫がな
されている。さらに、3 年次から必修科目となっている「コース演習Ⅰ・Ⅱ」の他に、
「専門演習Ⅰ・Ⅱ」を履修することもでき、複数の演習授業の受講をもとに、より多
角的な視野から各自の学問研究を実践できる機会が与えられている。
〈スポーツシステムコース〉
スポーツシステムコースは、多様化するスポーツの社会的環境を学び、法的素養の
みならず、人間関係のあり方、身体活動の重要性について考察し、スポーツ関連に限
らず、広く行政や企業のあらゆる現場で活躍できる人材及び地域社会に貢献できるコ
ミュニケーションリーダーを育成することを目的としている。
このため、法的素養の養成を前提としつつ、多様化するスポーツの社会的環境を学
び、人間関係のあり方や身体活動の重要性を考えることを目的に、1 年次の「スポーツ
健康科学概論」、1 年次から 4 年次の「スポーツ学実習Ⅰ～Ⅴ」が必修科目として設置
されている。また、1 年次における「法学」
「憲法Ⅰ（人権）」
「民法総則」
「刑法総論」、
2 年次における「憲法Ⅱ（統治）」
「物権法」「会社法」「スポーツ指導論」、3 年次にお
ける「債権法総論」「民事訴訟法」「スポーツ法学概論」「スポーツ・リスクマネジメン
ト論」、4 年次における「スポーツ行政論」が必修科目とされている他、
「スポーツ文化
論」「スポーツ経営論」などの諸科目が選択必修科目として設置されており、コース独
自のカリキュラムが編成されている。
なお、法学部で履修できる商学部の科目として、「商学総論」「経営学総論」「会計学
総論」「貿易論」「財政学」「金融論」などが開設されている。
（資料 4(2)-2）
〈4〉現代教養学部
現代教養学部は、教養力と実行力からなる市民力を備えた人材の育成という教育目
標を実現するため、教育課程の編成・実施方針（カリキュラムポリシー）に基づき、
以下のとおり教育課程を編成している。
1 年次から 2 年次においては、現代教養学部の教育課程全体を俯瞰した、基盤教育を
配置し、高校から大学への修学移行を円滑に進め、学生が現代を生きるための知識や
技能を体系的に修得し、4 年間の学びのテーマ（研究課題）を発見するための基礎的な
科目を配置している。
多岐にわたる専門教育の各科目を深く理解し、より効果的な専門教育を可能なもの
とするため、基盤教育と専門教育の橋渡しとなる教育課程として、専門基礎を配置し
ている。
専門基礎を構成する 4 科目群（現代社会系科目・人間文化系科目・異文化系科目・
コミュニケーション系科目）は、専門教育の各科目群を学ぶ上で必要となる基礎的な
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教養を培う選択必修科目である。特定の分野に偏ることなく、学生が専門教育で学び
たい内容に沿った基礎的な教養科目を履修することが出来るよう、各科目群より 4 単
位ずつ履修するよう設定している。
また、地域社会や異文化を体験、理解することにより、身近な地域と積極的に関わ
る実行力を高め、グローバルな視点から現代社会をとらえる能力を身に付ける場とし
て、実習を中心とする、専門基礎実践科目を選択必修科目として配置している。
専門基礎実践科目においては、体験学習や実習の教育成果を上げるための科目とセ
ット履修するよう設定し、体験を通して視野を広げ、問題関心を深める機会としてい
る。
専門教育では「現代社会と人間文化系」と「異文化とコミュニケーション系」の 2
系列を支柱とし、特に、市民の教養の源泉となる人文科学的素養を養っていくため、
「人
間文化系科目」群については、選択必修（8 単位）としている。また、現代を生き抜く
うえで理解しておくことが必要な現代社会、異文化、コミュニケーションという要素
も万遍なく学ぶことができるよう「現代社会系科目」、「異文化系科目」、「コミュニケ
ーション系科目」は選択必修（各 4 単位）としている。
４年間にわたるゼミナール教育は必修科目とし、少人数教育を行っていく。ゼミナ
ール教育では、学生が主体的な学修ができるよう、一人ひとりに専任教員が寄り添い、
主体的に問題を発見し解決策を見いだしていくなど、学生が成長していく場と位置付
けている。また、地域団体との連携による参加型・双方向型の体験学習を取り入れ、
地域の現場で学んだことをさらに自らの学問研究や進路に活かしていくものとしてい
る。
現代教養学部では、教育課程の編成にあたり、基盤教育から専門基礎教育、そして
専門教育へと体系的な学習が可能となるよう授業科目の配当年次に配慮している。履
修・学修ガイドブック（資料 4(2)-3）に掲載した「現代教養学部のカリキュラム体系
としくみ」と「現代教養学部のカリキュラムマップ」を活用し、教育課程の体系、履
修科目の順序関係、育成する能力と各科目の関係を意識した履修を行うよう学生を指
導している。
また、本学部の広範な内容を含む教育課程の中で、学生が卒業後の職業人としての
キャリア像を意識した学修を行うことができるよう、４年間という修学期間を見通し
た履修モデルとして、履修モデル①「現代社会系科目（地域に根差した企業・公的団
体）」、履修モデル②「人間文化系科目（一般企業の人材育成部門、教育機関等での学
習支援）」、履修モデル③「異文化系科目（グローバル企業、旅行、運輸・流通）」、履
修モデル④「コミュニケーション系科目（一般企業の広報部門、出版・マスコミ関連）
」
を作成している。これらの履修モデルは、教職員が履修指導を行う際の指導資料とし
て活用するとともに、科目履修や日常的な学修活動の参考資料として、学生に参照す
ることを推奨している。
（資料 4(2)-4）
〈5〉商学研究科
経営学系列では、地域の起業家や中小企業の経営者、中堅企業のビジネスリーダー
を育成することを目的としている。このため、
「現代企業管理特論」「経営組織論特論」
「国際経営論特論」「経営情報論特論」などに加え、「マーケティング論特論」「国際経
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済論特論」を配置している。
会計学系列では、会計に精通した中堅企業の経営管理者や会計専門スタッフ、税理
士や会計事務所スタッフなどの職業会計人を育成することを目的としている。このた
め、「財務会計論特論」「管理会計論特論」「会計監査論特論」「税務会計論特論」など
を中心とし、
「租税法特論」「ビジネス・ロー特論」「ファイナンス特論」を配置してい
る。
このように、本研究科では、商学部専門科目の体系的学修を基礎に、より高度な専
門性と総合性を兼ね備えた人材育成を行うようなカリキュラムが編成されている。
（資
料 4(2)-5）
学生は、1 年次の最初のセメスターにおいて特論科目及び指導教員が担当する演習科
目の履修を始め、研究をスタートする。次のセメスターで 2 年次学生の修士論文中間
報告会に参加するとともに、研究テーマを確定し、修士論文計画書を提出する。2 年次
の最初のセメスターから研究計画を本格的に遂行し、次のセメスターで、論文草稿の
執筆を終え、査読、修士論文中間報告会における助言を受けて修正を加える。そして、
推敲のうえで修士論文を提出し、審査を受ける。このように、2 年間にわたる教員の個
別指導態勢のもとで、コースワークとリサーチワークがバランスよく配置されている。
(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。
〈1〉大学全体
各学部・研究科においては、教育課程の編成・実施方針に基づき、以下のような各
課程に相応しい教育内容を提供している。とくに大学全体として従前からプライムセ
ミナーと称する初年次生向けの導入プログラムを実施してきた。その内容は学部によ
って多様であるが、2 年次以上の上級生がスタッフとなり、多様な背景をもって入学し
てきた 1 年生がスムーズに大学生活に馴染んでいけるように履修登録支援、ゼミ教員
との顔合わせ、友人づくりなどのプログラムを展開している。
また、高大接続の試みとして、入学前教育を実施している。8 月には本学への出願を
検討する者を対象として、情報リテラシーの体験授業が実施されている。2 月には、入
学予定者のうち希望者を対象として情報リテラシーの体験授業を実施し、それぞれ最
終日の試験合格者には、1 年次配当の「情報リテラシー」と「情報処理論」の単位認定
を行っている。さらに、レポート作成の入学前教育の趣旨から、入学予定者を対象と
して 12 月に課題小論文を課し、3 月は体験授業を入学前セミナーとして実施している。
各学部・研究科においては、教育課程の編成・実施方針に基づき、以下のような各
課程に相応しい教育内容を提供している。
〈2〉商学部
商学部では、豊かな人格形成と基礎的な学力を涵養するために、人文自然系列科目
や外国語系列科目、体育科目を設置し、商学の専門的な学力を涵養するために、商学
系列科目を設置している。
人文自然系列科目には、
「倫理学」や「数学」などの一般教養科目の他、日本語の実
践的な使用方法に関する「日本語表現」、ゼミ形式での学びの導入教育として位置づけ
られる「プロゼミナール」等が配置されている。
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外国語系列科目においては、ＣＡＬＬ教室などを活用し、実用的でバラエティに富
んだ語学教育の充実に努めている他、「英語リーディング・ライティング」における習
熟度別クラス・少人数クラスなどにより、個々の能力に合わせた効果的な授業を推進
している。また、「外国文化研究」としてアメリカ・メンフィス大学、ニュージーラン
ド・ワイカト大学への短期語学研修なども実施している。
体育科目としては「健康スポーツ実技」や「スポーツ文化実技」、「生涯スポーツ実
技」などの科目を設置している。
商学系列科目としては、
「情報リテラシー」や「情報処理論」を 1 年次必修科目と位
置づけ、
「商学部入門講座」において 2 年次以降のコース選択の導入教育を行っている。
2 年次以降は、各コースにおいて選択必修科目や自由選択科目による、より専門的な内
容の教育を行っている。
なお、2015 年度より、新たにキャリア教育として「ＢＪＰ（ベスト・ジョブ・プロ
グラム）」を開講している。
〈3〉法学部
1 年次で履修する「基礎演習Ⅰ」等では、基本的には 10～20 名の新入生に対し教員
1 名を担当者として、大学生活に関する基本的な内容についての授業に加え、文章力、
情報収集能力、社会人基礎力、キャリアデザインなどの能力等を身につけるための導
入教育が行われている。2 年次で履修する「基礎演習Ⅱ」では、法学にとどまらず時事
問題や芸術・スポーツなど多岐にわたるテーマを学生が主体的に取り上げ、研究・発
表を行う授業が行われている。3・4 年次で履修する「専門演習Ⅰ」
「専門演習Ⅱ」では、
法学や政治学・行政学分野などを深く追求するため、研究発表やディスカッションを
通して取り組む研究テーマを見つけ、教員の指導のもとに論文を纏めたり、プレゼン
テーションを行う授業が実施されている。
こうした少人数のゼミナールとは別に、各コースにおいて特色あるプログラムや授
業が行われている。例としては、フィールドスタディーズコースにおける新入生館山
合同合宿研修や「フィールドワーク実践」が挙げられる。新入生を対象として毎年コ
ース合同で年度初頭に行われる合宿では、コースの教育主旨である「環境・平和・地
域を現場から学ぶ」を体感的に理解させるために、県南館山地区の本学セミナーハウ
スに宿泊し、地元の文化遺産を保存・継承・発信しているＮＰＯ法人から講義を受け、
現地巡検もリードしてもらっている。また「フィールドワーク実践」では、震災の現
場や産業廃棄物の不法投棄問題が起きている現場をはじめ、地味な物づくりや専門的
職務の行われている現場に赴き、その実情を実見し、当事者から直接話を聞くことで、
問題の原因や解決方法などを考えるとともに、年度末にはその成果を全学にオープン
な形式で発表し、また報告書を作成する取り組みを行っていた。
また、授業以外の学修環境として、宅建や法学検定や大学院進学などを目指す学生
のための「法制研究室」
、公務員試験や行政書士などを目指す学生のための「行政研究
会」といった大学直属の研究室があり、教員や上級生らによる指導が行われている。
さらに、公務員試験を目指す学生のための公務員対策講座（ＴＡＣとの連携による開
講）、資格取得のためのアクティブセンター（生涯学習センター）の各種講座なども設
けられている。
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〈4〉現代教養学部
現代教養学部の教育課程は、教育課程の編成・実施方針（カリキュラムポリシー）
に基づき、一般教育課程として「基盤教育」、専門教育課程として「専門基礎」と「専
門教育」により編成されている。
「基盤教育」の各科目は、専門教育（専門基礎、専門教育）を理解するための基礎
づくりをするものである。基盤教育の各科目を通じて、学生が幅広い知識と教養を身
に付け、真理を求める態度を養うとともに、公正な倫理観と社会観を育んでいくこと
を目標とする。ここで培った基礎的な知識は、学生が主体的に学修を進める上での土
台となり、教養力と実行力を育み、市民力を備えた人材を養成する苗床の役割を果た
すものである。
基盤教育の導入教育では、高校から大学への修学移行を円滑に進め、学生が主体的
に現代の課題や関心事を発見し、大学生として必要な表現方法等の基礎や実践を学ぶ
ための「初年次教育科目（2 年次教育科目）」、学生が現代を生きるための知識や技能を
修得するための「社会生活に必要なリテラシー」として、言語スキル科目、情報スキ
ル科目、健康スキル科目を設置している。また、幅広い教養の基礎となる「学問の基
礎知識」として、人文の理解科目、社会の理解科目、自然の理解科目を編成している。
「専門基礎」は、より効果的な専門教育を可能なものとするため、基盤教育と専門
教育の橋渡しをする役割を担うものであり、学生が、現代社会の仕組みを知り問題点
を把握すること、人類が蓄積してきた知識・文化・歴史を理解すること、異文化を理
解し交流を図る能力を育てること、コミュニケーション能力を高めることを目標とし
ている。
こうした目標を達成するため、専門基礎は、多岐にわたる専門教育の基礎知識（現
代社会系科目、人間文化系科目、異文化系科目、コミュニケーション系科目）と専門
基礎実践科目の２つにより編成している。後者の専門基礎実践科目は、学生が自らの
体験を通じて、地域社会や異文化を理解するものである。
「専門教育」は、現代を生き抜く市民の養成に必要な専門知識や能力を体系的に理
解することを主眼とするものであり、「現代社会と人間文化系」と「異文化とコミュニ
ケーション系」の 2 系列 4 科目群から体系化している。
「現代社会と人間文化系」は、自らの生きる現代社会の在り方を正しく理解し、社
会との関わりの中で自己を高め人間文化を探求することを目的とする。このうち「現
代社会系科目」は、現代社会における社会現象の本質を探究し、社会的出来事の歴史
や思想の背景について学ぶことで、自己が置かれている社会の問題を深く知り、社会
における自己の立ち位置を理解するものである。「人間文化系科目」は、哲学・倫理・
思想・宗教・芸術・文学・歴史などのさまざまな人間文化を修得しこれを継承し、物
事の善悪や自己に対する理解を深めるためのものであり、市民としての教養の源泉と
なる人文科学的素養を養っていくため、「人間文化系科目」を本学部の専門教育の基底
となる科目と位置付けている。
「異文化とコミュニケーション系」は、自分とは異なる考え方をもつ人々と協調・
協働し、現代社会の課題を解決する力を養うことを目的とする。このうち「異文化系
科目」は、現代社会における価値観の多様化や国際化に対応するための課題を知り、
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異文化について学ぶことを通じて、自分とは異なる考え方をもつ人々と共生するため
の力を身に付けるためのものである。「コミュニケーション系科目」は、現代社会にお
ける現実の課題を解決するために、コミュニケーションに対する理解を深め、他者と
協調・協働できるコミュニケーション能力を身に付けるためのものである。
学生が、基盤教育や専門基礎などにおいて学んだ知識や、専門基礎実践科目におい
て体験学習で培った問題意識を発展させるため、各学年次に「ゼミナール科目」を配
置している。ゼミナール教育における 4 年間の学びは、専門的な研究活動を通して、
自らの問題関心を深め、その課題解決策を見出していくとともに、市民としての責任
を学び、地域との結びつきを強化していくものである。
〈5〉商学研究科
複雑化、多様化する現代社会のニーズ等に対応して、高度な商学理論や専門知識等
を修得し、研究を行うために、経営学系列、会計学系列の各系列における専門科目を
体系的に配置している。一方、広い視野に立って精深な学識を修めることができるよ
うに、限られた特定の専門分野に偏ることを避け、経営学、会計学に関連する科目（例
えば、国際経済論、ビジネス･ローなど）を配置するとともに、指導教員以外が担当す
る演習科目の履修を可能にしている。
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈1〉商学部
全体的なカリキュラムの編成及び体系としては、専門性の高い専門科目と学生にと
って幅広い選択のできる教養科目といった構成となっており、学部の理念、学問の体
系とも適合している。また、外国語系列科目のうち英語教育については実学を重視し、
ネイティブスピーカーによる授業科目を開講している。
導入教育については、新入生が小グループ制の「プロゼミナール」において大学で
の学びについての基礎を修得し、担当教員とのコミュニケーションを通じて、スムー
ズな高等教育への移行ができるよう配慮されている。2015 年度からキャリア教育の一
環としてベストジョブプログラムが施行され、学生はプロゼミナールの授業内にこの
プログラムに参加し、早い段階からキャリア教育を受けることができるようになった。
また、2 年次からのコース選択に向けて、各コースの概要を理解するための「商学部入
門講座」が設けられている。商学部の入門講座運営委員会の担当教員によって行われ
る本講座は、各コースへの円滑な移行とともに、専門科目を学ぶために必要な基礎知
識の修得も兼ねている。
ビジネスなどを学ぶ上でも不可欠な情報教育に関しては、パソコン教室やスタディ
ルームの充実によって、学生が自主的に学修できる環境を整えている。また、学生の
資格取得に関しては、アクティブセンター（生涯学習センター）との連携により、様々
な資格が取得できるよう全学的な支援を行っている（資料 4(2)-6）。
〈2〉法学部
法学部においては、在学中に「何を学ぶか」、そして「いかに学ぶか」の 2 つの側面
を重視している。
「何を学ぶか」の側面については、六法科目に加えて国際関係諸科目、
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外国法諸科目、行政関係諸科目などを配置し、法や政治に関する基本的な知識や論理
的思考力を備えた人材の育成を行っている。同時に、情報教育を推進し、情報化社会
を先取りするような人材の育成にも努めている。他方、「いかに学ぶか」の側面につい
ては、演習科目などの少人数教育を重視し、そのさらなる充実によって、学生 1 人 1
人のやる気を引き出し、社会のいかなる領域でも自分の能力を最大限に発揮できる人
材の育成を図っている。具体例としては、法学部のフィールドスタディーズコースで
実施している前記の新入生館山合同合宿研修の効果が挙げられる。一晩の宿をともに
することで、入学したての新入生が一気に打ち解け、またコース教育の全体的イメー
ジを獲得して、その後の学習に対するモチベーションが上がっており、演習の欠席率
が大きく低下している。入学当初に友人ができることによる孤立感の解消が欠席の減
少につながっていると考えられる。
〈3〉商学研究科
国際交流センターが留学生の基礎学力を向上させるために開講した講座（ジャンプ
アップ会計学、同経済学、同経営学)を活用し、専門的な学修へ円滑に移行できるよう
な教育を行った。同時に、国税庁幹部としての職歴を有する教員や税理士資格を有す
る教員、企業会計の実務経験を有する教員により、税務や会計に関する実務的な教育
及び研究指導なども行われている。また、徹底した個別の研究指導及び論文指導によ
って、学生に対するきめ細かな支援が行われており、専門職業人等の養成に効果をあ
げている。
②改善すべき事項
〈1〉大学全体
順次性のある授業科目の体系的配置については、未だ全学的な実施に至っておらず、
早急な設定が必要とされている。具体的には 2 年を目途に、各学部・研究科が主体と
なり、それぞれの教育課程に即して科目履修の順位設定について結論を得るようにし
なければならない。
また同じく、学部を超えて連携する基礎的教養科目の相互履修について、全学的に
委員会を設置して検討することを検討しなければならない。
〈2〉商学部
現行カリキュラムを基本としつつも、社会的要請を反映した科目を配置するなどの
検討が必要である。また、初年次教育の一環であるプロゼミナールの授業内容につい
て、さらなる検討が必要である。
〈3〉法学部
学生の基礎力養成に焦点を置き、「学士基礎力・教育の質保証・就業基礎力養成」の
ためのさらなるカリキュラム改革について、2 年を目途に教務委員会において検討する。
併せてセメスター制度など教育効果を高める制度導入の適否についても検討を行う。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈1〉商学部
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カリキュラム改編特別委員会によって新しいカリキュラム案が提示され、教授会に
おいて検討されている。新しいカリキュラム案では、学生がどの科目から履修すれば
学修効果が得られるのか分かりやすく示すこと念頭に置き、重層的に科目配置を行な
っている。
〈2〉法学部
法学部では、2013 年度新入生から抜本的なカリキュラム改革を実施し、さらに 2016
年度から学部全体のカリキュラムと各コースカリキュラムとのバランスを重視したカ
リキュラム改訂を行った。
〈3〉商学研究科
国際的なフィールドで活躍できる人材を育成するために、2013 年度から従来の科目
に加えて「外国文献研究Ⅰ・Ⅱ（英語）」を新設し、英語で授業を展開している。今後
は、さらに科目の充実のための検討を行っていく（資料 4(2)-5）
。
②改善すべき事項
〈1〉商学部
新しいカリキュラムの策定・施行後も、当該カリキュラムを継続的に検討するため
の仕組みを強化する必要がある。特に科目の難易度の観点から、効果的な科目履修の
順序を示し、学生がどの科目から履修すれば学修効果が得られるかを明らかにするた
め、ナンバリングすることを検討する必要がある。
〈2〉法学部
法学部ＦＤなどを通じて、学部教育に不足している要素を抽出し、それに対する有
効な対応策を検討する。これには学部長の主導のもと、教育充実委員会と教務委員会
が対応する必要がある。
４．根拠資料
4(2)- 1

商学部学生要覧 2017（既出

資料 4(1)-3）

4(2)- 2

法学部学生要覧 2017（既出

資料 1-4）

4(2)- 3

履修・学修ガイドブック（既出

4(2)- 4

現代教養学部学生要覧 2017（既出

4(2)- 5

商学研究科学生要覧・講義要項（シラバス）2017（既出

資料 1-5）

4(2)- 6

中央学院大学ホームページ

資料 2-5）

資料 1-7）
資料 4(1)-7）

アクティブセンター（既出

URL：http://www.cgu.ac.jp/tabid/838/Default.aspx
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教育方法
１．現状の説明
(1)教育方法および学習指導は適切か。
〈1〉大学全体
中央学院大学では、学生一人ひとりに寄り添い支える教育をめざし、小規模大学な
らではの教育を行っている。学習指導については、新入生対象のプライムセミナー等
で、教員及び上級生による個別相談を行い、さらに履修登録時には、教務課の担当者
が学生全員に対し、個人ごとに対面式の指導を行うなど、きめ細やかな指導を行って
いる。
〈2〉商学部
学修効果を高めるため、授業クラスの少人数化をめざしており、そのための事前登
録制を採用している。商学部では、入学時のプライムセミナー（資料 4(3)-1）におい
て、習熟度別クラスのための「英語リーディング・ライティング・プレイスメントテ
スト」「情報リテラシー基礎知識チェックテスト」や、留学生向けの「日本語表現プレ
イスメントテスト」を行っている。また、外部専門業者に依頼した「自己発見セミナ
ー」を行い、学生が自己理解を深めて自信を持つことができるような指導も行ってい
る。
学生の履修登録については、プライムセミナーにおいて教員や上級生による個別相
談が行われる他、履修登録時に教務課の担当者によって、学生全員に対する個別の対
面式指導が実施されている。また、2011 年度より履修単位数の上限（2 年次から 4 年
次春セメスター）をこれまでの 22 単位から 20 単位へと変更した。さらに 2017 年度入
学者からは、1 年次秋セメスターの再履修単位数を 4 単位から 2 単位へと変更し、2 年
次以降は 16 単位から 8 単位に変更した。これにより、事前学修・事後学修の時間が確
保できるようにしている。
学生に対する指導では、ＩＣカード利用の出席管理システムの導入により、出席の
思わしくない学生を早期に把握し、プロゼミナールの担当者による指導を行う他、学
生サポートセンターの専任スタッフによる、きめ細かな相談・指導を実施している。1
年次の必修科目として設けられている「プロゼミナール」
（資料 4(3)-2）では、「学問
の基礎や教養を高める」
「4 年間の目標や基礎力を蓄える」
「人間関係を深める」といっ
たことを目的として授業を行っている。また、この授業の担当者は、必要に応じてピ
ア・サポーターの補助を伴って、アカデミック・アドバイザーとして 4 年間、学生の
学修や生活全般についての指導・助言も行っている。
情報処理関連教育では、
「情報リテラシー」「情報処理論」が 1 年次の必修科目とな
っており、商学に関する基礎を身につけながら、情報に関する知識が修得できるよう
になっている。また、情報スタディルームを設け、その担当スタッフが授業時間外に
おける学生の自主的学習をサポートしている。
この他、シラバスにおいて毎回の授業の事前学修や事後学修の課題を明示すること
により、授業への主体的参加を促している。
〈3〉法学部
法学部では、最近の学生に見られる基礎学力の低下という状況を前提にして、1 年次
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において円滑に大学生活に入るとともに、法学を学ぶために基礎学力を養うことを念
頭に「基礎演習Ⅰ」などの初年次のための演習科目を開設している。これらの授業で
は、「意欲を高める」「学びの理解」「学びと社会」
「自己理解」
「目標立案」といったテ
ーマを基に担任教員がきめ細かな指導を実施している。また、2 年次以降では、
「基礎
演習Ⅱ」「専門演習Ⅰ・Ⅱ」「ビジネス法基礎演習Ⅱ」「テーマ演習」「コース演習Ⅰ・
Ⅱ」「スポーツ学演習Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」などの演習科目を設けて少人数教育の充実をはかっ
ている。
学生の履修登録については、プライムセミナー（資料 4(3)-3）における教員や上級
生による個別相談の他、登録時に教務課の担当者が学生全員に対し、個人ごとの対面
式指導を実施している。また、2011 年度より履修単位数の上限をこれまでの 1 年次 47
単位から 43 単位、2 年次 44 単位から 42 単位、3 年次 43 単位から 41 単位、2 年次から
4 年次再履修単位数を 20 単位から 16 単位へと変更し、また 2018 年度からは再履修単
位数を 16 単位から 8 単位へと変更して、事前学修・事後学修の時間確保を行っている。
学生に対する指導では、ＩＣカード利用の出席管理システムの導入により、出席の
思わしくない学生を早期に把握し、
「基礎演習Ⅰ」等の担当者による指導を行う他、学
生サポートセンターの専任スタッフによる、きめ細かな相談・指導を実施している。
また、各学年の演習の担当者が担任として、学生の学修や生活全般についての指導・
助言も行っている。
情報処理関連教育では、
「情報処理論」が 1 年次の必修科目となっており、法学に関
する基礎を身につけながら、情報に関する知識が修得できるようになっている。また、
情報スタディルームを設け、その担当スタッフが授業時間外における学生の自主的学
修をサポートしている。
この他、シラバスにおいて毎回の授業の事前学修や事後学修の課題を明示すること
により、授業への主体的参加を促している。
〈4〉現代教養学部
現代教養学部の教育方法は、知識を身に付けることを目的とする授業については、
主に講義形式の授業形態としている。技能の修得や論理的思考力、コミュニケーショ
ン、問題解決力などを身に付けることを目的とする授業は、主に演習形式による授業
形態としている。自己管理力や倫理観、社会的責任感などの態度・志向性などを実際
に応用する能力を身に付けることを目的とする授業については、講義・演習形式に加
えて、キャンパス外での実習形式の授業方式も取り入れている。
また、ＩＣＴ教育に力を入れており、学生一人ひとりに Microsoft Surface Pro4 の
高性能タブレットＰＣを配布し、場所や時間を選ばず、授業の復習・レポート課題へ
の取り組みができるようにするとともに、一部授業科目においては WebClass を活用し
ている。
特に、情報スキル科目においては、G Suite の授業向けのサービスも積極的に活用し、
Google クラスルーム（Google の学習支援システム）を利用した授業資料配布・課題管
理や Google ドライブ（共有ドライブ）を活用したグループワークにも取り組んだ。
Google のサービスを利用することで、従来の学習支援システムよりもインタラクティ
ブに学生とやり取りすることができ、授業の質向上に繋げている。
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学生数の設定は、授業科目ごとの授業形態に則した教育目的を効果的かつ確実に達
成するために、導入教育科目（「現代教養入門Ⅰ・Ⅱ」を除く）、情報スキル科目、健
康スキル科目、学問の基礎知識科目については、1 クラスの学生数を 30 名から 50 名程
度としている。言語スキルに関する科目については、15 名から 25 名程度としている。
また、専門基礎科目については、30 名から 50 名程度とし、専門基礎実践科目について
は、10 名以内としている。専門教育の各科目については 30 名から 50 名程度とし、ゼ
ミナール科目については 10 名程度としている。
大学設置基準の単位制度の実質化の観点を踏まえるとともに、学生の主体的な学修
を促し、教室における授業と教室外の学習を合わせることにより各科目の学習効果を
高めるために、1 学年あたりの卒業要件科目の履修単位数の上限は 42 単位としている。
基盤教育のうち、導入教育（1 年次・2 年次対象）では、高校から大学への移行を円
滑に進め、主体的な学修を促し、論理的思考力や科学的思考力を身に付けるため、「現
代教養入門Ⅰ」（前期）
、
「現代教養入門Ⅱ」（後期）などの科目を開講している。
これらの科目等では、現代教養学部が扱う学問分野の広がりやその相互関係、基礎
的な教養などを理解するとともに、地域社会とその諸問題を広く理解するため、地域
社会を担う団体・組織で活躍する人をゲストスピーカーとして招き、地域の現実的な
課題をテーマとして学ぶものとしている。また、全学生に配布済みのタブレットＰＣ
を活用した双方向型の授業を展開するなど、初年次から授業への主体的参加を促して
いる。
2017 年度においては、ゲストスピーカーを招聘し、「我孫子市の特徴と課題」（我孫
子市長星野順一郎氏）、
「我孫子市政の課題と重点政策」
（我孫子市副市長青木章氏）
、
「社
会人に必要なスキル・資格編」
（大原学園グループキャリア教育支援室山口隆之氏）
、
「銀
行の役割とその将来像」
（三井住友銀行山口真道氏・大口拓氏）、「モンゴル国と日本の
関係」（元駐モンゴル大使特任全権大使・名古屋大学特任教授城所卓雄氏）、「サービス
デザイン：IT サービスの本質とは何か？」
（（株）国際情報ネット松本義成氏）、
「新聞
記者の仕事について」（朝日新聞社会部記者仲村和代氏）について学ぶ機会を設けた。
現代教養学部の教育、学習方法の大きな特色として、専門基礎実践科目とゼミナー
ル科目が設定されている。
専門基礎実践科目（2 年次推奨・選択必修）は、現代社会の社会現象や異文化の諸問
題を理解する基礎として、少人数による体験実習に重きを置いたものである。体験学
習科目の教育効果を上げるため、前期（春セメスター）に体験学習の事前準備科目を
開講し、関連する後期（秋セメスター）の実習、体験学習科目とセット履修すること
としている。具体的には「ボランティア学」と「地域ボランティア実践」、「外国文化
研究Ⅰ」と「外国文化研究Ⅱ」、
「異文化社会研修基礎講座」と「異文化社会現地研修」、
「地域と社会」と「地域連携講座」を必ずセットで履修することとし、座学と実習と
の有機的な連携や関係性を担保している。
また、講義科目と実習科目との有機的な連携を促し、教育効果を高める仕組みを構
築するため、学部の教務委員会に「専門基礎実践講座運営委員会」を学部開設当初か
ら設置した。
ゼミナール科目（必修科目）は、
「基礎演習」、
「専門基礎演習」
、
「専門応用演習」、
「卒
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業論文・卒業研究」を年次ごとに段階的に学ぶものとしている。
これらの演習では、学生の主体的な学修を促し、質の高い学士課程教育を進めるた
め、学生一人ひとりに教員が寄り添い、相互に刺激を与えながら知的に成長する場を
創り、学生が主体的に問題を発見し、解決策を見いだしていく研究活動をしていく計
画である。
初年度（2017 年度）に開講した、基礎演習では、学生一人ひとりにきめ細かく学修
支援を積み重ね、高校までの勉強と大学での学修の違いを理解させ、実践させていく
ことに取り組んでいる。
また、各学生の４年間の学びのテーマを明確化し、問題発見や課題設定ができるよ
うになるため、2017 年度においては、前述したゲストスピーカーの特別授業に加え、
「大学の水は何処から来ているのか？」をテーマとするフィールドワークとして北千
葉広域水道事業団流山浄水場等の見学を行った他、三井住友銀行柏支店への企業訪問
を行った。
2 年次以降は、専門基礎実践科目等において、学生の視野と問題関心を広げていく。
また、各年次の演習では、担当教員の指導の下、地域連携団体の協力を得ながら、問
題解決のための研究活動を行うことを予定している。
〈5〉商学研究科
高度な専門性と総合的判断力を有し、包括的な生きる力を有する職業人を育成する
ために、授業形態としては、講義に加え、学修の深化を図り、成果を修士論文に仕上
げるための演習及び特別研究指導を行っている。
履修単位数は、大学院学則で 1 年次 20 単位以上 26 単位以内、2 年次 4 単位以上と定
めている。
指導教員は、修士論文のテーマ設定から修士論文計画書の作成、さらに中間報告会
や修士論文審査に向けた指導をする。また、学生の専攻する研究分野等に合わせて適
切な科目を履修できるよう個別に指導している。留学生には、日本語記述能力の問題
もあり、早い段階から研究テーマを確定し、修士論文計画書を作成するよう指導して
いる。
指導教員は、指導する学生が標準修業年限で修士課程を修了できるように 1 年次か
ら修士の学位論文作成の指導を行うなど、個別の教育・研究指導は充実している。
専門的研究に必要な商学系基礎科目の学力不足がみられる留学生が、修士課程にお
ける学修及び研究に相応しい学力レベルに早期に到達できるように、2009 年度から国
際交流センターにより、基礎学力向上講座（ジャンプアップ会計学、同経済学、同経
営学)が開講され、大学院担当の専任教員が講義を担当した。
(2)シラバスに基づいて授業が展開されているか。
〈1〉大学全体
中央学院大学では、シラバスの内容の充実を図りながら、それに基づいた授業を行
っている。また、各開講科目の授業で高められる 13 項目（①異文化の理解、②文化・
社会・自然の理解、③コミュニケーション・スキル、④数量的スキル、⑤情報リテラ
シー、⑥論理的思考力、⑦問題解決力、⑧自己管理力、⑨チームワーク・リーダーシ
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ップ、⑩倫理観、⑪社会的責任、⑫生涯学習力、⑬課題解決力）を明示し、学生の授
業選択のための便宜も図っている。
〈2〉商学部
従前、授業計画などの書き方が個々の教員に委ねられており、統一性がなかった。
また、準備学修等などの欄もなく、各回の授業に求められる予習についての具体的指
示を提供するというシラバスの役割の一部が十分に果たされていなかった。このため、
2010 年度から統一的な書き方への徹底をはかった。特に、記載内容については、シラ
バスの意義と役割の周知をはかるとともに、「授業目的」「授業計画」「成績評価方法」
「テキスト・参考書」に加えて、「評価基準」「準備学修等」などを明記するよう改善
を行った。
商学部のシラバスは、学生配付用の冊子（資料 4(3)-4）に加え、Ｗeb 上で学内外に
広く公表されており（資料 4(3)-5）
、授業もシラバスに基づいた内容・方法で適切に行
われている。
〈3〉法学部
2007 年度申請の大学評価において、
「法学部のシラバスは、科目によって相当な精粗
が見られ、記載内容の質と量を標準化・均一化するとともに、意義と役割を周知徹底
し改善することが望まれる」との指摘を受けた。このため、2010 年度から統一的な書
き方への徹底をはかった。特に、記載内容については、シラバスの意義と役割の周知
をはかるとともに、「授業目的」「授業計画」「成績評価方法」「テキスト・参考書」に
加えて、
「評価基準」
「準備学修等」などを明記するよう改善を行った。その結果、2014
年度申請の大学評価においては、法学部のシラバスについて特段の指摘はなくなり、
大学全体について「シラバスに関しては、統一した書式で作成されており、単位制度
の趣旨に照らした学修が行えるように、準備学習等の項目が設けられている」とされ
ている。
法学部のシラバスは、学生配付用の冊子（資料 4(3)-6）に加え、Ｗeb 上で学内外に
広く公表されており（資料 4(3)-7）
、授業もシラバスに基づいた内容・方法で適切に行
われている。
〈4〉現代教養学部
現代教養学部では、大学の建学の精神、新学部設置の趣旨・目的、３つのポリシー、
教育課程の全体像等を共有するため、学部開設前にＦＤ研修会を３回行い、学部の理
念・目的、教育課程における担当科目の位置づけと役割を意識したシラバスの作成を
行うよう依頼している。
シラバスの作成にあたっては、「現代教養学部シラバス作成の手引き」を示し、留意
事項として、ディプロマポリシーやカリキュラムポリシーに基づき、学習教育目標、
学生が到達すべき行動目標を明示すること、授業の方法については、一方的に話す講
義スタイルの授業方法だけでなく、学生の興味や参加を促し、養成したい資質・能力
を実現するために「学生参加型の授業」（討論の奨励，少人数チーム学習、問題解決学
習，事例学習など）を組み合わせること等を依頼している。また、学生の履修や学修
を円滑なものにするために、全 15 回の授業に対する「授業計画・学習内容」、各回の
学習課題（予習・復習等）を明確に記載するとともに、「成績評価」の目安を示すよう
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注意を促している。
現代教養学部のシラバス（資料 4(3)-8）は、学生配付用冊子（全学生に配付するタ
ブレットＰＣにインストール）に加えて、Web 上で学内外に広く公表されている。また、
年 2 回のセメスター開始時には、ガイダンスを開催し、学生がシラバスをきちんと読
了し、科目履修をするように促すとともに、各授業科目の中でもシラバスの説明を行
い、学生に活用を推奨している。
〈5〉商学研究科
商学研究科では、シラバスの意義と役割の周知をはかるとともに、「授業目的」「授
業計画」「成績評価方法・基準」「テキスト・参考書」に加え、「授業方法」「準備学修
等」「オフィスアワー」などを明記している。また、学生配付用の冊子（資料 4(3)-9）
に加え、Ｗeb 上でシラバスを、教員によるメッセージとともに学内外に広く公表して
おり（資料 4(3)-10）
、授業もシラバスに基づいた内容・方法で適切に行われている。
(3)成績評価と単位認定は適切に行われているか。
〈1〉大学全体
成績評価については、シラバスに明示された方法・基準により適切に行われている。
単位認定については、ＧＰＡの導入を契機に、4 段階評価（優・良・可・不可）から 5
段階評価（秀・優・良・可・不可）に移行し、厳密化を図った。
〈2〉商学部
商学部における成績評価と単位認定については、学則に規定されている他、入学時
に配付される『学生要覧』（資料 4(3)-11）に記載されている。また、個々の授業科目
における成績評価と単位認定の詳細は、シラバスに記載されている。
単位の実質化については、授業回数を確保すると同時に出席率の向上に取り組んで
いる。具体的には、学生証のＩＣカード化による出席管理システムを導入し、出席不
良学生を把握した上で、ゼミの担当者、学生サポートセンターの専任スタッフによる
指導を行っている。また、2011 年度からは学生の情報を集約した「学生カルテ」を導
入し、出席不良学生の早期発見に役立てている。
定期試験については、授業の 3 分の 2 以上の出席を受験要件としており、その旨を
学生要覧に明記している。成績評価と単位認定に関しての学生からの疑義については、
「成績調査申請取扱要項」に基づき、所定の用紙で教務課に申し出た学生に対し、科
目の担当教員が回答を行うこととなっている。
また、1 年次終了時の修得単位数が 20 単位に達しない場合は「成績不良注意」、2
年次終了時の修得単位数が 46 単位に達しない場合は「成績不良注意勧告」が文書によ
り手渡され、単位取得不良学生に対して注意を喚起している。2017 年度終了時点で注
意を受けた者は、1 年生の「成績不良注意」が 42 名、2 年生の「成績不良注意勧告」
が 20 名となっている。
編入学及び転学部の既修得単位の認定については、教務委員会が審査し、教授会で
の承認を経て厳格に実施している。また、転コースの既修得単位の認定についても、
コース分科会が審査し、教授会での承認を経て厳格に実施している。
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〈3〉法学部
法学部における成績評価と単位認定については、学則に規定されている他、入学時
に配付される『学生要覧』（資料 4(3)-12）にも記載されている。また、個々の授業科
目における成績評価と単位認定の詳細は、シラバスに記載されている。
単位の実質化については、授業回数を確保すると同時に出席率の向上に取り組んで
いる。具体的には、学生証のＩＣカード化による出席管理システムを導入し、出席不
良の学生の把握をした上で、ゼミの担当者、学生サポートセンターの専任スタッフに
よる指導を行っている。また、2011 年度からは学生の情報を集約した「学生カルテ」
を導入し、出席不良学生の早期発見に役立てている。
定期試験については、授業の 3 分の 2 以上の出席を受験要件としており、その旨を
学生要覧に明記している。成績評価と単位認定に関しての学生からの疑義については、
「成績調査申請取扱要項」に基づき、所定の用紙で教務課に申し出た学生に対し、科
目の担当教員が回答を行うこととなっている。
また、1 年次終了時の修得単位数が 25 単位未満の場合は「警告」、2 年次終了時の修
得単位数が 45 単位未満の場合は「厳重警告」が文書により手渡され、単位取得不良学
生に対して注意を喚起している。2017 年度終了時点で注意を受けた者は、1 年生の「警
告」が 31 名、2 年生の「厳重警告」が 24 名となっている。
編入学及び転学部の既修得単位の認定については、教務委員会が審査し、教授会で
の承認を経て厳格に実施している。また、転コースの既修得単位の認定についても、
コース委員会が審査し、教授会での承認を経て厳格に実施している。
〈4〉現代教養学部
現代教養学部における成績評価と単位認定については、学則に規定されている他、
入学時に配付される「学生要覧」（資料 4(3)-13）に記載されている。また、個々の授
業科目における成績評価と単位認定については、シラバス（資料 4(3)-8）に記載され
ている。
単位の実質化については、授業回数を確保すると同時に出席率の向上に取り組んで
いる。具体的には、各授業の担当教員により出席不良の学生を把握した上で、ゼミの
担当教員、学生サポートセンターの専任スタッフによる指導を行っている。
定期試験については、授業の 3 分の 2 以上の出席を受験要件にしており、その旨を
学生要覧に明記している。成績評価と単位認定に関しての学生からの疑義については、
「成績調査申請取扱要項」に基づき、所定の用紙で教務課に申し出た学生に対し、科
目の担当教員が回答を行うことになっている。
また、1 年次終了時の修得単位数が 20 単位未満の場合は、「警告」、2 年次終了時の
修得単位数が 41 単位未満の場合は「厳重警告」が文書によって手渡され、単位取得不
良学生に対して注意を喚起することとなっている。本学部設置初年次（2017 年度）は、
「警告」の注意を受けた者は、3 名となっている。
〈5〉商学研究科
成績評価は、履修した授業科目の授業における定期試験、小テスト、レポート等に
よって行われ、成績評価方法・基準はシラバス（資料 4(3)-9）に明示されている。修
士論文については、主査、副査によって構成される審査委員会で審査され、研究科委
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員会において個別にその結果の報告を受け、合否を判定する。
単位の実質化については、2008 年度より半期 15 週の授業期間が設けられており、設
置基準に則った成績評価によって単位が認定されている。
入学前に他大学等の大学院（外国の大学院を含む）で修得した単位については、研
究科委員会において審査し、適正であると認めるときは、10 単位を超えない範囲で、
課程修了要件の単位として認定している（資料 4(3)-14）
。
(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。
〈1〉大学全体
教育成果の検証については、各学部、研究科において行われ、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。また、2015 年の大学評価を受け、自己点
検・評価実施委員会においても検証を行い、必要に応じて各組織に改善を呼びかけた。
〈2〉商学部
教育内容・方法の改善については、商学部内に教務委員会、資格取得講座運営委員
会、検定・資格合格のための企画・運営委員会、プライムセミナー委員会などがあり、
それぞれ関連するテーマについての議論を重ねている。また、カリキュラムなどを検
討する各コースの分科会、教育内容などを検討する学問系統別の分科会があり、定期
的な議論を行っている。
さらに、全学的組織としての教育充実委員会、特別教育指導センター、教職課程運
営委員会などが、関連する教育内容などにつき検証を行っている。
授業については、授業評価アンケートの中に「授業内容」
「授業方法」の項目があり、
各教員は、その結果をもとに、それぞれの授業の改善に取り組んでいる。また、2012
年度よりシラバスに、各科目を学ぶことで高めることのできる就業力を記載し、学生
が授業を選択する際の参考となるよう配慮した。さらに 2017 年度には、授業改善のた
めの基本資料となるデータをより正確に収集するため、各教員から改善案を募って授
業評価アンケートを改訂し、2018 年度より実施することとした。
〈3〉法学部
教育内容・方法の改善については、主として教務委員会で議論を行っている。また、
カリキュラムなどを検討する各コース委員会、教育内容などを検討する学問系統別の
専門部会があり、適宜議論を行っている。
さらに、全学的組織としての教育充実委員会、特別教育指導センター、教職課程運
営委員会などが、関連する教育内容などにつき検証を行っている。
授業については、授業評価アンケートの中に「授業について」「担当教員について」
の項目があり、各教員は、その結果をもとに、それぞれの授業の改善に取り組んでい
る。また、2012 年度よりシラバスに、各科目を学ぶことで高めることのできる就業力
を記載し、学生が授業を選択する際の参考となるよう配慮した。
〈4〉現代教養学部
教育内容・方法の改善については、現代教養学部内に教務委員会、履修指導協議会、
専門基礎実践講座運営委員会、プライムセミナー委員会などがあり、それぞれ関連す
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るテーマについての議論を定期的に行っていく。さらに、全学組織としての教育充実
委員会、特別教育指導センター、教職課程運営員会などが、関連する教育内容などに
ついて検証を行う。
このうち、履修指導協議会は、現代教養学部長が設置する特別委員会であり、きめ
細かな学習支援サポートを行うとともに、教員間の連携と協力による組織的な教育を
実施することを目的とする。この協議会は、a.学生および教員に対して、履修指導お
よび修学状況に関する適切な指導・助言、b.履修指導に関する情報の収集、改善策の
検討、c.科目の関連性と順序性を意識した修学に向けたシラバスの検討、d.体系的で
組織的な大学教育の実現に向けたＦＤ・ＳＤ研修等の検討を行うものとなっている（資
料 4(3)-15）。
専門基礎実践運営委員会は、現代教養学部の教務委員会の下に設置された委員会で
あり、専門基礎実践科目群の実習科目について、講義科目と実習科目との有機的な連
携を促し、教育効果を最大限に高める仕組みを構築することを目的とする（資料
4(3)-16）。
学部開設当初において、これらの規程整備と組織整備を行ったところである。今後
は、履修指導協議会、専門基礎実践講座運営委員会等を中心に、教育課程や教育内容・
方法の改善を議論するなど、学部全体での改善活動に取り組んでいく予定である。
学部開設の初年度においては、専任教員が 10 名体制となっており、全委員会活動を
本格化することが難しい状況にあった。このため、設置当初の教育目標の達成に向け
て、学部全体での履修・学修サポート体制の構築を中心的な課題とし、個別の授業改
善とその情報共有に取り組んできた。
授業評価アンケートは、学部開設初年度のため、各科目の履修者数等を考慮し、開
講済み科目の一部において実施している。学部全体での授業評価アンケートの実施に
ついては、開設 2 年次以降において計画しており、このアンケート結果をもとに、各
科目の教育内容・方法の改善に取り組んでいく予定である。
〈5〉商学研究科
教育内容・方法の改善については、研究科委員会内に学事部会があり、定期的な検
証を行っており、その結果に基づき、研究科委員会で審議している、また、ＦＤ活動
については、
「ヨーロッパでの経営大学院の実情」をテーマとする研修、商学研究科の
留学生比率が高いことを考慮した「大学院における留学生への効果的教授法」や「基
礎学力の向上」をテーマとする授業改善に向けた情報共有のための意見交換などを実
施している。
大学院の科目の履修者は少人数であるため、授業評価は行わず、教員が授業の中で
学生の意見を取り入れながら改善に努めていたが、2012 年度より授業評価アンケート
を実施し、改善のための環境をより整えた。
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈1〉商学部
2012 年度より、シラバスに授業で高められる能力について明示するようになったこ
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とで、学生に与える教育効果についての教員側の意識が高まった。
授業内容とシラバスの整合性については、学生による授業評価の中に「授業の内容
はシラバスに沿ったものであった」という項目を設け点検を行っているが、2017 年度
後期の集計結果においては、「強くそう思う」50.4%、「ややそう思う」34.2%、「ど
ちらでもない」13.4%、「あまりそう思わない」1.2%、「まったくそう思わない」0.8%
となっており、ほぼシラバスどおりの授業が行われていると評価できる。
また、「授業の内容に興味がもてた」という項目では、「強くそう思う」と「やや
そう思う」の合計が、2017 年度 83%（2016 年度 79.7%、2015 年度 82.5%）、「授業の
内容は体系的でよくまとまっていた」という項目では同様に、2017 年度 84.3%（2016
年度 81.8%、2015 年度 83.6%）、
「授業はよく準備されていた」という項目では同様に、
2017 年度 87.1%（2016 年度 85.3%、2015 年度 86.8%）となっており、授業の内容や方
法がほぼ良好であることや、年々改善されていることなどが確認できる（資料 4(3)-17）。
また、2016 年度には、プロゼミナールの教育内容・方法について、教員間での情報
共有のための企画が実施された（資料 4(3)-18）。さらに、2017 年度には、本学の補
助制度である「特色ある教育に対する特別補助」の交付を受けて教育活動を行った教
員による報告会が教育充実委員会によって開催されたが、これは教育内容・方法の改
善に向けた動きの一環であると言える（資料 4(3)-19）。
〈2〉法学部
2012 年度より、シラバスに授業で高められる能力について明示するようになったこ
とで、学生に与える教育効果についての教員側の意識が高まった。
授業内容とシラバスの整合性については、学生による授業評価の中に「この授業の
内容はシラバスに沿って進められた」という項目を設け点検を行っているが、2017 年
度の集計結果においては、平均点が 4.28（2016 年度 4.25、2015 年度 4.26、2014 年度
4.23、何れも 5 点満点）となっており、年々改善されるとともに、ほぼシラバスどお
りの授業が行われていると評価できる。
また、「この授業は理解できた」という項目では、2017 年度の平均点が 4.05 （2016
年度 3.96、2015 年度 3.93、2014 年度 3.93）
、「担当教員の説明はわかりやすかった」
という項目では、2017 年度の平均点が 4.28（2016 年度 4.17、2015 年度 4.15、2014 年
度 4.18）、
「全体的にこの授業に満足している」という項目では、2017 年度の平均点が
4.29（2016 年度 4.17、2015 年度 4.17、2014 年度 4.20）となっており、授業の内容や
方法がほぼ良好であることや、個々の年度では数値が後退することもあるものの、全
体的には年々改善されていることが確認できる（資料 4(3)-20）
。
教育目標の達成に向けた授業形態のあり方と学生の主体的参加を促す授業方法に関
していえば、フィールドスタディーズコースでは、「現場主義」を一貫した方針として
おり、3 年次に「フィールドワーク実践」という必修科目を設けているほか、2 年次の
「テーマ演習」でも必ず現地見学や体験、当事者からの聞き取りなどの手法を用いて
学習に対するモチベーションの維持・向上を図っている。また災害時における最低限
の燃料の確保と利用を体験するため、普段直火を扱うことのなくなった現代の学生た
ちに薪集めから焚き火の方法、防火の観点からの指導まで含めて実践的な授業を演習
で実施するなど「現場主義」を貫く特色ある教育方法を採っている。
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〈3〉商学研究科
従来、大学院の授業は日本語のみで行われていたが、2013 年度より「外国文献Ⅰ・
Ⅱ（英語）」を開設し、英語で授業を行うようになった（資料 4(3)-9）
。
また、2006 年に大学院が設立されて以来 10 年以上が経過し、様々な規程の整備や「租
税法特論Ⅰ・Ⅱ」「租税法演習Ⅰ・Ⅱ」に対応した「特別研究指導」を開設するなど、
科目の充実も積極的に行われている。
②改善すべき事項
〈1〉商学部
アクティブ・ラーニングやリメディアル教育などへの取り組みが十分であるとはい
えないため、検討が必要である。ＩＣＴの積極的な導入に関しても、早急に検討する
必要があるものと考えられる。
〈2〉法学部
法学部では、1 年次においては「基礎演習Ⅰ」「ビジネス法基礎演習」など 4 つの演
習科目、2 年次においては「基礎演習Ⅱ」など 3 つの演習科目、3 年次においては「専
門演習」など 3 つの演習科目、4 年次においては、「専門演習Ⅱ」など 3 つの演習科目
の担当教員が担任となり、学生生活及び教育上の助言・指導を行うことになっている。
しかし、2 年次以降、演習科目を履修していない学生については、最後に履修した演習
科目の担当教員が担任になっているものの、年数が空いて学生と疎遠になってしまう
ケースもある。年度初頭の履修確定後、演習科目を取っていない学生については、担
任を確定して当該教員に通知するなど、学生の担当が明確にわかるようにし、学生と
教員が連絡を取るようにすることが必要である。
また授業評価アンケートの内容および結果公表のあり方、アンケート結果利活用の
方策については 2 年以内を目途に教授会において審議しなければならない。
外国語及び情報科目の習熟度別クラスを充実させ、学生の理解度に応じた授業を行
っていくことも検討している。人員の手当が必要になるため、経営サイドとの調整が
前提となるが、学部の基本的な方向性として中期目標として語学部会・人文自然部会
を中心に上記クラスの充実について実現を図りたい。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈1〉商学部
授業評価アンケート制度の改善のための取り組みが進められている。具体的には、
アンケート項目の見直しが検討されている。また、アンケート評価の高い教員による
実践報告会の企画など、アンケート結果を教育実践にフィードバックする方策が検討
されている。
（資料 4(3)-19）
②改善すべき事項
〈1〉法学部
地方公務員志望など、学生の目的意識に沿ったカリキュラムの一層の充実を図るこ
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とが求められる。
４．根拠資料
4(3)- 1 商学部 Prime Seminar 2017
4(3)- 2 「Compass2017」商学部
4(3)- 3 法学部 Prime Seminar 2017
4(3)- 4 商学部講義要項（シラバス）2017
4(3)- 5

中央学院大学ホームページ

商学部シラバス

URL：http://www.cgu.ac.jp/campuslife/lessons/tabid/242/Default.aspx
4(3)- 6 法学部講義要項（シラバス）2017
4(3)- 7

中央学院大学ホームページ

法学部シラバス

URL：http://www.cgu.ac.jp/campuslife/lessons/tabid/243/Default.aspx
4(3)- 8

中央学院大学ホームページ

現代教養学部シラバス

URL：http://www.cgu.ac.jp/campuslife/lessons/tabid/1864/Default.aspx
4(3)- 9

商学研究科学生要覧・講義要項（シラバス）2017（既出

4(3)-10

中央学院大学ホームページ

資料 1-5）

大学院商学研究科シラバス

URL：http://www.cgu.ac.jp/graduate/tabid/1955/Default.aspx
4(3)-11

商学部学生要覧 2017（既出

資料 4(1)-3）

4(3)-12

法学部学生要覧 2017（既出

資料 1-4）

4(3)-13

現代教養学部学生要覧 2017（既出

資料 4(1)-7）

4(3)-14 中央学院大学学則（既出 資料 1-2）
4(3)-15

履修指導協議会内規（既出

資料 3-6）

4(3)-16

専門基礎実践講座運営委員会内規（既出

資料 3-7）

4(3)-17 商学部報第 74 号
4(3)-18 商学部長年次報告書 2016（既出 資料 2-8）
4(3)-19 商学部長年次報告書 2017（既出 資料 2-9）
4(3)-20 法学部報第 29 号、第 31 号、第 33 号
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成果
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〉大学全体
2018 年 3 月 31 日現在の中央学院大学の就職率は 94.4%（就職希望者 450 名、就職者
425 名）となっており、毎年さまざまな業種・業界へ卒業生を送り出している。特に、
警察官、消防官の合格者を多く輩出している点は、本学の特徴の一つでもある。また、
簿記検定、行政書士、宅地建物取引主任者などの資格取得の他、税理士試験などの合
格者も出ている（資料 4(4)-1）。
〈2〉商学部
学修成果を測る指標として、2012 年度入学者からＧＰＡ制度を導入した。商学部に
おいては、2012 年度前期以降の成績に関し、成績通知書に学期ごとに算出したＧＰＡ
と学年ごとのＧＰＡ、累積して算出したＧＰＡを載せ、学生の学修意欲の向上を促し
ている。また、授業評価アンケートでは、授業への取り組みについて学生に自己評価
を行わせており、2017 年度には「授業によく出席した」
（87%）、
「積極的に取り組んだ」
（80.7%）、
「予習・復習をした」
（56.6%）など、概ね高い値を得ている（資料 4(4)-2）。
商学部では、入学時に行う「自己発見検査」に続き、1 年後にその成長をはかる「自
己プログレスレポート（成長度調査）」を実施している。これは、学生に自らの成長度
を客観的に把握させることによって、勉学への取り組みなどに改善のきっかけを与え、
2 年次以降の学生生活をより有意義にすることを目的としている。
本学では、資格取得を奨励するため、国家資格レベルの合格者を対象に学長による
特別表彰を行っている。商学部では、「宅地建物取引主任者合格」「税理士 2 科目合格」
「ＴＯＥＩＣ645 点」などの該当者が、2017 年度 1 名、2016 年度 2 名、2015 年度 4 名
に対し表彰を行った。
教職課程においては、中学校教諭一種（社会）、高校教諭一種（地理歴史・公民・商
業・情報）の免許を取得できるが、実際に教職に就いた学生は、2017 年 3 月卒業者 1
名、2016 年 3 月卒業者 2 名、2015 年卒業者 1 名となっており、少ないながら毎年継続
して教壇に立つ人材を輩出している。
就職状況としては、2018 年 3 月 31 現在、就職希望者 249 名に対し就職者 235 名（就
職率 94.4%）となっている。大学院進学者は 4 名であった。
〈3〉法学部
学修成果を測る指標として、2012 年度入学者からＧＰＡ制度を導入した。法学部に
おいては、2012 年度以降の成績に関し、成績通知書に学年ごとのＧＰＡ、累積して算
出したＧＰＡを載せ、学生の学修意欲の向上を促している。また、授業評価アンケー
トでは、学生の授業への取り組みについて自己評価を行い、結果として「授業中、集
中して聞いた」のポイントが前年度より上昇している（資料 4(4)-3）
。
法学部では、入学時に行う「自己発見調査」（希望者のみ）に続き、1 年後にその成
長をはかる「自己プログレスレポート（成長度調査）」を実施している。これは、学生
に自らの成長度を客観的に把握させることによって、勉学への取り組みなどに改善の
きっかけを与え、2 年次以降の学生生活をより有意義にすることを目的としている。
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本学では、資格取得を奨励するため、国家資格レベルの合格者を対象に学長による
特別表彰を行っている。法学部では、
「宅地建物取引主任者合格」などの該当者が、2017
年度 1 名、2016 年度 6 名、2015 年度 5 名に対し表彰を行った。
就職については、特に警視庁や千葉県警などの警察官の就職に千葉県内でも有数の
実績をあげており、「基本的人権を尊重することの本当の意味を理解し、自己決定・自
己責任を全うすることのできる自律の精神に富み、かつ他者を尊重し、これと共生す
ることのできる人材の養成」という法学部の教育目的とともに、主に武道系のクラブ
活動（剣道部など）によって育まれた健全な精神が成果となって表れた好例と評価で
きる（資料 4(4)-4）。法学部の就職状況としては、2018 年 3 月 31 日現在、就職希望者
201 名に対し就職者 190 名（就職率 94.5%）となっている。
教職課程においては、中学校教諭一種（社会）
、高校教諭一種（地理歴史・公民）の
免許を取得できる。近年実際に教職に就いた卒業生は、2018 年 3 月卒業者、中学教員
2 名・高校教員 2 名・小学校教員 1 名の計 5 名（うち常勤 5 名）、2017 年 3 月卒業者、
中学教員 3 名（うち常勤 2 名）、2016 年 3 月卒業者、中学教員 3 名・高校教員 1 名（う
ち非常勤または臨時 4 名）・小学校教員 1 名(補助教員)の計 5 名となっている。卒業後
に追加して小学校の免許を取得する例も多く、教壇に立ちたいという強い意志をもっ
て卒業後も努力を重ね、夢を実現していく学生を多数輩出している。
〈4〉現代教養学部
現代教養学部は、
2017 年 4 月に開設された学部であるため卒業生を輩出していない。
また、科目領域が広範なものとなっており、教育目標を達成するためには、カリキュ
ラムの体系性や開講科目の順序性を意識した科目履修が必要である。このため、設置
当初の教育目標に沿った成果を上げるべく、学部全体での履修・学修サポート体制の
構築等を中心に取り組んでいる。
開設初年度の主な取り組みは、第 1 に、履修・学修ガイドブック（資料 4(4)-5）を
作成した。これは、現代教養学部の修学期間に提供される講義・演習を鳥瞰し、体系
的に理解し、学生の将来の進路につながる履修のモデル（履修科目の順序性）をわか
りやすく解説するものである。1 年次のガイダンスのみではなく、4 年間を通じて常に
学生が手元に置き参照することを推奨している。開設 2 年次以降は、本年度の学生の
理解度や活用状況を踏まえたうえで、随時このガイドブックを見直していく予定であ
る。
第 2 に、大学の建学の精神、新学部設置の趣旨・目的、３つのポリシー、教育課程
の全体像等について、学部開設前にＦＤ研修会を３回行い、共通認識に立つとともに、
学部の理念・目的、担当科目の位置づけと役割を意識したシラバスの作成と教育を行
うよう依頼している。学年進行に合わせ、新任の専任教員を迎えるため、次年度以降
も同様の研修・会議を行う予定である。
第 3 に、基礎演習（1 年次必修）の教員による相談体制を整備した。基礎演習担当教
員を各学生の担任として、大学生活全般や履修に関する質問、相談を受けることがで
きるよう、研究室内に学生相談が行えるテーブルと椅子を配置する等、気軽に訪れる
よう環境整備を行った。
第 4 に、履修指導協議会（資料 4(4)-6）を設置し、主査 1 名、委員 2 名の計 3 人の
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専任教員を配置し、履修登録期間中、履修指導協議会の委員のうち少なくとも 1 名は、
1 時限目から 5 時限目終了までの間、必ず研究室に待機し、学生の履修相談等を受けら
れるようにした。
また、学生からの質問や履修に関する誤解などの情報を整理し、履修に関する方針
や注意事項を確定し、教職員間のメーリングリストを通じて配信した。当協議会は、
2017 年度の実施状況を検討し、必要な見直しを行い、来年度以降も継続していく予定
である。
〈5〉商学研究科
学修成果を測る指標として、2012 年度入学者からＧＰＡ制度を導入した。2012 年度
前期以降の成績に関し、成績通知書に学期ごとに算出したＧＰＡと学年ごとに算出し
たＧＰＡ、累積して算出したＧＰＡを記載し、学生の学修意欲の向上を促している。
また、開設の目的である専門職業人等の養成に関しては「修士の学位等による試験科
目免除」制度を利用し、自己の研究が税法に属する科目等又は会計学に属する科目等
に関するものであることの認定を国税審議会から受け、税理士資格を取得する者が出
ている。また、本研究科には多くの留学生が在籍しているが、修了後には、日本企業
に就職する者がいる一方で、本国に戻り教鞭を取る者も出ている。
(2)学位授与（卒業・修了認定）は適切に行われているか。
〈1〉大学全体
学位授与は、「中央学院大学学則」（資料 4(4)-7）「中央学院大学大学院学則」
（資料
4(4)-8）及び「中央学院大学学位規則」（資料 4(4)-9）に則り、適切に行われている。
各学部については、必要な単位を修得した者に対して学士の学位が授与される。また、
大学院については、必要な単位の修得の他に、学位論文の審査及び最終試験に合格し
た者に対して修士の学位が授与される。
〈2〉商学部
学位授与は、商学部のディプロマポリシー（資料 4(4)-10）に則り、適切に行われて
いる。具体的には、必修科目をすべて修得し、各コース選択必修科目を所定の単位修
得し、各系列の要件を満たして 126 単位以上修得した者に対して学位授与が行われる。
また、4 年次の選択科目である「演習Ⅲ」などを通じて 4 年間の学修成果をまとめさせ、
学士に相応しい能力や技能を獲得しているかを測っている。4 年次においては、不合格
となった全科目（当該履修年度科目のみ）に対して 1 回のみ再試験が認められている
（教職課程科目は除外）。卒業の認定は教授会において行われ、必要な単位取得がで
きなかった学生は卒業保留となる。2017 年度における卒業生は 281 名（9 月卒業 10 名
を含む）で、卒業が保留となった者に対しては、9 月卒業の制度を設け、単位の修得状
況によって半年後の卒業が可能となっている。
〈3〉法学部
学位授与は、法学部のディプロマポリシー（資料 4(4)-11）に則り、適切に行われて
いる。具体的には、必修科目をすべて修得し、各コース選択必修科目を所定の単位修
得し、各系列の要件を満たして 127 単位以上修得した者に対して行われる。また、4 年
次の選択科目である「専門演習Ⅱ」などを通じて 4 年間の学修成果をまとめさせ、学
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士に相応しい能力や技能を獲得しているかを測っている。4 年次においては、不合格と
なった当該年の全科目に対して 1 回のみ再試験が認められている（教職課程科目は除
外）。卒業の認定は教授会において行われ、必要な単位取得ができなかった学生は卒
業保留となる。2017 年度における卒業生は 292 名となっている。
〈4〉現代教養学部
現代教養学部は、2017 年 4 月に開設された学部であるため、現時点で学位授与は行
っていない。学位授与を行う際には、現代教養学部の学位授与方針（ディプロマポリ
シー）（資料 4(4)-12）に則り、適切に行っていく方針である。具体的には、必修科目
をすべて修得し、各区分の選択必修科目の所定単位を修得し、各系列の要件を満たし
て 124 単位以上修得した者に対して行われる。また、4 年次必修科目である「卒業論文・
卒業研究」などを通じて、4 年間の学修成果をまとめさせ、学士に相応しい能力や技能
を習得しているかを測る予定である。4 年次においては、不合格となった全科目（当該
履修年度科目のみ）に対して 1 回のみ再試験が認められている（教職課程科目は除外）。
卒業の認定は教授会において行われ、必要な単位取得ができなかった学生は卒業保留
となる。
〈5〉商学研究科
学位授与は、中央学院大学大学院学則（資料 4(4)-8）及び修士号授与合否基準（資
料 4(4)-13）
、商学研究科のディプロマポリシー（資料 4(4)-14）に則り、適切に行わ
れている。具体的には、講義科目及び演習科目を併せて 30 単位以上修得し、必要な研
究指導を受け、学位論文の審査及び最終試験に合格した者に修士（商学）の学位が授
与される。また、学位審査及び修了認定の客観性・厳格性を確保するため、審査委員
会による修士論文の審査と口述試問を行い、研究科委員会において個別にその結果の
報告を受け、合否を判定する。次に、授業科目及び特別研究指導の取得単位と成績評
価を併せて、研究科委員会において個別に修了認定を行っている。2017 年度における
修了生は 6 名（9 月修了 0 名）で、修了が保留となった者に対しては、9 月修了の制度
を設け、単位の修得状況及び修士論文の審査及び最終試験によって半年後の修了が可
能となっている。
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈1〉商学部
商学部では、2009 年度より「資格取得講座」科目を開講した。これは、アクティブ
センター（生涯学習センター）で開講されている講座の一部を受講し、一定の条件を
満たした学生に単位を認定するものである。講座としては、総合講座「アクティブセ
ンターⅠ・Ⅱ（実践・資産設計 AFP 講座）
」（2 級 FP 技能検定試験合格を目指し、マス
コミでも活躍している専門家や実務家を講師に迎え、最新情報に基づく資産運用術を
学ぶ）などがある。この講座を修了した者で資格を取得した卒業生は大手銀行などへ
の就職を果たしている
〈2〉法学部
法学部では、警察官や消防官などの公務員を養成する体制をさらに整えるべく、1 年
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次については 2014 年度から「公務員特別演習Ⅰ」を、2 年次については翌 2015 年度か
ら「公務員特別演習Ⅱ～Ⅳ」を開講した。特にⅠは選択科目でありながら例年多くの
履修者を迎える人気講座となっている。それ以外にも、「判断推理」など公務員試験に
直結する授業科目の開講など、正規科目の範囲内で少しでも有効な公務員養成に努め
ている。2016 年度からは新たに「公務員論」を開講し、実務家を外部講師として適宜
招聘しながら公務の社会的意義や仕事としてのやりがい、魅力などを講義している。
さらに 2018 年度からは、文章理解の対策に特化した「公務員特別演習Ⅰ」を新規開講
した。「公務員特別演習Ⅰ」と「公務員論」は法学部専任教員が担当している。他方、
資格の指導校であるＴＡＣと連携して、3 年生を対象に公務員試験の対策講座を開講し
ている（資料 4(4)-15）
。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈1〉法学部
「公務員特別演習Ⅰ」は、選択科目でありながら例年 1 年生の半分程度の学生が受講
し、公務員の意義等に関する担当教員の講義や外部講師の講演、過去問への取り組みな
どを通じて、他の授業では得られない新鮮な刺激を受けており、2 年次以降の公務員養成
プログラムへの有効な架け橋として機能している。2018 年度から、公務員試験の主要科
目について、法学部専任教員とＴＡＣの講師による 1、2 年生を対象とした「公務員夏期
集中講座」を開講することとし、公務員養成プログラムの一層の拡充に努めている。
学部をあげての公務員養成の成果として、近年では千葉県内で常にトップレベルの公
務員就職実績を挙げている。たとえば、警察官の就職者数は 2018 年 3 月卒業者で 28 名、
2017 年 3 月卒業者で 24 名、2016 年 3 月卒業者で 13 名、2015 年 3 月卒業者で 16 名であ
り、消防官の就職者数は 2018 年 3 月卒業者で 1 名、2017 年 3 月卒業者で 8 名、2016 年 3
月卒業者で 4 名、2015 年 3 月卒業者で 9 名となっている（資料 4(4)-16）。
②改善すべき事項
〈1〉法学部
一般行政職などの公務員の就職に関しては、未だ目標に達しておらず、今後さらなる
指導の充実が必要とされている。
「公務員夏期集中講座」の受講状況や学習成果などを踏
まえながら、公務員養成プログラムの改善充実方策を検討していく。
４．根拠資料
4(4)- 1

学長表彰一覧（2015～2017）

4(4)- 2 商学部報第 74 号（既出 資料 4(3)-17）
4(4)- 3 法学部報第 33 号（既出 資料 4(3)-20）
4(4)- 4

公務員就職状況 2014～2017（既出

4(4)- 5

履修・学修ガイドブック 2017（既出

4(4)- 6

履修指導協議会内規（既出

資料 1-12）
資料 1-7）

資料 3-6）

4(4)- 7 中央学院大学学則（既出 資料 1-2）
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4(4)- 8 中央学院大学大学院学則
4(4)- 9 中央学院大学学位規則
4(4)-10

中央学院大学ホームページ

商学部ディプロマポリシー

URL：http://www.cgu.ac.jp/faculty/comscience/tabid/1874/Default.aspx
4(4)-11

中央学院大学ホームページ

法学部ディプロマポリシー

URL：http://www.cgu.ac.jp/faculty/law/tabid/1875/Default.aspx
4(4)-12

中央学院大学ホームページ

現代教養学部ディプロマポリシー

URL：http://www.cgu.ac.jp/faculty/tabid/1772/Default.aspx
4(4)-13

中央学院大学大学院修士号授与合否基準（学位論文審査基準）

4(4)-14

中央学院大学ホームページ

大学院商学研究科ディプロマポリシー

URL：http://www.cgu.ac.jp/graduate/tabid/1955/Default.aspx
4(4)-15 公務員特別演習シラバス
4(4)-16

警察官・消防官就職者数（2015～2018）
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５．学生の受け入れ

５．学生の受け入れ
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〉大学全体
中央学院大学の学生の受け入れ方針は、建学の精神及び大学の教育理念に基づき、
各学部・研究科がそれぞれの教育目標に見合う学生像を定め、ホームページにおいて
公表し、「募集要項」・「入試ガイド」に掲載している。また、学生の受け入れ方針の検
討・作成及び募集・入試実施方針の決定は、大学院では研究科委員会で行い、学部に
ついては、入試委員会及びＡＯ委員会等の議を経て教授会において行っている。
〈2〉商学部
商学部の学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー）は以下のとおりである（資
料 5-1）。
「中央学院大学商学部は、学部の掲げる教育目的を達成するために、以下のような
学生を求めます。
1. 本学の建学の精神、学部の教育理念をよく理解している。
2. これまでに資格取得、スポーツやボランティアなどの活動に力を注いだ。
3. 高等学校までの基礎学力を備え、商学部における教育内容に関心を持ち、その専
門知識修得に意欲を持っている。
4. ビジネスによって、身近な地域社会から広く世界にまで貢献しようと考えている。
商学の専門知識に加えて、幅広いフィールドで活かせる知識を修得し、企業や各
種組織でリーダーシップを発揮したいと考えている。」
この方針は、商学部の受験を検討する者に対する分かりやすさを念頭に 2016 年 3 月
に改訂され、ホームページや「入試ガイド」
「入学試験要項」
（資料 5-2）などに記載さ
れている。
2016 年の中央教育審議会の答申によって示されている「学力の 3 要素」のうち、①
「知識・技能の確実な修得」に関しては、方針の 3 に明示し、一般入学試験における
筆記試験や推薦入試・ＡＯ入試における高等学校等の調査書をもってその資質を問う。
また答申の②「思考力、判断力、表現力」と③「主体性を持って多様な人々と協働し
て学ぶ態度」に関しては、方針の 1、2、4 に関した小論文や面接試験をもって確認す
るものである。
なお、商学部受け入れ方針は、2017 年度の商学部教授会にて承認された学位授与の
方針（ディプロマポリシー）との整合性の観点から再度改善を検討中であるが、自己
点検・評価実施委員会による評価と入試委員会による改善案作成を経た段階であり、
2018 年 3 月 31 日時点において改善検討中である（資料 5-3）。
〈3〉法学部
法学部の学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー）は以下のとおりである
（資料5-4）。
「本学部では、本学の建学の精神や本学部の教育理念を理解し、それらを体現しよう
と努めることのできる学生を求めます。
1. 明確な目的意識
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本学部では、本学部のディプロマポリシーおよびカリキュラムポリシーを理解し、
4 年間の在学中に法や政治・行政に関する知識・能力及び各コースが個別に目標と
する知識・能力を身につけ、社会に貢献できる人材を目指す、目的意識の高い学生
を求めます。
2. 入学者選抜方法に対応した基礎的能力
本学部では、本学で実施しているそれぞれの入学者選抜方法に対応した基礎的能
力（基本的なコミュニケーション力、論理的思考力、記述力、高校までの学習事項
に関する基礎知識や応用力など）を備えた学生を求めます。
このように法学部の求める学生像は明確に定められ、ホームページに掲載され、広
く社会に公開されている他、ＡＯ入試の募集要項などにも記載されている。
〈4〉現代教養学部
現代教養学部の学生受入れの方針（アドミッションポリシー）は、以下のとおりで
ある（資料 5-5）。
1. 「公正な社会観と倫理観の涵養」という本学の建学の精神を理解している。
2. 一人の市民としてどのような仕事にも通じる幅広い教養を身に付けたいとい
う意欲、生涯を貫く豊かな教養を身に付けたいという意思をもっている。
3. 現代社会における国内外の日々の出来事に関心をもち、マスメディアの報道な
どを通じて時事問題等に興味をもっている。
このように現代教養学部の求める学生像は明確に定められ、これはホームページに
掲載され、広く社会に公表されている他、ＡＯ入試の募集要項などにも記載されてい
る。
〈5〉商学研究科
商学研究科の学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー）は以下のとおりであ
る（資料5-6）。
「中央学院大学大学院商学研究科は、当研究科の理念、目的に則り、以下のような
目標のいずれかと資質とを有し、より高度に知的体系化された学問の方法と専門知
識、それらを活用する力を修得しようとする国内外の学生を受け入れます。
1. 国際ビジネスの世界、または国際ビジネス研究で活躍しようとする人、起業や
事業承継などで企業経営を担おうとする人、税理士を中心とした会計専門職を
目指す人。
2. 豊かな地域社会づくりに地域経済の面から貢献することを目指す人、社会人と
しての多様な経験を学修に活用して経営学および会計学の知的研鑽を積もうと
する人。
3. 経営学、会計学の基礎を理解し、明確な問題意識に基づいて研究テーマを設定
し、それにそった具体的で実行可能な研究計画を有している人。
4. 研究計画に基づいて研究を着実に実行し、その成果として修士論文を完成させ
る強い意欲と能力とを有している人。
このように商学研究科の求める学生像は明確に定められ、ホームページや学生募集
要項に掲載され、広く社会に公開されている。
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(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。
〈1〉大学全体
中央学院大学では、その理念に基づいて広く大学教育の門戸を開き、様々な能力や
適性を持った入学者を受け入れるための学生募集を行っている。具体的には、以下の
ようなものである。
（ア）大学案内の配布
本学に興味を持つ資料請求者はもとより、各高等学校内・ガイダンス会場にて無
料で配布している。内容は、学部の特徴（カリキュラム含む）、施設設備、学習・就
職支援体制、クラブ紹介、納入金、卒業生からのメッセージ、沿革等である。
（イ）サブパンフレットの配布
大学の内容をより詳しく理解してもらうため、
「Girls Guide Book」・「スポーツタ
ブロイド（スポーツをする人、支える人、好きな人のための文系スポーツ学）」
「現
代教養学部リーフレット」など様々なサブパンフレットの配布を行っている。
（ウ）入試ガイドの配布
大学案内同様、無料で配布している。当該年度の入試概要、前年度の入試結果情
報等を掲載している。
（エ）ホームページの作成
大学全体を把握するための学部紹介や学費、就職支援体制などの他に、入試概要、
前年度入試情報、オープンキャンパスや進学説明会のスケジュール、入試出願期間
告知、合格者照会等、必要な情報を時期に応じて提供している。
（オ）ダイレクトメールの送付
資料請求者に対し、オープンキャンパス及び進学説明会への来場を促すため、ダ
イレクトメールを作成し、送付している。
（カ）メールマガジンの配信（登録者のみ）
大学からの最新情報を親しみやすく伝えるため、学内ニュースや在学生の声、キ
ャンパスライフを毎月（高校 3 年生は 2 回、1・2 年生は 1 回）登録者にメールマガ
ジンとして配信している。
（キ）受験雑誌等の紙媒体への広告掲載
掲載媒体は、発行部数や配本地域、配本対象を検討し選定を行っている。また、
反応が測れる媒体は資料請求件数も考慮し選定を行っている。新聞への広告掲載は
他大学との連合広告が主であるが、一部単独の掲出も行っている。
（ク）オープンキャンパス
6 月から 9 月までの 4 ヶ月で 6 回実施している。入試広報部スタッフが中心となり、
教職員、公募による学生スタッフなどにより運営している。内容は大学紹介や体験
授業の他、入試ガイダンス、教職員による個別相談、在学生による相談コーナーや
キャンパスツアー、保護者対象説明会など多岐にわたり、毎年来場者のニーズに合
ったプログラムとなるよう改善に努めている。
その結果、延べ動員数は 2014 年度に初めて 2,000 人を超え、2015 年度 2,043 人、
2016 年度 2,192 人、2017 年度 2,132 人と増加傾向にある。
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（ケ）本学主催入試説明会
千葉県、茨城県、東京都、埼玉県等関東圏の高校や日本語学校を中心に案内し、
入試説明会を開催している。時期は、入試概要や前年度の入試結果が出揃う 6 月上
旬とし、場所は本学としている。なお、当説明会においては、本学の教育システム
をはじめ入試制度等に関して、高校教員との意見交換も行っている。
（コ）高校訪問
志願実績の多い高校や指定校及び資料請求者の在籍する新規の高校等を対象とし
て、年間約 400～500 校を訪問し、高校教員に対して直接、進路指導の際の情報提供
並びに入試に関する情報交換を行っている。訪問する地域は関東を中心に全国に及
び、1 年間を通して資料・願書等の発行時期や高校における進路指導のタイミングを
考慮して訪問している。
（サ）業者企画の進学相談会（ホテル等）
関東地方を中心に、例年 100 件程度の進学相談会に参加し、直接、受験生や保護
者に対して説明を行っている。進学相談会には入試広報部の職員だけではなく、他
部署の職員も参加し、受験生・保護者や高校教員の相談に応じている。なお、進学
相談会については、地域性、会場動員数、過去の相談件数、参加費用などを検討し
つつ可能な限り、参加している。
（シ）業者企画の進学相談会（高校内）や出張講義
学年別に実施されることが多く、主に入試制度や学問分野に関する説明から、大
学生活や職業に関する説明、大学での学び（模擬授業）、入試での面接対策（模擬面
接）まで幅広い内容に対応している。高校生や教員との直接接触の機会であること
から、上記（サ）の相談会以上に積極的に可能な限り参加している。
この他、インターネット広告、交通広告（駅貼りポスター等）、大学見学会など様々
な方法・媒体により募集活動を行っている。
入学者選抜については、本学の教育を受けるに相応しい能力や適性の判定を、様々
な観点から行うことを目指し、以下のように多様な方法で実施している。特に、ＡＯ
入試においては、その審査方法等において安易な入試制度にならないよう検討を重ね
ている。また、実施時期については、高校の教育現場の状況を考慮するとともに、夏
休み期間に十分準備ができるよう個別相談等も実施している。障がいのある学生につ
いては、個別に相談に応じ入試において必要な配慮を講じ、試験の合否に基づき入学
を許可している。また、入学後は、それぞれの障がいの状況に応じて必要と思われる
修学支援措置を行っている。
（ア）ＡＯ入試（エントリー型）
ＡＯ入試では、将来、幅広いフィールドで活躍が期待できる様々な可能性や能力
を持った学生を、より多く受け入れることを目指している。そのために、高等学校
の学業成績のみにとらわれることなく、「高校生活における成果」と「大学入学後の
目標」、「将来構想」などに着目し、
「今後、発揮されるであろう能力」
「将来の可能
性」を評価した上で選考を行っている。
このうち、エントリー型入試では、7月・8月のエントリー、事前審査から9月の試
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験まで時間をかけて、選考を行っている。その間、6月から9月にかけて実施される
オープンキャンパスにおいて、ＡＯ委員の教員等が個別相談を行い、志願学生の将
来の進路や大学生活への希望について話し合う。
（イ）ＡＯ入試（特待生）
2015年度入試から新たに設置した入試で、本学が指定する資格等取得者を対象に
実施。書類審査・面接審査により評価し、合格者には第４種特待生として入学金を
免除する。さらに、特に優秀な者にはそれに加え入学後アクティブセンター（生涯
学習センター）で開講する資格取得講座のうち希望の2講座を無料で受けられる権利
を付与する。
（ウ）ＡＯ入試（一般）
オープンキャンパスにおける事前相談を経て、10月（前期）
・11月（中期）
・2月（後
期）
・3月（3月日程）の4回試験（書類審査・面接審査）を行う。なお、ＡＯ入試（エ
ントリー型、特待生、一般の10月・11月受験）の入学予定者については、12月の課
題作文と翌年3月に行われる入学前セミナー（大学生活を目前にした入学予定者に
「知ること」
「考えること」「伝えること」を通じて、今後の大学での学びのきっか
けや生活の助走となることを期待したセミナーで体験授業やアンケートを実施）の
受講が義務づけられている。
（エ）ＡＯ入試（スポーツ・文化）
スポーツや文化活動において将来の活躍が期待できる者を対象に、予備審査（セ
レクション）を経て本審査を実施する。本審査は前期（10月）
・中期（11月）・後期
（2月）の3回実施する。特に優秀な学生については特待生として入学金等学費が免
除される制度がある。
（オ）ＡＯ入試（社会人）
中央学院大学のアドミッションポリシーを理解した上で、将来への強い意欲を持
つと同時に社会人としての経験を大学生活に活かすことのできる者を対象とする。
（カ）推薦入試（公募制）
高等学校の評定平均値3.0以上の者で学校長の推薦を受けられる者が対象。高等学
校での部活動、ボランティア活動、取得資格などを評価する。
（キ）推薦入試（特待生）
高等学校の評定平均値3.5以上の者あるいは本学が指定する資格等取得者で学校
長の推薦を受けられる者を対象に実施。入試（面接・小論文）の成績に応じて合格
者は第2種特待生・第3種特待生として入学金・授業料を免除する。さらに、特に優
秀な者には、それに加え入学後アクティブセンターで開講する資格取得講座のうち
希望の2講座を無料で受けられる権利を付与する。
（ク）推薦入試（指定校）
本学が指定した高等学校で、出願基準を満たし学校長推薦を受けられる者が対象。
書類審査（調査書等）及び面接により総合判定を行う。
（ケ）推薦入試（付属校）
本学付属の中央学院大学中央高等学校、中央学院高等学校の卒業予定者を対象と
する。付属校からの入学者については入学金免除制度がある。
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（コ）推薦入試（卒業生子女）
中央学院大学を卒業した者の子女を対象とする。
（サ）一般入試（３科目試験）
本学独自の学力試験を課し、2月上旬に実施している。３科目試験は、試験日を2
日間設定し、同一学部を複数回受験することも、異なる学部を併願することも可能
である。
本学では、バランスのとれた人材を育成するため、教養教育の充実を図るととも
にリテラシー、特に情報リテラシーの向上に力を入れている。そのため、一般入試
（３科目試験）においては、国語100点、英語100点を必須とし、選択科目100点（世
界史・日本史・地理・現代社会・政治経済・数学・簿記・情報の8科目から1科目を
選択）を加えた300点満点とし、2日間の総合得点上位者より合格者を決定している。
（シ）一般入試（２科目試験）
２科目試験は、試験日を2日間設定し、同一学部を複数回受験することも、異なる
学部を併願することも可能である。試験科目としては、国語100点、英語100点、選
択科目100点（世界史・日本史・地理・現代社会・政治経済・数学の6科目より1科目
を選択）のうち2科目200点満点とし、2日間の総合得点上位者より合格者を決定して
いる。
（ス）一般入試（１科目試験）
１科目試験は、1期と3期に設定している。1期においては試験日を2日間設定し、
同一学部を複数回受験することも、異なる学部を併願することも可能である。午前
に国語・英語、午後に世界史・日本史・現代社会・政治経済・数学・簿記・情報（う
ち1科目を選択）を実施し、同日の中で同一もしくは異なる学部を併願することも可
能となっている。
3期においても異なる学部の併願が可能となっている。
（セ）一般入試（自由選択試験）
自由選択試験は、国語、世界史、日本史、政治・経済、数学の各科目より24問ず
つ、計120問の中から40問を選択し、回答する。120点満点で得点上位者より合格者
を決定している。異なる学部の併願も可能となっている。
（ソ）大学入試センター試験利用入試
大学入試センター試験の出題教科・科目のうち、本学が指定する教科・科目につ
いての試験の成績により選抜する。3回実施しており、Ⅰ期は3科目、Ⅱ期及びⅢ期
は2科目の成績により判定する。
（タ）外国人留学生試験
外国の学校教育における 12 年の課程を修了した者または修了見込みの者などを対
象とする。1 期は日本留学試験（日本語）または日本語能力試験（1 級または N1）を
受験した者または受験予定者に対し本学独自の日本語試験及び面接を行い、書類審
査とともに合否を判定する。2 期及び 3 期では日本留学試験（日本語）を受験した者
を対象に、その成績及び本学での面接、書類審査の結果を基に合否を判定している。
また、本学の指定した日本語学校の校長の推薦を条件に指定校入試を設けている。
その他、海外提携校出身者などを対象に中国及び韓国での現地入試が行われている。
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（チ）特別選抜試験（帰国子女）
日本国籍を有し、保護者の海外在留にともなって外国の教育を受けた者を対象と
している。
（ツ）特別選抜試験（編入学試験）
短期大学卒業者（見込み者含む）や大学2年次修了者（見込み者含む）などを対象
としている。原則として3年次に、認定される単位数によっては2年次に編入される。
また、外国人留学生を対象とした編入学試験がある。
入学試験に関する事務は、入試広報部長以下8～9名の職員で構成される入試広報部
（入試広報課・アドミッションオフィス）が取り扱っている。入試業務については、
資料請求に係る業務を外部の処理業者に委託している他は、試験実施、合否判定資料
の作成、入学手続処理などすべてを入試広報部職員が学内で行っている。また、入学
試験実施に関しては、学長が統括し、学長、学部長、入試委員長、ＡＯ委員長、大学
事務局長、入試広報部長及び課長などから構成される実施本部を設けた上で全学体制
で実施している。
なお、インターネット出願を2015年3月実施の一般入試3期で試験的に導入し、2016
年度入試からは、一般入試・大学入試センター試験利用入試については紙（志願票）
による出願からすべて切り替えている。
学部の入学試験問題は、科目ごとに編成された専任教員によって出題している。出
題者については、学部長及び入試委員長が出題者との調整を行い、最終的に学長が決
定し、委嘱している。出題ミスの防止に関しては、科目ごとの出題者会議において高
等学校学習指導要領及び教科書の確認を行った上、作成過程で三重のチェックを行っ
ている。作成された試験問題は、入試広報部内にある専用の金庫に厳重に保管されて
いる。
〈2〉商学部
入試に関する様々な事項を協議・検討するため入試委員会を設けている。委員会は
規程上、各学部から 3 名の教員を選出とされているが、商学部では現在、委員長 1 名、
委員 4 名の 5 名を選出し、体制の強化を図っている。また、説明会や小論文作成のた
めの事前指導から面接や小論文の審査など、特にＡＯ委員に関しても、規程上 3 名の
委員を選出するとされているが、現在は 5 名の委員を選出し、同様に体制の強化を図
っている。
入学者選抜に関する方法及び基準は、入試区分ごとに入試要項に明記している。そ
の基準に基づき、ＡＯ委員会、入試委員会及び教授会において公正かつ厳格な審査を
行っている。入試結果に関しては、志願者数・受験者数・合格者数・入学者数をはじ
め、入試区分別に必要と思われる志願者の評定平均値の状況や、合格者の最高点・最
低点・平均点など様々な情報を「入試ガイド」に載せ、配布している。
〈3〉法学部
入試に関する様々な事項を協議・検討するため入試委員会を設けている。入試委員
会は規定上、各学部から3名の教員を選出するとされているが、法学部からは現在、6
名の委員を選出し、その強化を図っている。
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入学者選抜に関する方法及び基準は、入試区分ごとに入試要項に明記している。そ
の基準に基づき、ＡＯ委員会、入試委員会及び教授会において公正かつ厳格な審査を
行っている。入試結果に関しては、志願者数・受験者数・合格者数をはじめ、入試区
分別に必要と思われる志願者の評定平均値の状況や、合格者の平均点など様々な情報
を「入試ガイド」に載せ、配布している。
〈4〉現代教養学部
入試に関する様々な事項を協議・検討するために入試委員会を設けている。入試委
員会は、現代教養学部より、現在 2 名の委員を選出している。入試委員会は、各学部
から選出された教員の他、入試広報部長、次長および課長などから構成されている。
また、ＡＯ入試に関する事項については、ＡＯ委員会を設け、協議・検討を行ってい
る。ＡＯ委員会は、現代教養学部より、現在 2 名の教員を選出している。ＡＯ委員会
は、各学部から選出された教員の他、学事部長、入試広報部長及び入試広報課長など
から構成されている。
入学者選抜に関する方法及び基準は、入試区分ごとに入試要項に明記している。そ
の基準に基づき、ＡＯ委員会、入試委員会及び教授会において公正かつ厳格な審査を
行っている。入試結果に関しては、志願者数・受験者数・合格者数・入学者数をはじ
め、入試区分別に必要と思われる志願者の評定平均値の状況や、合格者の最高点・最
低点・平均点など様々な情報を「入試ガイド」に載せ、配布している。
〈5〉商学研究科
入学試験はⅠ期（10月）
、Ⅱ期（12月）、Ⅲ期（3月）、Ⅳ期（7月）の年4回行われて
いる。出願資格審査が必要な者に対しては、9月、11月、2月、6月にそれぞれ審査を行
っている。また、それぞれの入試に向けて、大学院商学研究科説明会を8月、10月、1
月、6月に行っている。大学院の入試区分は以下のとおりである。
（ア）一般入学試験
研究計画書、成績証明書を点数化し、筆記試験（「専門科目」「外国語（英語）
」）
の結果、研究計画書に関する質疑を中心に口述試験の結果と併せて総合評価し、合
否を判定する。
（イ）学内推薦試験
本学卒業見込みの者で、3年次修了時に卒業所要単位のうち100単位以上を修得し、
その50％以上が「優」以上の評価を得ている者が出願資格を有する。研究計画書、
成績証明書を点数化し、研究計画書に関する質疑を中心に口述試験の結果と併せて
総合評価し、合否を判定する。
（ウ）社会人特別選抜試験
一般入学試験の出願資格に該当し、かつ大学卒業後2年以上経過した者などが出願
資格を有する。研究計画書、成績証明書を点数化し、研究計画書に関する質疑を中
心に口述試験の結果と併せて総合評価し、合否を判定する。
（エ）留学生特別選抜試験
一般入学試験の出願資格に該当し、かつ日本語を母国語としない在留資格「留学」
を取得または更新できる者が出願資格を有する。研究計画書、成績証明書を点数化
し、筆記試験（「小論文（日本語）」
）の結果、研究計画書に関する質疑を中心に口述
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試験の結果と併せて総合評価し、合否を判定する。
(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。
〈1〉大学全体
大学の学部の入学定員は全学部合わせて720名である（2016年度入試まで商学部420
名・法学部300名。2017年度入試より現代教養学部設置に伴い商学部360名・法学部260
名・現代教養学部100名）。学部全体での入学者数を見ると、2011年度以降入学者が減
少し、2015年度には659名（定員充足率91.5％）まで減少したが、2016年度738名（同
102.5％）、2017年度813名（同112.9％）と回復しており、収容定員も回復しつつある。
また、商学研究科においては2014年度までは定員を充足していたが、2015年度の入
学者が9名、2016年度も追加入試を含め9名、2017年度は6名と定員充足をできない状況
が続いており、収容定員も満たせないでいる。
〈2〉商学部
商学部の入学定員に対する入学者数比率は、2014 年度が 0.85、2015 年度が 0.88、
2016 年度は 0.94 となり、入学者数比率の低下が懸念される事態となった。2017 年度
には「現代教養学部」新設に伴い、商学部の定員を 420 名から 360 名に削減した。2017
年度の入学者数比率は 1.25 に回復しており、現在は定員超過傾向の是正を課題として
いる。
〈3〉法学部
法学部（2016 年度入学までは入学定員 300 名、2017 年度入学からは 260 名）におけ
る 2013 年度から 2017 年度までの入学者数を見ると、2013 年度 329 名（超過率 1.10）
、
2014 年度 299 名（同 1.00）、2015 年度 289 名（同 0.96）、2016 年度 345 名（同 1.15）、
2017 年度 327 名（同 1.26）、過去 5 年平均の超過率は 1.09 となっている。法学部は、
入学定員を充足するとともに、適正に定員を管理している。
〈4〉現代教養学部
設置初年度となる 2017 年度の入学状況については、志願者 86 名（他学部併願者を
含む）、合格者 73 名、入学者 35 名となり、定員 100 名を満たすことはできなかった。
これは、設置認可を得たのが 2016 年 10 月末だったこともあり、受験回数が制約され
十分に募集活動を行えなかったことに加え、現代教養学部についての高校生や高校教
員の認知度が低かったことが要因と考えている。
この点を踏まえた上で、全学的なオープンキャンパス、高校の個別訪問、進学相談
会に加えて、受験生、保護者、高校教員へのアピールを強化するため、学部紹介のた
めの効果的な広報のあり方を検討するとともに、高校での模擬授業の機会を増やすな
ど、定員充足のための努力を続けていく方針である。
〈5〉商学研究科
商学研究科（入学定員 10 名）における 2009～2012 年度の平均入学者は 23.8 名（秋
入学 4.3 名を含む）であったが、その後は 2013 年度 13 名（秋入学 4 名）、2014 年度
11 名（秋入学 0 名）、2015 年度 9 名（秋入学 0 名）
、2016 年度 9 名（秋入学 2 名）、2017
年度 6 名（秋入学 0 名）となっている。2013 年度と 2014 年度に合格者を大幅に絞り込
んで以降は、入学者数が回復していない。
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(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。
〈1〉大学全体
入試委員会、ＡＯ委員会等において、定期的に現状の入試制度の分析、将来に向け
た入試制度の在り方などを協議・検討するとともに、学生の受け入れについて公正か
つ適切に実施されているか、定期的に検証されている。
〈2〉商学部
商学部入試委員会、商学部ＡＯ委員会、商学部教授会等において、定期的に現状の
入試制度の分析、将来に向けた入試制度の在り方などを協議・検討するとともに、学
生の受け入れについて公正かつ適正に実施されているか、定期的に検証されている。
〈3〉法学部
法学部入試委員会、法学部ＡＯ委員会、法学部教授会等において、現状の入試制度
の分析や将来に向けた入試制度の在り方などを協議・検討するとともに、学生の受け
入れについて公正かつ適切に実施されているか、必要に応じて検証されている。
〈4〉現代教養学部
現代教養学部入試委員会、現代教養学部ＡＯ委員会、現代教養学部教授会等におい
て、定期的に現状の入試制度の分析、将来に向けた入試制度の在り方などを協議・検
討するとともに、学生の受け入れについて公正かつ適切に実施し、定期的に検証して
いる。
〈5〉商学研究科
入試部会において定期的に入試制度の現状を分析し、策定された改善策とともに報
告し、研究科委員会で協議、検討することにより、学生の受け入れについて公正かつ
適切に実施されているか、定期的に検証するとともに、第Ⅳ期入試を実施するなど改
善策を実行に移している。
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
募集活動の中では、2010年度から導入している資料請求者等データ管理システム「進
学アクセス・オンライン」の活用により、ガイダンス情報、高校情報、請求者情報な
どが集約され、より効率的な広報が可能となった。また、
（社）日本能率協会とのコン
サルタント契約により、外部専門家による募集対策全般のアドバイスを受け、ホーム
ページや大学案内などのクォリティやオープンキャンパスの内容が常にブラッシュア
ップされている。
さらに、直接接触については、教職員による高校訪問に留まらず、専門業者からの
派遣スタッフによる進路説明会への参加、高校訪問などが行われている。
こうした様々な努力の結果、大学案内の請求数やオープンキャンパスの動員数が増
加傾向となり、2016年度以後学部入学者全体の定員充足率100％以上を維持するに至っ
ている。
入試制度においては、入試における特待生の充実もはかっている。2015年度入試か
らＡＯ入試に新たに「特待生」を加え、従来実施していた特待生推薦入試の出願基準
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を見直すとともに受験機会を増やし、さらには特待付与のカテゴリーに「第２種+」
「第
３種+」を加えた。「＋」は入学金等の免除に加え本学入学後アクティブセンター（生
涯学習センター）で開講する資格取得講座のうち２講座まで無料で受講できる権利を
付与するもので、資格取得に熱心な高等学校教員からの評価が高い。
②改善すべき事項
定員充足率については、2016年度以後大学全体として100％以上を維持しているが、
2017年度に新たに設置した現代教養学部は100人の定員に対し35人の入学者でスター
トすることとなった。このため、高等学校の教員、生徒およびその保護者への直接接
触の機会を増やすなど、現代教養学部の特徴や教育内容について、認知度を高める努
力が引き続き必要と思われる。
また、定員充足の内容に関して、ＡＯ入試による入学者比率が高いことが2014年度
大学基準協会による認証評価の際指摘されている。一般入試・センター試験利用入試
による入学者の割合は2015年度以降徐々に増加しており（2015年度15.9%→2016年度
22.4%→2017年度26.2%）
、ＡＯ入試の割合も3か年低下を続けている（2015年度44.6%→
2016年度41.7%→2017年度38.9%）。しかしながら、学部別でみると商学部で42.4％・法
学部で37％と比率的には未だ高い。ＡＯ入試志願者が多いということは、本学を第一
志望として希望する高校生が一定数いるということでその点での評価はできる。一方
で安易な入試と誤解されないようにするためには、判定の一層の厳格化を図るなどの
取り組みが今後より必要となってくる。
留学生入試による入学者は東日本大震災後減少していたが、2015年度35名→2016年
度45名→2017年度55名と近年再び増加している。特に商学部においては入学者のなか
で一定の比率（2017年4月入学者の10.4%）を占めている。ただ、その大半が中国から
の留学生であり、大学の国際化や教育の広がりを考慮した場合、今後はより多様な国
からの留学生の受け入れが望ましいと言える。
大学院商学研究科については、かつては入学定員に比べ入学者が相当数上回ってい
る状況が続いていたが、2013年度以降減少が続き入学者は2015・2016年度が9名、2017
年度が6名であった。また、その中でも開設当初から外国人留学生の比率がきわめて高
い状況が続いており、これらの状況を考えると、日本人学生へのより一層のアピール
が必要と思われる。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
本学の従来からの設置学部である商学部と法学部は減少傾向が続いていたが、直接
接触機会を増やす広報展開や社会状況の変化もあり、2016 年度から増加に転じている。
今後も、社会生活において必要不可欠な分野であることの重要性を高等学校教員や高
校生、またその保護者に直接アピールする機会を多く設け、この状態を維持できるよ
う努めていく。
３学部全体として、一般入試・センター試験利用入試においてはインターネット出
願を導入したことにより過去に実績のない高等学校在籍者からの出願が増加している。
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特に現代教養学部に関しては、一般入試・センター試験利用入試による入学者が多い
ことを考慮すると、広告媒体としてインターネットがより効果的と考えられる。2017
年度に実施した 2018 年度一般３期入試において志願者を大幅に増やしたが、出願時期
に合わせインターネット広告を掲出したことも増加要因のひとつと考えられる。今後
もホームページの充実やインターネット広告の強化を図りたい。
②改善すべき事項
学部の入試制度については2015年度入試以来大きな変更をしていないが、国から求
められている入試改革時期に合わせ、抜本的に見直しを行うべく計画している。従来
も各々の入試が適切に実施されてきたかどうかについては、その都度入試委員会等で
確認しているが、現在検討が始められている学生ポートフォリオシステムが完成され
ればより詳細な確認が可能となることも考慮しつつ、現在実施しているＡＯ入試・推
薦入試・一般入試・大学入試センター試験利用入試の問題点を再点検し、本学のアド
ミッションポリシーを踏まえた新たな入試を設計・構築していく。
また、学生募集の広報については、今後の18才人口の減少や経済情勢の悪化といっ
た厳しい環境をも考慮すると、広報の戦略以上にますます広報の内容や教育自体の内
容が問われることになる。まだスタートしたばかりの現代教養学部は無論のこと、商
学部・法学部においてもこれは同様である。魅力ある教育内容やトピックを即時に積
極的に広報することは本学への興味・関心を持続させることに通じる。また、本学に
入学した学生の出身高等学校に成長した現在の姿や就職先等を伝えることは最も説得
的なアピールとなる。さらに、大学案内等で「STAND BY YOU」を標榜し、教職員・学
生との距離の近さや面倒見の良さをアピールしているが、それをより具体的に語るこ
とができれば一層強く訴求することができる。このことを踏まえ、本学で行われてい
る教育等の魅力を伝えるために、実際に教育を担っている者や学生と接触している者
と広報を担っている者との情報共有・連携を今以上に進めることが必要である。
大学院商学研究科においては、入学者の一定の水準を保ちつつ定員を確保すること
を目標とするとともに、日本人学生の比率を増加させることが望ましい。そのため、
近年始めた大学院進学サイトへの掲出等を含め本学大学院の露出を増やしたいと考え
る。また、大学院担当教職員一体となり本学在学生へのアピールを従来以上に実施す
ることが求められている。
４．根拠資料
5- 1

中央学院大学ホームページ

商学部アドミッションポリシー

URL：http://www.cgu.ac.jp/faculty/comscience/tabid/1874/Default.aspx
5- 2 入試ガイド 2017（既出 資料 1-6）
5- 3 商学部長年次報告書 2017（既出 資料 2-9）
5- 4

中央学院大学ホームページ

法学部アドミッションポリシー

URL：http://www.cgu.ac.jp/faculty/law/tabid/1875/Default.aspx
5- 5

中央学院大学ホームページ

現代教養学部アドミッションポリシー

URL：http://www.cgu.ac.jp/faculty/tabid/1772/Default.aspx
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5- 6

中央学院大学ホームページ

大学院商学研究科アドミッションポリシー

URL：http://www.cgu.ac.jp/graduate/tabid/1955/Default.aspx
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６．学生支援

６．学生支援
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方
針を明確に定めているか。
本学では、以下のような方針のもとに、様々な学生支援を行っている。また、学生支
援については教務委員会、学生委員会、就職委員会、プライムセミナー運営委員会、学
生サポートセンター運営会議、学生支援ネットワーク会議等で常に検討・検証を行い、
その改善に努めている。
ア．修学支援の方針
新入生が大学生活にスムーズに入れるよう、きめ細かな支援を行う。具体的には、
適切な入学前教育を行うとともに、入学直後のプライムセミナーや教務課・学生課に
よるガイダンスによって、モチベーションを高め、履修登録などが順調に行われるよ
う取り計らう。また、成績不良や欠席の多い学生に対して教職員と学生スタッフの連
携により、離学者の減少を目指している。障害学生の支援については、2016 年 4 月 1
日に制定した「障害のある学生への修学支援に関する中央学院大学の基本方針」
（資料
6-1）に基づき、障害支援を行うことを決定。さらに、日本学生支援機構の他に大学独
自の奨学金制度を充実させ、経済的負担の軽減を図る。
イ．生活支援の方針
教員による学生指導の他、職員、学生相談室、保健センターなどの連携を深め、学
生の心身の健康保持・増進及び安全・衛生への配慮を行う。
ウ．進路支援の方針
就職委員会及び就職課を中心に、学生が早期に就職への意識を高め、自らの将来に
向けて準備を怠ることのないよう、きめ細かな支援を行う。また、学内での企業研究
会の開催など、学生の就職活動に直接、寄与するための支援を積極的に行う。
(2)学生への修学支援は適切に行われているか。
本学創設時より続いている新入生対象のガイダンス「プライムセミナー」は、本学導
入教育の大きな特徴となっている。入学式後、授業開始までの 2 日間に行われる「プラ
イムセミナー」では、教務・学生ガイダンスで大学での 4 年間の学習や学生生活につい
て必要な基本情報が提供された後、担任を務める 1 年次必修ゼミの担当教員と上級生と
が新入生の指導にあたり、履修を中心とした学生生活について相談にのるというプログ
ラムを実施している。上級生は学生スタッフとして前年度中に自薦あるいは教員の推薦
により選考され、「誰かのために役に立ちたい」という気持ちを持った学生が集まり、リ
ーダーを育成する場にもなっている。新入生を迎える前に行われる事前研修は、教職員
の指導に頼らず学生スタッフ主導で進められており、「プライムセミナー」は新入生対象
の研修であると同時に学生リーダー育成に大きな役割をもつ修学支援行事として位置づ
けられている。法学部のフィールドスタディーズ・コースでは、入学後の早い時期(4～5
月)にコース教育の主旨を伝える合同合宿研修を実施し、新入生にコース教育のコンセプ
ト(平和・環境・地域再生と学びとしての現場主義)を理解させるとともに、学びのモチ
ベーションを高め、同時に早期に友人づくりを促すことによって、スムースに大学の授
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業にもなじめるよう工夫をしている。約 10 年前までプライムセミナーは 1 泊の合宿形式
で行っており、一晩にして友人ができ、大学生活に急速に馴染んでいく利点があった。
それをコース教育の中で実現させたものであるが、効果の高いプログラムとなっている。
2 年次以降、商学部においてはアカデミック・アドバイザー（1 年次必修ゼミの担当者）
が 9 月に行われる 2 年次の秋セメスターガイダンスの際に、1 年次から 2 年次春セメスタ
ーまでの成績簿をもとに、担任として卒業まで担当する学生との面談を行っている。さ
らに、商学部では 2015 年度より「ベスト・ジョブ・プログラム」という新しいカリキュ
ラムをスタートさせた。社会に出るための学びを動機づけるプログラムであり、1 年次後
期から 3 年次後期にかけて学びについて考え、社会や仕事に関する知識を増やし、就職
活動に向けた準備を着実に進めることができる内容となっている。プレゼンテーション
力、ディスカッション力、コミュニケーション力を身に付けつつ、仕事の基本や企業で
のマナーなどを学び、筆記試験に向けて学力を高めるだけでなく企業でのインターンシ
ップも経験し、3 年間をかけて本格的な就職活動に向けて自ら活動できる人材を育成する
プログラムを行っている。
学生の資格取得に向けた支援策としては、公務員志望学生に向けた公務員講座やアク
ティブセンター（生涯学習センター）が主催する「行政書士」「宅地建物取引士」などの
資格取得のための各種講座が設けられている。本学には警察官志望の学生が多く入学し、
採用実績数も千葉県内ではトップクラスを誇っており、この公務員講座が大きな役割を
果たしている。また、アクティブセンターの講座を学生が受講する場合、受講料が半額
となる上、資格を取得した際には学友会から支援金が与えられるといった奨励策が行わ
れ、さらに商学部では資格取得講座の単位認定もあるため、学生が資格取得を目指しや
すい環境を提供している。
学生が授業以外に自主的に学習する場としては、大学直轄の研究室が設けられており、
それぞれの目的に応じて学生は、「経理研究室」「行政研究会」「法制研究室」に所属し、
担当教員や上級生の指導を受けながら学習を行っている。各研究室には専用の学習スペ
ースが与えられており、教材や資格取得を支援する補助も行っている。教職課程を履修
している学生に対しては、専用の「教職課程スタディルーム」が用意されており、椅子・
机・白板の基本的な設備のほか、書棚には多数の中学・高校教科書、教員採用試験参考
書などが揃い、勉強とともに模擬授業なども行うことができるスペースとなっている。
また、情報関係の自主学習の場として、スタディルームが設けられており、管轄する情
報メディア課ヘルプデスクには担当スタッフが配置され、情報関連の授業の支援を行う
他、授業時間外における学生の自主的学習のサポートも行っている。
日常の生活においては、教員と教務課・学生課・国際交流センター・学生サポートセ
ンターとが連携し、学生の生活および学修に対するサポートを実施している。学生サポ
ートセンターでは、ピア・サポーター（上級生による学生支援ボランティア制度）から
の助言等が必要な場合、学生によるアドバイスも行っている。近年においては友達が作
れない、悩み事を誰にも相談できないなどの学生も増えており、そういったストレスが
原因で不登校や成績不良に陥る学生が少なからず在籍し、ドロップアウトにつながって
いるケースが見られる。本学ではそのような学生への対策として、多くの学生が気軽に
立ち寄ることができ、何でも相談できる場所として、2008 年に学生サポートセンターを
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設置した。そのドロップアウト対策の具体的な取り組みとして、各期（各セメスター）
の授業開始 2 週間という早い時期に出席状況を調査・把握し、出席不良学生を対象とし
て、電話や面談による指導を通じて学習方法の改善や授業への出席を促している。
障害のある学生への支援については、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律（障害者差別解消法）
」の施行にともない、障害者への不当な差別的扱いが禁止される
と共に、合理的配慮が、私立大学では努力義務となることを受け、2015 年 10 月に障害学
生支援策定ワーキンググループを設け、障害学生への支援システムを立ち上げるべく検
討を開始した。さらに、2016 年 4 月 1 日には「障害のある学生への修学支援に関する中
央学院大学の基本方針」と「障害支援ネットワークに関する規程」（資料 6-2）を制定し
た。支援する組織の名称を「障害学生支援ネットワーク」とし、ホームページや配布物
において周知を図り、取り組みを開始した。障害学生支援の初年度となる 2016 年度は 5
名の学生から、2017 年度は 7 名の学生から修学支援の申請があり、支援に関しての定期
的な専門会議を開催し、支援の調整・評価を行っている。
ピア・サポーター（上級生による学生支援ボランティア制度）による学生を支援する
活動も行っており、2 年生以上の学生からピア・サポーターを募集し、「履修に関する相
談」や「春・秋の交流会」
、
「学修支援」など年間を通じてさまざまな活動を行っている。
学生への指導記録は「学生カルテ」を利用し、
「いつ、誰が、誰に、どのような指導を
したか」について情報を入力し、アクセス権限が認められている担当教員・職員が指導
履歴を確認できるようにし情報の共有を図っている。
学生に対する経済的支援措置としては、日本学生支援機構の奨学金制度の他に、本学
独自の特待生・奨学生制度がある。
「特待生・奨学生選考規程」
（資料 6-3）及び「中央学
院大学特待生・奨学生の奨学金支給に関する細則」（資料 6-4）に基づき、入試委員会や
学生委員会、特別教育指導センターにおいて選考を行い、教授会の議を経て学長が決定
する。
新入生における特待生種別は、入学金、授業料年額ならびに施設設備費の納入免除（新
入生第 1 種特待生）、入学金、授業料年額の全額免除（新入生第 2 種特待生）、入学金、
授業料年額の 2 分の 1 免除（新入生第 3 種特待生）、入学金の免除（新入生第 4 種特待生）、
授業料年額の 2 分の 1 免除（新入生第 5 種特待生）となる。また、在学生における特待
生種別は、授業料年額ならびに施設設備費の納入免除（在学生第 1 種特待生）、授業料年
額の全額免除（在学生第 2 種特待生）、
授業料年額の 2 分の 1 免除（在学生第 3 種特待生）、
授業料年額に相当する額を年 2 回に分割して支給する（在学生第 4 種特待生）となる。
さらに、奨学生については、在学生において成績優秀かつ学費の支弁が困難である者に
対して授業料の 2 分の 1、3 分の 1、4 分の 1 および 10 分の 1 に相当する額を年 2 回に分
割して支給するものである。
支給実績については、2015 年度は特待生 299 名、奨学生 93 名、2016 年度は特待生 339
名、奨学生 79 名、2017 年度は特待生 331 名、奨学生 79 名となっている。
この他、大学の後援会や学友会の原資を基にした奨学金制度がある。学友会の奨学金
制度では、給付と貸与（無利子）があり、審査を行った上で半期授業料相当分の支援を
行っている。後援会の学生奨学融資制度（無利子）においては、成績優秀にもかかわら
ず、授業料が納められない学生などを対象に緊急の融資を行っている。
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外国人留学生に対するものとしては、日本学生支援機構の学習奨励費の他に、本学独
自の特待生・奨学生制度がある。「私費外国人留学生特待生・奨学生に関する規程」（資
料 6-5）に基づき、入試委員会や学生委員会において選考を行い、教授会の議を経て学長
が決定する。特待生・奨学生の種別は、新入生に対して入学金及び授業料の全額免除（特
待生）、授業料の半額免除（奨学生）
、2 年生以上に対して 25 万円・20 万円・15 万円・10
万円・5 万円支給（奨学生）となっている。支給実績については、2015 年度は奨学生 32
名、2016 年度は奨学生 26 名、2017 年度は奨学生 14 名となっている。
この他、外国人留学生については「中央学院大学私費外国人留学生の授業料減免に関
する規程」
（資料 6-6）及び「中央学院大学外国人留学生授業料減免取扱基準」
（資料 6-7）
に基づく学費減免制度がある。この規程に基づく授業料の減免額は、当該留学生の授業
料の 30%となっている。
また、
「中央学院大学大規模災害罹災学生に対する学生納付金減免規程」
（資料 6-8）に
基づき、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による被災者および平成 27 年 9 月
関東・東北豪雨による被災者に対し、被災状況に応じて学費減免（入学金、授業料、施
設設備費）を行っている。減免総額は、2015 年度は 10 名の学生に対し 4,325,000 円、2016
年度は 10 名の学生に対し 5,462,500 円、2017 年度は 4 名の学生に対し 1,687,500 円とな
っている。
(3)学生の生活支援は適切に行われているか。
外国人留学生の日本国内における生活相談・支援を行う国際交流センターや心身の健
康保持・増進及び安全・衛生への配慮を推進するため保健センター及び学生相談室を設
置している。
ア．国際交流センター
国際交流センターには、専任のセンター長、課長及び 2 名の専任職員を配置し、留
学生のサポートに当たっている。年間 3 回実施のガイダンスにおいては、学内、学外
双方の奨学金情報、留学ビザ更新のための諸手続きに関する情報等を提供する。年度
当初のガイダンスでは、とりわけ新入学者に対する、日本で生活するために必須とな
るルールやマナーについて、時間を割き指導がなされていると同時に、修学支援、健
康管理及び入管に係る手続き等が網羅された「留学生キャンパスガイド」（資料 6-9）
を配布し、留学生各々が円滑に生活を送れるよう対応している。更に講義における出
欠確認とは別に、在籍管理として、週に一度、国際交流センターにて、講義出席状況
確認を行うとともに、生活状況の確認も実施し、健全なる留学生活の保全を図ってい
る。
留学生と日本人学生との交流については、講義の中での接点はもちろんであるが、
大学祭や、地域の行事への参加及び新入生歓迎会等を開催し、学生相互の融和を図っ
ている。また、地域の要請による小・中学校、高等学校での出張授業等にも積極的に
参加することで留学生自身の成長にも努めている。
さらには日本文化への理解と見識を深めることを目的として、実地見聞を定期的に
実施している。日本国内にある世界遺産や、日本の伝統文化である相撲観戦等を通じ、
学業とはまた違った視点から、留学生としての素養の向上に努めている。
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日本人学生の留学支援については、協定に基づいた淡江大学（台湾）、京畿大学（韓
国）への交換留学の他に、学生の多様なニーズに対応した、留学支援プログラムを用
意している。学内のコンセンサスを得て、協力企業によるアウトソーシング形式にて
実施している。
イ．保健センター
保健センターには、看護師及び保健師の資格を持った専任職員が 1 名常駐しており、
さらに、委嘱された校医が月 1 回程度来校している。その他、看護師の資格を持った
非常勤職員が専任職員の不在時などの対応を行っている。保健センターでは、応急処
置の他、希望者への健康相談を日常的に行っている。また、毎年 4 月中の 3 日間を利
用し、学生の健康診断を実施。受診結果（健康診断受診結果報告書）及び健康診断証
明書の発行、要検査者への受診指導を行っている。
法人は、「学校法人中央学院衛生管理規則」（資料 6-10）に基づき衛生委員会を設置
し、学生・教職員等の身体の危険または健康障害を防止するための基本対策などにつ
いて審議し、衛生委員会で決められた方針に基づいて、学生・教職員の健康増進対策、
日常的な感染症予防対策、学内での学校感染症発生時の集団感染防止対応などを行っ
ている。
ウ．学生相談室
学生相談室は平日 5 日間開室し、スタッフは「臨床心理士」「大学カウンセラー」の
資格を持った専任カウンセラー1 名、非常勤カウンセラー1 名を置いている。加えて 2016
年度から教員兼担カウンセラー1 名を加えた。教員兼担カウンセラーは臨床心理士の資
格を有しており、週 1 回 1 コマ在室し、学生やその保護者への相談、心理教育プログ
ラムの提供等にあたっている。これによって学生への援助や活動の幅が広がった。
学生相談室の利用状況をみると、2015 年度の利用人数は 59 名、延べ利用人数は 454
名であり、2016 年度には利用人数 83 名、延べ利用人数 474 名であった。学生相談室で
は学生の個別相談の他に、保護者相談、教職員へのコンサルテーション、学外機関と
の連携、グループワークの提供等を行っており、それらを併せた全体の延べ利用人数
は 2015 年度 1,092 名、2016 年度 1,030 名であった。グループワークとは心理教育の一
環で、学生の自己表現や自己・他者理解、対人関係の発展などの機会となるプログラ
ムを提供するものである。年間を通して定期的に開催する「茶話会」は開室中の週に 1
回 1 時間、学生同士がカウンセラーも交えて自由に語り合う時間としている。2015 年
度は全 28 回、延べ利用人数 198 名、2016 年度は全 28 回、延べ利用人数 119 名であっ
た。また、単発プログラムは年 3 回ずつ企画、テーマは「自己分析ミニ講座」「聴き上
手ですか？」
「ストレスミニ講座」「就活～はじめの一歩～」
「クッキング」などであっ
た。
「新入生アンケート」の取り組みも継続的に行っている。これは新入生を対象に、
心身における不調や困り感の早期発見・早期支援を目的とするもので、新入生が記入
したアンケートをもとに新入生の全体傾向を把握して学内で共有、教職員による学生
対応に活用したり、気になる回答を示した学生には学生相談室から個別フォローを行
ったりしている。2016 年度にはアンケート内容の改訂を行った。使用していた尺度を
短縮版に置き換え、新たな尺度を加えたことで、学生に負担をかけることなくより多
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角的な情報を得られるようにした。個別フォローの中で学生に障害があり支援を必要
としていることが判明した学生には、本学の障害学生支援ネットワークのしくみにつ
いて説明し、希望があれば支援につなげている。
また、学生支援には学内連携が欠かせないことから、保健センター、学生課、教務
課、国際交流センター、就職課、学生サポートセンター、学生相談室の教職員が集ま
って「合同カンファレンス」を適宜開催、学生支援に関わる情報共有や対応相談を行
っている。
さらに、学生相談室では精神科医を委嘱し、開室中の月 1 回、「こころのドクター相
談」として学生からの心身に関する相談への対応や教職員からの学生対応相談の時間
を設けている。精神科医にはカウンセラーのケーススーパービジョンも依頼している。
上記の内容は学生相談室が毎年作成している「学生相談室活動報告書」（資料 6-11）
に記載されている。この報告書は学内の専任教職員と学外の関係大学に配布している。
(4)学生の進路支援は適切に行われているか。
大学ホームページに、「キャリア支援」（資料 6-12）を掲載し、就職支援について学年
別に解説している。この支援は、学生が早い時期から自分の将来を思い描くことができ
るよう 1 年次から順を追って組まれている。まず、入学と同時に「自己発見レポート」
が行われる。これは、学生が職業に対する適性を知るための性格テストで、結果が 5～7
月に行われる学部毎の合同ゼミナールでフィードバックされる。また、法学部では学習
内容と実社会を結び付ける産学連携行事「社会人と語ろう」と正課科目「キャリアデザ
イン」が実施される。商学部では、2 年次より始まるベスト・ジョブ・プログラム（以下、
ＢＪＰ）のプレ講座が実施される。夏季休暇中にはリメディアル教育として「数学検定
講座」
「日本語検定講座」
（いずれも文部科学省後援）が実施されている。1 年次の終わり
には「自己プログレステスト」が行われ、入学当初（自己発見レポート）と比較して変
化・成長の跡を確認することができる。2 年次には、その結果を踏まえた「自己プログレ
ス結果ガイダンス」（4 月）や適職傾向を診断する「キャリアガイダンス」（6 月）
、「自治
体インターンシップ」
（8・9 月、派遣先：千葉県警、我孫子・柏・松戸・流山・野田・白
井・鎌ヶ谷・浦安・船橋・取手・石岡・守谷・龍ヶ崎・越谷の各市役所）「公務員＋民間
企業筆記試験対策入門講座」（3 月）が実施される。商学部では「キャリアデザインⅠ」
（2 単位）によってＢＪＰがスタートする。更に就職活動が本格化する 3 年次には、「就
職ガイダンス」（5・9・1 月）、「日経就活サポート講座」（6・7 月）「千葉県警察本部施設
見学会」（8 月）、「女子学生就活力アップセミナー」「ＯＢ・ＯＧが語る職場環境の実態」
「内定者が語る就職活動の実態」「人事担当者座談会」「川村学園女子大学生とのグルー
プ・ディスカッション」
（11 月）の実施により、広報解禁日に向けた実践力が養われる。
商学部のＢＪＰは「キャリアデザインⅡ､Ⅲ」
（各 2 単位）に引き継がれる。3 月には「学
内企業セミナー」「国家公務員採用説明会（専門職）」「ふるさと就職相談会」が実施され
る。このうち、学内企業セミナーは、企業の人事採用担当者を大学に招き、ブース形式
で学生が会社説明を受けるもので、2017 年度には 4 日間で 100 社の企業が参加した。2017
年度よりスタートしたキャリア・サポート・スタッフ活動では、3 年生 20 名がセミナー
の参加企業を自身で選び、企業訪問やゼミナールや一般授業での広報を担当した。その
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他、3 年生公務員志願者には「公務員試験対策講座」が年間を通して行われ、「ＳＰＩ３
体験」「Ｐｏｗｅｒ Ｕｐ講座（ＳＰＩ３模擬試験の結果による選抜者対象）」「クレペリ
ン検査」「ビジネスマナー」「履歴書の書き方講座」「業界・職種研究」「夏季インターン
シップ講座」「インターンシップ事前研修」「外国人留学生就職ガイダンス」等の講座も
実施されている。4 年次には年間を通じて「学内企業セミナー（第 2～12 回）」が開催さ
れ、「100 社求人フェア」「ハローワーク大学出張相談」等と併せた支援がなされている。
また、「意欲を高める」「学びと社会」
「目標立案」といった内容をまとめた『マイ・キ
ャリア・ノート』（資料 6-13）、「自分の魅力を見つけよう」「企業・職業のことを勉強し
よう」「アプローチを開始しよう」といった内容をまとめた『キャリア・ハンドブック』
（資料 6-14）などの就職活動用冊子を全学生に配布している。
さらに、障がい学生の就労支援のため、就職課に担当スタッフを置き、障がい者就職
支援業者の株式会社サーナワークス研究所、株式会社ジェイブロード等と連携し、障が
い者雇用促進企業などの情報を収集しながら、支援を行っている。
現在、就職部就職課には 5 名の専任職員がおり、学生のキャリア形成支援を行ってい
る。また、各学部から選出された 7 名の教員及び就職部長から構成された就職委員会に
よって、キャリア支援に関わる基本方針、改善計画などが審議されている。
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
新入生に対して行われている「プライムセミナー」では、不安を抱えがちな入学時期
において同級生だけでなく先輩学生や教職員とも知り合うことで、新入生は授業開始後
の学生生活をスムーズにスタートさせ、週 1 回の 1 年次必修ゼミにも馴染むことができ
ている。また、新入生を支援する側の上級生学生スタッフは毎年参加する学生も多く、
他人のために自らの労力を惜しまないボランティア精神を備えたリーダーを養成する場
として効果を上げている。法学部フィールドスタディーズコースで実施している入学
早々の合同合宿研修は、同コースでの学びのコンセプトを新入生に浸透させ、現場主義
というコース教育の軸を肌で実体験させるとともに、仲間づくりができることによって
スムーズに学生生活に馴染んでいけるという点で高い効果を発揮している。
ドロップアウト対策での取り組みでは、出席不良学生対策と成績不良学生対策が中心
となるが、両者に対し前向きに授業に取り組む姿勢を持たせる指導を教職員と学生スタ
ッフが連携して行ってきた。その結果、2014 年度までは退学者と除籍者の合計数が 190
名以上で推移していたが、2015 年度は 145 名、2016・2017 年度は 141 名と 50 名ほど退
学・除籍者を減少させる事ができ一定の成果がみられた。付属高校からの入学者が多い
ことから、付属高校の教員との連携を密に取り、詳細な学生情報を得て適切な指導に繋
げられている。
ピア・サポーターによる取り組みでは、新年度に向けてのウォーミングアップセミナ
ーとして、3 月中旬に学修支援行事を 2 日間開催し好評を得ており、2015 年度は 44 名、
2016 年度は 49 名、2017 年度は 41 名の学生が参加した。
また、ピア・サポーターとなった学生は、イベントを通じ自らを成長させる機会が得
られる他、リーダーシップやコミュニケーション能力向上の機会となっている。
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障害学生支援においては、「障害学生支援ネットワーク」を組織して、昨年度から取り
組みを開始しており、修学支援申請者は 2016 年度 5 名、2017 年度 7 名であった。申請学
生にはそれぞれ要望に添った支援を行ってきており、支援学生はすべて現在就学してい
る。さらに、2017 年度には「障害学生支援対応マニュアル」（資料 6-15）を作成し、よ
り充実した支援を行っている。
本学独自の奨学金制度における特待生・奨学生の対象者は、前回の報告書に記載した
2012 年度の実績である特待生 111 名・奨学生 103 名に対して、2017 年度実績は特待生 331
名・奨学生 79 名と特待生の学生が大幅に増えており、その充実が図られている。
また、進路支援の一環として実施されている公務員講座受講者は 2016 年度において 3
年生 85 名、2 年生 94 名。また、アクティブセンターにおける資格取得支援関連講座とし
ては 2016 年度 MOS Word 15 名、MOS Excel 7 名、秘書技能検定 2 級 10 名、行政書士 1 名
宅地建物取引士 5 名、FP3 級 6 名、日商簿記 3 級 6 名などとなっている。
さらに、2015 年度からスタートした商学部の「ベスト・ジョブ・プログラム」は、1
年次から就業についての意識を高める 3 年間のプログラムであり、2017 年度の履修者は
1 年次秋セメスター49 名、2 年次春 32 名、3 年次春 26 名、3 年次秋 23 名となっており、
2018 年度の就職活動での成果が期待される。
経済的支援においては、2012 年度に制定された「中央学院大学大規模災害罹災学生に
対する学生納付金減免規程」（資料 6-8）に基づき、東日本大震災及び原子力発電所の事
故により被災された保証人と平成 27 年 9 月関東・東北豪雨により被災された保証人を対
象として 2017 年度も支援を継続している。
保健センター関連では、2012 年 4 月に学校保健安全法に規定されている「学校におい
て予防すべき感染症」にかかった場合の対応についての取り決めが行われて以降、ホー
ムページを通じて学生に周知し、学校感染症の罹患時には大学へ報告させ、発生の早期
把握と速やかな感染拡大防止に努めている。2016 年度末、体育会所属団体において 2017
年度の入学予定者 1 名が練習参加中に麻しんに罹患していることが判明した際に、松戸
保健所と連携を図り、学内に危機管理対策本部を設置して校医の指導のもと速やかに対
応した結果、感染を拡大させず終息した。
また、学生等に配布された「緊急時対応マニュアル（携帯用）」
（資料 6-16）とは別に、
各教室に「急病人・けが人発生時の対応マニュアル」
（資料 6-17）を備え付け、教員など
が緊急時に必要な措置ができるよう取り計らった。また、感染症予防のため、大学の入
口及び各建物の入口に手指の消毒液を置いている。さらに、保健センターでは、該当学
生の入学時に、現病・既往歴・アレルギー・運動制限などを含めた疾病の把握を行い、
必要な措置を講じるため、担当教員や関連部課との連携を行っている。また、学生に対
しメンタルサポートを含めた健康相談も行っている。さらに、感染症の予防・発症及び
蔓延時の対応を含め、組織的かつ万全の準備が進められている。
学生相談室関連では、2014 年度に配布した「教職員対象・学生対応ハンドブック」
（資
料 6-18）の改訂を 2017 年度に行った。障害学生支援やセクシャル・マイノリティに関す
る内容が追記されている。また、相談につながらないものの支援が必要だろうと思われ
る潜在学生へのアプローチとして、2015 年度から毎年、心理学の授業担当教員と「エク
ストラクレジット」の試みに取り組んでいる。これは心理学の授業において学生が大学
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生活の不安に関する心理テストを受検した後に学生相談室の利用を案内し、希望者には
学生相談室での相談体験を提供するものである。現在大学生活に不安を抱えている学生
に対しては相談の端緒としてもらうこと、また、現在困っていることがない学生に対し
ても学生相談室に対する肯定的イメージを獲得してもらい、今後困ったときに利用する
ことができるようにすることを目的としたものである。体験利用者は 2015 年度 6 名、2016
年度 24 名、2017 年度 16 名おり、一定の効果があがっていると評価できる。
グループワーク「茶話会」は全学生を対象とした語り合いの場で、自己表現、交友関
係づくり、居場所の機能等を有している。コミュニケーションに苦手意識を持つ学生が
茶話会で試行錯誤をしながらコミュニケーション力や社会性を身につけ、個別相談で自
己理解を深めるという併用利用も複数見られる。それらの中には障害特性を持つ学生も
おり、障害学生支援の一端も担っているといえる。
学生のキャリア形成支援は、文部科学省の大学改革推進等補助金を受け 2009 年度から
始まった「将来の自分を見据え、今に学ぶ学生を育むキャリア支援」において、入学時
からのキャリア支援を通じて単に就職支援を行うだけでなく、学生の将来像を意識させ
ることにより、大学での学びに具体的な達成目標を持たせ、学修への意欲的な取組みを
導き出すことを目的としたプログラムを継承している。当時、この取組みの一環として
キャリア・サポートシステムの構築が行われ、就職を見据えた学生のキャリア形成過程
に関するデータの整理、つまり履修状況や生活状況、将来に向けての意識、自己発見レ
ポートや成長度調査によって把握された客観的データが統合され、本データをゼミナー
ル指導教員などが適切に活用することにより、学修・キャリア支援を主とした大学生活
全般にわたる支援体制の充実が図られてきた。
本学は、警察官採用者数が千葉県で常に上位の実績を誇っており、警視庁や千葉県警
をはじめ各地の警察で多くの卒業生が活躍している。法学部では、より多くの本学出身
者が警察官として活躍できるよう、2014 年度入学生から「公務員特別演習Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ」
を、2016 年度には「公務員論」を新規開講した（各 4 単位）。さらに、2018 年度から文
章理解の対策に特化した「公務員特別演習Ⅰ」を新たに開講し、公務員を志望する学生
への支援を拡充させている。
②改善すべき事項
効果が上がっている事項にも述べているが、退学・除籍者の人数が減っているものの、
依然として 150 名弱の学生が大学を辞めている現状に鑑み、効果のあるドロップアウト
対策を講じて退学・除籍者数を減らす努力を継続する。学生との関係を密にするため、
より一層の面談指導の取り組みを行う。具体的には、ドロップアウト対策の対象者を全
学年に拡充し、教員に対しては出席不良者の調査提出を徹底し、担任としての指導強化
を依頼し、対象学生に対しては密に電話連絡して面談に繋げる。状況により保護者との
面談も併せて実施し指導する。また、学生のピア・サポーターを養成、適宜配置して相
談しやすい環境を充実させる。
就職においては、従来の公務員養成に留まらず外国人留学生や障がい者の就職実績の
向上を目指し、それぞれ国際交流センター、障害学生支援ネットワーク、学生相談室と
組織内の有機的な連携を強化する。
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３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
退学・除籍者を減らすため学生指導においては教職員と学生スタッフで連携し、早期
に連絡することで指導に効果が得られているので、その取り組みを継続する。また、保
護者にも連絡することにより学生の現況把握ができ、より一層効果が上がっている。
学生に向けたイベントは、ピア・サポーターが主体となり、学部や学年を問わず気軽
に参加できるように心掛けている。イベントに参加した学生からは、相談の受け答えが
大変良かったという意見や有意義な時間が過ごせたなどの声が多いので、今後ともピ
ア・サポーターの意見や企画を取り入れながら、学生による学生のためのイベントとし
て充実させていきたい。
キャリア支援においては、100 人以上の公務員合格を目指す「公務員 100 人構想」の実
現に向け、2018 年より法学部教務委員会主導による「公務員夏期集中講座」を企画して
いる。
②改善すべき事項
多様な学生に応じた適切な支援を推進するために、現在使用している学生情報システ
ムを速やかに更新する必要がある。ＳＮＳによる情報伝達がますます発展していく社会
において、学生が積極的に活用できるポータルサイトの導入も含めて、学生支援体制が
有効に機能するよう改善を進める。将来的には現在事務局の各部署で使用しているデー
タ管理システムを統合していくことも視野に入れ、平成 29 年度に組織した学内教職員か
らなる「教学マネジメントシステム構築ワーキンググループ」が主体となり、第一段階
として平成 30 年度中に新しい教学マネジメントシステムを選定し、平成 31 年度予算に
計上して新システムの導入を行った後、次の段階ではポートフォリオや保護者管理、卒
業生管理等を含む全学的なシステム構築を目指す。
また、教職員の学生対応には幅広い知識が必要なことから、外部の研修会・研究会に
積極的に参加し、多くの知識、情報が得られるようにしていきたい。
就職においては、学生の就職への意識を高めるために教職員の支援が欠かせない。時
代に対応したキャリア形成を図るため、日々教育現場で学生と接する教員と就職部と更
なる情報共有を図る必要がある。
４．根拠資料
6- 1

障害のある学生への修学支援に関する中央学院大学の基本方針

6- 2

障害支援ネットワークに関する規程

6- 3

特待生・奨学生選考規程

6- 4

中央学院大学特待生・奨学生の奨学金支給に関する細則

6- 5

私費外国人留学生特待生・奨学生に関する規程

6- 6

中央学院大学私費外国人留学生の授業料減免に関する規程

6- 7

中央学院大学外国人留学生授業料減免取扱基準

6- 8

中央学院大学大規模災害罹災学生に対する学生納付金減免規程

6- 9

留学生キャンパスガイド 2017
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6-10

学校法人中央学院衛生管理規則

6-11 学生相談室活動報告書 2016
6-12

中央学院大学ホームページ

キャリア支援

URL：http://www.cgu.ac.jp/job/tabid/1208/Default.aspx
6-13

マイ・キャリア・ノート 2017

6-14

キャリア・ハンドブック 2017

6-15

障害学生支援対応マニュアル

6-16

緊急時対応マニュアル（携帯用）

6-17

急病人・けが人発生時の対応マニュアル

6-18

教職員対象・学生対応ハンドブック
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７．教育研究等環境

７．教育研究等環境
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。
中央学院大学の教育研究環境の整備に関する基本概念は、コンパクトだが快適かつ機
能的なキャンパスの構築である。大学が目指す教育の一つは、大学案内に示されている
とおり、「STAND BY YOU（一人ひとりに寄り添い、支える教育）」である。そのために本
学では、施設設備等の充実とともに、その環境美化にも努めている。キャンパスが物理
的にも、また雰囲気においても学生と教職員が共に寄り添える、居心地の良い学習及び
生活空間環境を提供している。毎年、学生自治会やゼミごとに行われるクリーン・キャ
ンペーン（学内及び通学路のゴミ拾い）や、マナー向上キャンペーンによる職員の見回
り（ポイ捨てなどの注意）及びゴミ拾いなどによって、ゴミのないキャンパスが実現さ
れている。また、委託業者による徹底した清掃や緑化及び鉢植えの花などによって、校
内はいつでも美しく保たれている。さらに、「ブロークン・ウィンドウズ理論」に則り、
破損した椅子などは早急に補修・交換などの措置が施されている。
大学の具体的な教育研究環境の整備に関する方針は以下のとおりである。
・ 校地は、教育にふさわしい閑静な環境とし、学生が休息その他に利用するための適当
な空地を確保する。運動場については、できるだけ隣接地もしくは移動時間を要しな
い場所に設けることとする。
・ 施設・設備に関しては、教員の研究成果及び学生の学習効果が期待できる快適な環境
を整備する。
・ 情報関連では、全学生を対象としたコンピュータの利用環境を整備し、コンピュータ
をいつでも使用できる自習環境を構築する。
・ 障害者への配慮及び地域住民への大学の開放の観点から、バリアフリーな施設を目指
す。
(2)十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。
常磐線我孫子駅から約 1.6km 離れた我孫子市久寺家に久寺家キャンパス（校舎、図書
館、体育館、学生会館、クラブ棟、多目的グラウンド、テニスコート、駐車場等）、我孫
子市つくし野につくし野総合グラウンド（野球場、サッカー場、ゴルフ練習場）
、館山市
に中央学院大学セミナーハウスがあり、合わせて約 117,600 ㎡の土地を所有する。また、
陸上多目的グラウンドや駐車場用地等として約 24,400 ㎡の借用地を使用している。
校舎は、本館（8 階建、約 10,900 ㎡）に教室、アクティブセンター、社会システム研
究所、事務室、会議室及び役員室等が配置されている。また、6 号館（9 階建、約 19,000
㎡）には一般教室の他、ＰＣ教室、ＣＡＬＬ教室、ＡＶ教室、パソコンヘルプデスク、
学生サポートセンターなどが配置されている。さらに、5 号館（2 階建、約 2,300 ㎡）
、
研究棟（10 階建、約 4,400 ㎡）、図書館（4 階建、約 2,900 ㎡）
、体育館（3 階建、約 3,800
㎡）、クラブ棟（4 階建、約 1,800 ㎡）
、学生会館（3 階建、約 3,800 ㎡）などがあり、そ
れらの総施設面積は約 49,000 ㎡となっている。
キャンパス・アメニティは、まず正面研究棟前（ドルフィン広場）と研究棟後方（セ
ンター広場）の二つの広場を設け、ゆとりのある空間を作り出していることが挙げられ
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る。ドルフィン広場には、東京芸術大学元学長の宮田亮平氏作のイルカのモニュメント
が設置されている。そのコンセプトには、天空に舞い踊るイルカの群れ（学生たち）が
未来に向かって大きく羽ばたくように、そして愛され、癒されて立派に巣立っていくよ
うに、との願いが込められている。また、多くのベンチとともにシラカシやサクラなど
の樹木が植えられ、学生にとっての憩いの場所となっている。この他、図書館と 6 号館
の間に緑地広場が設けられている。
学生にとっての憩いの場となるスペースおよび食事場所については、十分な環境が整
っているとは言い難い状況にある。とくに食事場所と内容に関しては、必要十分な席数
と食育の観点に立った需要を満たす内容の食事を提供できていない。麺類を中心とする
中華食堂と軽食中心のカフェがあるが、席数・内容・対応能力が需要を支えることがで
きず、多くの学生が学内にあるコンビニでカップ麺やおにぎり・唐揚げなどの軽食で済
ます状況になっている。運動部の学生が多い本学の特性に照らしてみても、安価に十分
な栄養を摂れる食環境の早急な整備が必要といえる。
アメニティについては、屋外に限らず建物内においても概観することができる。まず、
本館 1 階には、
「波動」という海原の波のうねりをダイナミックに表現した陶壁が飾られ、
2 階及び 4 階にあるピカソの絵画（高額複製画）とともに芸術への興味を喚起している。
また、学生会館 1 階の「青春の譜」
、6 号館 1 階の商の神「ヘルメス」や法の神「テミス」
など、長崎の「平和祈念像」で有名な北村西望の弟子、柏市出身の神野義衛氏によるブ
ロンズ像なども設置され、建物内の景観も配慮されている。こうした芸術作品の多くは、
後援会からの寄贈によるものである。さらに、本学の環境整備の方針、居心地の良いキ
ャンパスを具現するため、6 号館及び本館内に様々なデザインの椅子を設置し、学生の憩
いの場を提供している。6 号館の建物自体も、1 階ホールから見上げる大きなアトリウム
や移動のためのエスカレーターなどによって開放感のある、快適な空間が演出されてい
る。本学の施設においては、6 号館竣工時（平成 8 年 3 月）からウォシュレット型トイレ
を導入するなど、衛生面のみならず、学生の快適なキャンパス・ライフのための様々な
配慮を行ってきている。また、2015 年 12 月にキャンパスに隣接する多目的グラウンド
（16,656 ㎡）を取得した。
施設等の管理に関しては、東日本大震災後、建物の検査を行ったが、通常は特殊建築
物法令点検により、建物は 3 年に 1 度、設備は 1 年に 1 度、点検を実施している。また、
1 年に 2 度、上水水質検査を行っている他、1 ヶ月に 1 度、エレベーター・エスカレータ
ーなどの点検を行っている。建物の補修については、2016 年度より 3 年計画で 6 号館空
調設備（ＥＨＰ）の更新を実施中。また、2017 年度には研究棟エレベーターを更新した。
2017 年度より一部照明機器をＬＥＤ化、2018 年度には学内全面ＬＥＤ化を目指している。
2015 年度にクラブ棟のトイレおよびシャワールームを改装した。
設備面、特に情報機器については現在、学生用としてＰＣ教室、ＣＡＬＬ教室、自習
室、学生サポートセンター自習用、大学院、図書館、教職課程スタディ用など 500 台以
上、教員用として 100 台以上の PC を設置している。2015 年度には、ＰＣ教室（6 教室）
の機器を最新のものに更新した。また、2016 年度・2017 年度には、本館大教室・ゼミ室・
ＰＣ教室（6 教室）のＡＶ機器の更新を行い、2018 年度より 5 号館および 6 号館のＡＶ
機器の更新を計画している。こうした情報機器に事務用を加えた機器の更新については、
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毎年の予算を考慮したうえで、必要に応じ行っている。
主な教室棟となっている本館及び 6 号館等は、東日本大震災クラスの地震に十分耐え
うる構造となっているが、学生の安全を図るうえで必要となる避難訓練、防災訓練を適
宜実施している。この防災訓練にあたっては、「中央学院大学大規模地震対応消防計画」
（資料 7-1）に基づき編成された自衛消防組織の避難誘導班などを含め、学生及び教職員
の参加・協力により行っている。
中央学院大学では、2009 年 5 月に「中央学院大学危機管理規程」（資料 7-2）が制定さ
れ、2011 年 3 月に起きた大震災時には、この規程に基づき危機対策本部が設置され、様々
な対応に当たった。その際、非常時に備えた様々な物品の備蓄の重要性が議論され、2011
年度以降、予算措置を行いながら備蓄の充実を図っている。また、2012 年度から、大学
からの連絡や緊急情報を学生に知らせるメール配信サービスを開始し、学生が登録した
メールアドレスに、学校行事等に関する案内や台風などによる休講案内の他、学生の呼
び出し、緊急連絡などの情報を発信している。
学内の衛生管理においては、「学校法人中央学院衛生管理規則」（資料 7-3）に基づき、
学生・教職員等の健康の保持、その他学習及び労働環境の整備向上に必要な措置を講じ
ている。その一例としては、インフルエンザ感染拡大防止のため、学生に対し「学校に
おいて予防すべき感染症にかかった場合の対応について」
（資料 7-4）という掲示及びホ
ームページでの情報提供を行っている他、「学校で予防すべき感染症（学校保健安全法）
罹患者報告」を必要な学内関係者に即時にメールで流し、情報の共有とともに早急かつ
適切な対応措置を図っている。その内容は、提供相手によって異なるが、保健センター
での受付日、医療機関受診日、診断名、医師の指示、大学最終登校日、所属サークル等、
感染症ランク（Ａ警戒、Ｂ要注意、Ｃ経過観察）、体温、経過などとなっている。
学内の空気環境測定については、専門業者に依頼し、定期的に学内の酸素・二酸化炭
素・湿度などの測定を行っている。
(3)図書館、学術情報サービスは十分に機能しているか。
本学の図書数(2017 年 3 月 31 日現在)は、和書 223,629 冊、洋書 75,978 冊、計 299,607
冊である。現代教養学部新設のため、2016 年度は、6,000 冊近くの図書を受け入れたが、
平常の年度は約 4,000 冊の図書を受け入れている。教育研究上必要な図書は各学部が選
出した 17 人の選書教員が書店の見計らい図書から選書して購入している。ただし、教員
が希望する 100 万円以上の高額図書は規程により図書委員会の審議後に購入している。
また、学生が希望する図書は基本的に購入しているが、希望者以外に利用が少ないと考
えられる趣味的な図書や、高額で公共図書館が所蔵する図書は、図書館長の判断により
購入している。
蔵書コレクションは、現図書館開館時に購入した「バートランド・ラッセル文庫（哲
学）洋書 418 点」、「ヴィトゲンシュタイン文庫（哲学）洋書 168 点」、法学部開設時に購
入した「グスタフ・ラートブルフ文庫（ドイツ法）洋書 275 点」、本学縁故者より寄贈が
あった「小関文庫（行政学・地方自治）和洋書 4,187 点」
、「藤原文庫（米政治史）洋書
883 点」、「花井文庫（明治初期法律）和書 215 点」、「関文庫（政治・経済・法律）和書
257 点」、
「梶谷文庫（法律）和洋書 1,764 点」、
「弁護士会文庫洋書 790 点」となっている。
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その他、地域資料を収集した「手賀沼周辺文化コレクション（千葉県・茨城県地域史）」
がある。また、提携校の「メンフィス大学」、
「淡江大学」より寄贈のあった資料も所蔵
している。
学術雑誌は年 1～2 回、次年度購入予定の雑誌一覧表を作成して図書委員会で審議して
いる。次年度購入予定の洋雑誌は書店からの見積書で購入を決定している。新聞は 21 紙
を講読している。この内、6 紙は外国の新聞である。
「手賀沼コレクション」などの各種コレクション、判例集などは電動式の集密書庫に
収められ、利用者が資料を自由に読めるよう閲覧席を設けている。また、「グスタフ・ラ
ートブルフ文庫」、「バートランド・ラッセル文庫」、「ヴィトゲンシュタイン文庫」など
の貴重書については、専用の貴重書室を設け保管している。
学術雑誌等（2017 年 3 月 31 日現在）は、和雑誌 1,656、洋雑誌 609、計 2,265 である。
また、視聴覚資料として、ビデオ・DVD・CD-ROM などを 5,408 所蔵している。
（雑誌・視
聴覚資料はタイトル数）
学術情報を利用者に提供するため契約している外部データベース及び電子ジャーナル
は以下のとおりである。
＜新聞記事データベース＞
・日経テレコン 21（記事検索・企業検索・人事検索）
・聞蔵Ⅱ（朝日新聞・「AERA」・「週刊朝日」の全文記事検索）
・ヨミダス歴史館（読売新聞・The Japan News の記事検索や現代人名録の検索）
＜雑誌論文データベース＞
・magazineplus（雑誌・論文情報データベース。一般雑誌から専門誌、大学紀要、海外
誌まで収録）
・CiNii（国立情報学研究所が提供している学術情報データベース）
＜税務・会計関係データベース＞
・税務・会計データベース（税務・会計分野の法令・通達・判例資料を収録。制度解説
や Q&A も参照可能）
＜法学関係データベース＞
・DⅠ－Law.com（第一法規が提供する法情報総合データベース。法令・判例・文献情報
を体系的に分類・整理して収録。）
・TKC ローライブラリー「LEX/DB インターネット」
（判例情報フルテキストデータベース）
をベースに、法律関係リンク集などがあり、総合的な関連情報の収集が可能。
・Lexis Advance

米国法を中心に信頼性の高い海外法情報を提供するデータベース。ニ

ュースやビジネス情報も収録。
・JURIS Online

ドイツ法情報のデータベース。信頼性の高い法令・判例、学術文献情

報を網羅している。
＜その他のデータベース＞
・ジャパンナレッジ Lib（辞書・辞典の横断検束ができるデータベース。
『週刊エコノミ
スト』、叢書『東洋文庫』などを収録）
・WEBLINK

地方公共団体総覧（全国都道府県・市区町村について、自治体ごとに行財政

の基礎情報を収録。）
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＜電子ジャーナル＞
・EBSCOhost（海外論文データベース。ビジネス関連の外国雑誌の全文閲覧を契約）
・Science Direct（エルゼビア社が提供する社会科学（法律・経済）の分野の外国語雑
誌の全文閲覧を契約）
・東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー (東洋経済新報社刊行の情報誌を検索・
閲覧できるデータベース)
・Press Reader (多くの国の新聞・雑誌を紙面イメージのまま閲覧できるデータベース)
これらの外部データベースは、図書館内や教員研究室からインターネットで利用する
ことが可能であり、利用講習会を業者に依頼して実施している。また、視聴覚資料の購
入は選書教員が選択する他に、学生へのアンケート調査の結果も参考にしている。
1999 年 3 月に常磐線沿線の 5 大学(江戸川大学、川村学園女子大学、東洋学園大学、麗
澤大学、中央学院大学)で東葛地区大学図書館コンソーシアム(TULC： Tokatsu University
Library Consortium)を組織した。その後、2006 年度から日本橋学館大学（現 開智国際
大学）と二松学舎大学が加盟した。TULC に加盟している大学の学生は、7 大学の図書館
を相互に利用することが可能で、資料の貸出を受けることもできる。7 大学の蔵書の合計
は 150 万冊を超え、大学によって所蔵する資料の分野も異なるので、利用者は幅広い分
野の資料を利用できる。TULC では、毎年定期的に会議を開いて図書館サービス部門の担
当者が情報交換を行い、相互の図書館サービスの向上に繋げている。
図書館は 1980 年に独立棟として、地上 4 階建て、収容冊数 25 万冊、延床面積 2,867
㎡、敷地面積 936.15 ㎡の規模で竣工した。その後、法学部や大学院の設置による書架の
増設と耐震補強、視聴覚施設設備の拡充、コンピュータ・ネットワーク更新などの利用
環境整備を行い、収容冊数が約 30 万冊となって、現在に至っている。
1 階には受付窓口としての総合カウンターがあり、図書・視聴覚資料の貸出・返却とレ
ファレンスサービスを行っている。他には、学生が自習できる閲覧室、15 ブースでビデ
オテープと DVD が視聴できる視聴覚室、パソコンコーナー、新聞雑誌コーナー、事務室
などがある。1 階入口の入退館ゲートで、入館者の把握と資料の盗難防止を行っている。
2 階と 3 階は開架閲覧室と集密書庫で、利用者が資料を自由に読むことができる閲覧席が
ある。図書（日本語）は 2 階から 3 階へ分類番号順に配架されている。2 階には辞書・百
科事典もある。3 階は留学生コーナー・学術雑誌（日本語）がある。集密書庫には製本雑
誌や外国語図書などを配架しており、利用者が必要な資料を探し易いように考慮してい
る。4 階は学術雑誌（外国語）、ゼミナールや学生サークルで利用するグループ学習室、
教員閲覧室、コレクションを保管する貴重書室などがある。利用者（学生・教員）閲覧
室の座席数は全体で 370 席あり、特に図書館 4 階は静寂な自習環境を考慮した学生自習
用閲覧席になっている。
図書館業務については、2008 年度より紀伊國屋書店に委託を行っている。委託内容は、
「和書・洋書・視聴覚資料・和雑誌・洋雑誌の発注受入」
「和書・洋書の装備とデータ入
力」
「レファレンスと相互貸借」
「カウンター・図書の貸出返却」で、9 名のスタッフ（内
6 名司書資格所持）が勤務している。この他、大学の専任職員の課長 1 名が勤務している。
開館時間は、授業実施期間中 8：30～20：00、土曜日 10：00～17：00、春季・夏季・
冬季休業期間中 9：00～17：00 となっている。
- 99 -

− 99 −

学生が使用できるパソコンは図書館全体で 78 台あり、内訳は CD・DVD-ROM 閲覧用 2 台、
資料検索用が 6 台、授業で使用するパソコン教室と同じソフトウェアが導入されたパソ
コンが 30 台、図書館内の無線ＬＡＮに接続できる貸し出し用ノートパソコンが 30 台、
iPad 10 台となっている。この他、事務部門がカウンター業務やその他の図書館業務で使
用するパソコンが 14 台ある。 図書館内のネットワークは大学全体のＬＡＮを経由して
インターネットに接続されている。2012 年度には、従来、閲覧室及びグループ学習室の
みであった無線ＬＡＮの設備を全館に拡張した。これらのネットワーク設備は、大学内
のネットワーク環境と同程度で、利用者に図書館内でも均一な情報インフラを提供して
いる。
本学図書館では、利用者サービスの向上と業務処理の効率化を実現するための図書館
システム（LIMEDIO：リコー）を導入している。資料の発注から始まり、受入、資料デー
タの標準仕様目録を国立情報学研究所（NII）のデータベースと連携して、一連の流れの
中で作成している。作成した目録情報はインターネット経由で国内外から資料検索がで
きる他、貸出の予約や他大学からの資料の取り寄せにも役立っている。
学生に対する図書館の利用者教育については、入学時にゼミ単位で実施している。さ
らに、ホームページや学内掲示板・パンフレット等で、利用者に情報提供を行っている。
また、図書購入において利用者の要望を取り入れるために、図書館内に投書箱を設置し
ている他、電子メールでの投書ができるように電子メールアドレスを公開している。
この他、新聞記事の外部データベースから、「大学」・「教育」及び「就職」のキーワー
ドで検索して合致した記事を、学内教職員へ配信する情報サービスを行っている。
中央学院大学関係の紀要（著作権の許諾がとれている論文）については、「中央学院大
学論叢 商学・商経関係（1966 年～1985 年）
」
「中央学院大学論叢 一般教育関係（1966 年
～1985 年）」
「中央学院大学商経論叢（1986 年～現在）」
「中央学院大学教養論叢（1987 年
～1994 年）」
「中央学院大学人間・自然論叢（1994 年～現在）」
「中央学院大学法学論叢（1987
年～現在）」
「中央学院大学社会システム研究所紀要（2001 年～現在）」などを公開してい
る。2017 年 3 月の国立情報学研究所（NII）の学術雑誌公開支援事業の終了にともない、
JAIRO Cloud（学術機関リポジトリポータル）による学術リポジトリ構築を行った。紀要
論文を本学学術リポジトリに登録することにより、国立情報学研究所（NII）のデータベ
ースと連携し、研究や教育の成果を広く公開する体制を整えた。
この他、国立情報学研究所（NII）にインターネットで接続し、NII の総合目録データ
ベースの構築や相互協力（ILL：文献複写や相互賃借）を行っている。このシステムによ
って、従来、図書館に来館するか問い合わせがなければ入手できなかった論文資料が手
軽に入手できるようになった。さらに、このシステム導入の効果として、研究成果を公
表する機会の増加による、研究活動の活性化も期待されている（資料 7-5）
。
(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。
大学院教育においては、研究指導はいうまでもなく、授業科目についても大学院生が
十分な時間をかけ、与えられた教育課程や自ら設定した研究課題に対して予習等の学習
ないし研究を積極的に行いうるよう、施設面の条件を整備しておくことが重要である。
こうしたことから、大学院商学研究科に固有の施設を整備した。大学院生の共同研究及
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び自習のための「院生研究室」は、面積 145 ㎡で、学生個人用の机、椅子、グループ・
テーブル、学内ＬＡＮ対応のパソコン 4 台、プリンター、ホワイトボード、書架（書籍
用・雑誌用）、照明スタンド、ロッカー、電話を配置し、商学に関する雑誌等を備えて、
大学院生の利用に供している。また、エントランスには、大学院生の議論・談話の場で
ある談話コーナーを設け、応接セットを配置している。
学部の学生に対しては、図書館に自習室とグループ学習室を設けている他、6 号館 7 階
にパソコンを 30 台以上設置したスタディルーム（開放時間 8:40～20:00）を設け、学生
の利用に供している。教職課程を履修している学生に対しては、教職スタディルームを
設け、勉学や授業練習のできる環境を整えている。また、6 号館 8 階にはパソコンやカラ
ー・プリンター、スキャナーなどを備えた自習スペースも設置している。この他、授業
が行われていないパソコン教室を、自習教室として開放している。
学内全体に無線ＬＡＮが整備されているが、能力が十分でないため、とくに授業の集
中する時間帯には実用的な利用ができない状況にある。教育に関する基本的なインフラ
であるため、早急な増強が必要とされている。
本学では、公務員や資格取得を目指す学生が集まり、同じ目標に向かって学ぶ大学直
属の機関を設けている。そのため、本館 6 階の多くのスペースを「経理研究室」
「法制研
究室」「行政研究会」の講義室や会議室として提供し、学生の自主学習の場としている。
教員の教育研究の支援体制としては、教員室 1 階に 2 名の専任嘱託職員（教務課所属）
が常駐し、教員の学内外との連絡・調整をはじめ、会議等のサポートなどを行っている。
ティーチング・アシスタントについては、「中央学院大学ティーチング・アシスタントに
関する規程」(資料 7-6)に基づきＴＡ（本学大学院生）を採用し、一部の授業に関する教
育支援を行っている。また、情報関連授業においては、情報メディア課のパソコンヘル
プデスクの 4 名の職員（業務委託）が情報システム利用に関わる支援を行っている。
個人研究費は、1 人年間 35 万円となっている。その上で、研究成果が学会等において、
相当の評価を受けた場合や、科学研究費補助金を前年度に申請した場合等は特別に 10 万
円の増額が認められることがある。大学院担当の教員については、殆どが学部所属の教
員が兼務していることから、学部と同額の支給となっている。また、国際学会に出席す
る場合は申請により認められれば、海外出張旅費規程に定める交通費及び宿泊費の 2 分
の 1 の額が支給される。さらに、本学の教員が所属する学会において、研究成果の発表
を行う場合等定められた要件を満たす場合は、国内または海外への旅費交通費等が全額
又は半額（国際学会の場合）支給される。また、あらかじめ前年度に国際学会での発表
申請が教授会で承認されれば、国際学会出張旅費等が全額支給される。
現在、学内における共同研究費としては、大学院におけるプロジェクト研究、社会シ
ステム研究所におけるプロジェクト研究がある。プロジェクト研究は、大学院及び研究
所の教員が研究申請者（代表者）となり、テーマを決めた上で本学の教員、海外を含め
た他大学等の研究者によりチームを結成し、研究を行うものである。この他、日本私立
学校振興・共済事業団の学術研究振興資金に申請を行った研究に関する法人負担分など
がある。
教員の研究室については、専任教員に対し研究棟内に、14.8 ㎡の個人研究室が与えら
れている。また、社会システム研究所の研究員に対しては、25.8 ㎡の個人研究室の他に
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33.4 ㎡の共同研究室が設けられている。個人研究室には、机、椅子、書棚、パーソナル・
コンピューターなどが整備されている。
教員の出校日数は、「中央学院大学教育職員に関する就業特則」（資料 7-7）により、1
週間につき原則として 3 日以上となっている。教員は、原則として 10 時間（5 コマ）以
上の授業を受け持つことがノルマとなっている。こうした中で、教員の職務の第一は専
攻分野についての研究活動を行うことと定められている。そのため、授業や教授会等の
会議以外の時間については拘束を少なくし、研究に専念することができるよう配慮を行
っている。また、大学・学部等の運営に係る業務や外部資金の導入に係る業務の負担が
増えていることから、科研費の申請に係る支援体制の充実などを図っている（担当部署
は「大学評価･研究支援室」）。
本学では、教員が外国において学術の研究・調査等に従事できるよう、長期在外研究員
及び短期在外研究員制度が設けられている。期間は長期が 6 ヶ月以上 1 年以下、短期が 3
ヶ月以内となっている。希望者は研究計画等を学部長に提出し、審査委員会の審査を経
て決定される。教員が国内において研究・調査に従事する場合には、国内研究員制度を
利用する。長期国内研究は 1 年間、短期国内研究は 6 ヶ月間となっている。国内研究員
は、研究に従事するため 1 年間、授業を免除される。
(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。
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年
2 月 15 日文部科学大臣決定）および「研究活動における不正行為等への対応等に関する
ガイドライン」（平成 26 年 8 月 26 日文部科学大臣決定）に対応するため、平成 28 年 2
月に「中央学院大学における研究活動上の不正行為防止及び対応等に関する規程」（資料
7-8）、
「中央学院大学研究倫理規程」
（資料 7-9）、
「中央学院大学研究倫理委員会規程」
（資
料 7-10）を制定し、さらに「中央学院大学の研究活動における管理責任体制」
（資料 7-11）
を明確にし、「中央学院大学における研究活動及び公的研究費の使用に関する行動規範」
（資料 7-12）、「中央学院大学公的研究費不正防止計画」（資料 7-13）、
「公的研究費を使
用した役務の検収区分表」（資料 7-14）を策定した。また、平成 29 年 7 月には、科研費
をはじめとする外部研究費の使用ルールを明確にするため「中央学院大学科学研究費管
理運用規程」
（資料 7-15）を制定した。
これらの規程に基づき、学内の研究活動環境整備のために外部業者とコンサルティン
グ契約を締結し、コンプライアンス教育、研究倫理教育を徹底し、日本学術振興会の研
究倫理教育 e ラーニング教材の受講を促し、修了証書の提出を全教員に求めた。併せて
外部の競争的資金獲得のための説明会・個別相談会を開催し、科研費への応募件数増加
に結びついている。
内部監査については、科研費に関するすべての書類を総務部総務課にて監査し、適正
な研究費の処理が行われているか点検を行っている。
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
メインキャンパスの我孫子市久寺家の立地は、都内から 1 時間内にあり、また我孫子
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駅から比較的近い距離であるので良好といえる。校地面積 74,515 ㎡及び校舎面積 45,566
㎡は、大学設置基準の校地面積 28,800 ㎡及び校舎面積 12,989 ㎡をはるかに超えている
ので充分といえる。環境についても、商業地域を離れ教育にふさわしい閑静な場所にあ
り、また、校内は校舎の間に広大な芝生の緑地と広場が 2 面取ってあり、キャンパス環
境としては良好であるといえる。
図書館の規模、機器・備品の整備状況については、概ね良好と言える。図書館の図書
数(2017 年 3 月 31 日現在)は、299,607 冊であるが、その大半が社会科学系の商学部と法
学部に関係する図書となっている、また、2017 年度開設の現代教養学部の関連図書も順
次整備していることから、質的整備は適切であると考えられる。図書館では、2010 年度
より土曜日の開館を始めるなど、利用者の便宜をはかるとともに、施設面においては自
主的学習環境（ラーニング・コモンズ）として、2013 年度に自習室を分割改装し、従来
の図書館で厳禁だった会話や飲食も可能で、可動式の机や椅子で自由にレイアウトでき
る「コミュニケーション・ラウンジ」と、アクティブ・ラーニング（能動的学習）を目
的とした「ラーニング・ルーム」を整備した（資料 7-16）
。
ゼミ単位による新入生対象の図書館ガイダンスでは、利用方法を案内するツアー形式
と、OPAC（オンライン蔵書目録）を用いて文献や資料を探す演習形式の2種類を実施して
いる（資料7-17）。また、学生を対象とした4種のデータベース（「日経テレコン21」
「マ
ガジンプラス」「DⅠ-Law（法律情報総合DB）」「ジャパンナレッジ」）のガイダンスを実施
し、特に、「日経テレコン21（日経4紙・企業情報検索）
」ガイダンスにおいては、就職課
と連携し、就職活動に役立つ構成としたため多くの学生が参加している。
本学の図書館は、我孫子市との協定に基づき、我孫子市民に開放されている。2016年
度までの市民の登録累計人数は321人、2016年度の貸出冊数は1,444冊となっている。
学部においては、2017 年度に『商経論叢』第 32 巻第 1 号・第 2 号、
『法学論叢』第 31
巻第 1 号・第 2 号、『中央学院大学 人間・自然論叢』第 44 号・第 45 号を発刊した。大
学院においては、それぞれの個人研究に関する[論文]として「経営学関連研究の特質に
もとづく論文の在り方への考察－税務会計研究論文の前提として－＜問題提起＞」、「経
営学関連研究の特質にもとづく論文の在り方への考察－税務会計研究論文の前提として
－＜経営学関連学会の論文査読及び自然科学研究と社会科学研究の違い＞」、「経営学関
連研究の特質にもとづく論文の在り方への考察－税務会計研究論文の前提として－＜結
論＞」、｢複式簿記の原理とその論理的導入法(12)Ⅶ 複式簿記とアカウンティング･マイ
ンド｣、｢複式簿記の原理とその論理的導入法(13)Ⅷ 会計原理の教材開発研究の視座｣、
｢情報教育における論理的思考力の育成－初等教育における方向性－｣、｢日本における医
薬品企業の経営と長寿性－アンケート調査結果を中心として－｣、｢コーポレートガバナ
ンス･コードの進展と会社法｣、｢一帯一路構想｣に関する予備的考察－一大ユーラシア経
済圏の形成を中心に－｣を、[研究ノート]として「欧州多国籍企業のリストラクチャリン
グ戦略(3)－ルノー社のケーススタディ－｣、「The Current State of Philippine
Infrastructure and the Government's Plans for the Future」を、[書評]として「渦
原実男著『流通・マーケティング革新の展開』｣を、また［資料］として「中央学院大学
大学院商学研究科設置の経緯と趣旨｣をそれぞれ『商経論叢』に掲載した。
研究倫理では、コンプライアンス教育、研究倫理教育の徹底を図りながら、科研費を
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はじめとする外部研究費獲得のための説明会及び相談会を実施することにより、研究者
の研究費獲得のための意欲の向上が見られ、応募件数増に繋がっている。
②改善すべき事項
1980年に建築された図書館の図書収容冊数は約25万冊である。2017年3月末現在図書館
は約30万冊の図書を受け入れており，すでに収容超過である。収容超過の図書は研究棟
の地下及び6号館の一部の部屋に仮に収容している。図書館の図書収容場所の確保が喫緊
の改善すべき事項である。
食環境や学生の憩いのスペースについても大幅に不足しており、とくに健康問題に直
結する食環境については、多くの学生が十分な栄養を摂れずに軽食ですませざるをえな
い状況となっている点が問題である。現在、全学的に問題意識を共有して法人全体とし
て取り組み始めた段階にある。
センター広場の噴水が東日本大震災の影響により止まったままとなっている。かつて
は海外からの賓客からも賞賛された景観は、従来のような姿に戻すためには費用が掛か
り過ぎる。施設の美観を維持するためにも、費用を抑えた上で何らかの措置を行う必要
がある。
研究倫理では、全教員にコンプライアンス教育講習会への参加、日本学術振興会の研
究倫理教育 e ラーニング教材の受講及び修了証書の提出を求めているが、残念ながら 100%
には至っていない。修了証書の提出が無い教員に対しては個人研究費の使用を認めない
とするなどの徹底を図っていきたい。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
キャンパスについては、今後も施設等のアメニティを高め、クリーンなキャンパスの
維持に努める。また、各施設の老朽化を調査した上で、施設の補修・改築などを計画的
に実施していく。何よりも学生にとって居心地の良いキャンパス実現のため、様々な施
策を行っていく。さらに、施設・設備等の安全・衛生面においても、一層の改善を図る。
とくに食環境の問題は喫緊の課題となっており、自己点検・評価実施委員会を中心に
学生の食環境に関する基礎的な実態調査を初めて全学規模で実施し、分析を行っている。
また、食環境改善の柱となる学生会館の改修に関する特別委員会も立ち上げ、早期の結
論を得るべく検討を進めているところである。
図書館については、図書・電子情報等の整備を行うとともに、学生の利用のための支
援を推進する。特に従来館内でのみ行っていた学生による選書を、学内で最も教室が集
中している6号館のアトリウムで行うことで、読書への興味を喚起し、普段来館しない学
生の取り込みを図っている。
また、2018年度から図書館配属の専任職員を1名増やし、研修を通してより高度な図書
館業務を行えるよう整えている。
社会システム研究所では、2014 年 4 月から専任教員 1 名を増員し、プロジェクト研究
などの充実を図っている。
学内の研究活動環境整備を図るため、外部業者とコンサルティング契約を締結し、コ
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ンプライアンス教育、研究倫理教育を徹底しながら外部の競争的資金獲得のための説明
会・個別相談会を開催することにより、応募件数が増加し採択件数も徐々に増えている。
②改善すべき事項
ＣＧｇｒｏｕｎｄについては現在有効活用されていないため，その活用法について検
討した上で、改善を図る。
食環境の問題については、2018年度内に改善の方向性を示し、早急に設備の改修工事
に入ることが必要となっている。
センター広場については、学生の休憩場所確保のため必要な安全対策を講じた上で簡
易人口芝を張り、テーブルや椅子を用意して新しい憩いの場を設置したり緑化をしたり
するなど、具体的に検討を進める必要がある。
科研費をはじめとする外部の競争的資金への応募、採択件数が増加しているが、さら
なる増加を目指し、研究者の研究意欲向上を図っていきたい。また、研究費を扱う件数
が増えることにより、内部監査の強化、不正防止の対策にさらに力を注いでいく必要が
ある。
４．根拠資料
7- 1

中央学院大学大規模地震対応消防計画

7- 2

中央学院大学危機管理規程

7- 3

学校法人中央学院衛生管理規則（既出

7- 4

中央学院大学ホームページ「学校において予防すべき感染症」にかかった場合

資料 6-10）

URL：http://www.cgu.ac.jp/campuslife/tabid/310/Default.aspx
7- 5 図書館利用案内（LIBRARY GUIDE）
7- 6

中央学院大学ティーチング・アシスタントに関する規程

7- 7

中央学院大学教育職員に関する就業特則

7- 8

中央学院大学における研究活動上の不正行為及び対応等に関する規程

7- 9

中央学院大学研究倫理規程

7-10

中央学院大学研究倫理委員会規程

7-11

中央学院大学の研究活動における管理責任体制

7-12

中央学院大学における研究活動及び公的研究費の使用に関する行動規範

7-13

中央学院大学公的研究費不正防止計画

7-14

公的研究費を使用した役務の検収区分表

7-15

中央学院大学科学研究費管理運用規程

7-16

図書館ラーニング・ルーム

7-17

新入生ゼミ図書館ガイダンス

イメージ
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８．社会連携・社会貢献

８．社会連携・社会貢献
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。
本学学則第 1 条には、「～国家的・社会的要請に応じ、産学協同の対場に立って広く知
識を授け人格の陶冶に努めると共に、深く専門の諸学科を教授研究し併せて有為の人材
を育成することを目的とする。」とある。
こうした方針に基づき、本学では社会との連携・社会への貢献は重要なものと考えて
おり、2008 年(平成 20 年)4 月には地元我孫子市と住みよい街づくりの発展と優れた人材
育成のため、お互いに協力して必要な施策に取り組むため包括的な協定書を締結した。
また、本学と我孫子市教育委員会との間で、こどもたちの創造性を育み、個に応じた教
育の充実を図るため、市立小中学校における学習補助の一環として、学生ボランティア
の活用を進める覚書の調印も行った。さらに 2012 年 11 月には、より継続性や発展性、
実効性のある連携事業を推し進めるため、「我孫子市・中央学院大学相互連携研究会」を
設置し、我孫子市からは関係 5 課の課長 5 名と事務局 2 名が、本学からは教員 4 名と職
員 3 名が構成員となり、連携システムの構築や地域・大学に貢献する施策などについて
研究するための会合を行った。
本学では 2017 年 4 月に新しい学部である現代教養学部が開設されたことに伴い、この
会合の在り方を現代教養学部も含んだより実質的なものにするため、現協定書の見直し
を行い 2018 年 3 月に我孫子市長との間で再調印を行った。それに伴い、これまでの「相
互連携研究会」を「相互連携会議」という位置付けに変更し、より具体的な施策を検討・
調整する組織にした。現代教養学部においては、既に市長や副市長をゲストスピーカー
として授業に招聘するなど更なる連携が図られている。
中央学院大学アクティブセンター（生涯学習センター）は、「中央学院大学生涯学習セ
ンター細則」
（資料 8-1）第 2 条に「大学の持つ教育機能と知的蓄積を広く社会に開放し、
大学の社会貢献を促進して、大学に課せられた社会的使命を積極的に果たすこと」とそ
の目的を示し、生涯にわたる学習活動を支援していくことを目的として、公開講座を多
数開講するなど地域に貢献している。ボランティア活動としては、授業として設置され
ている商学部の総合講座「アクティブセンター」Ⅰ及びⅡ（ボランティアアクティビテ
ィ）においてボランティア活動の推進を行っている。授業以外では学生自治会や各クラ
ブにおいて、定期的にゴミ拾い活動を行ったり、地域諸団体からの要請に応じて活動（我
孫子市イベントに対する学生ボランティア募集）を行っている。（資料 8-2、資料 8-3、
資料 8-4、資料 8-5、資料 8-6）
アクティブセンター（生涯学習センター）を中心とする連携については、2006 年に地
元自治体及び周辺大学間と協力して「大学コンソーシアム東葛」が設立された。これは、
我孫子市、柏市、流山市などの 5 市と、本学の他、千葉大学や東京大学（柏キャンパス）
などを含む周辺の 11 大学によって構成されたもので、
「街づくりの幅広い分野において、
産学官民の連携交流を深めることにより、大学と地域及び大学間の協働を促進し、もっ
て大学と地域社会相互の持続的な発展と地域資源の好循環を生む体制の形成に寄与する
ことを目的」としたものであり、現在も相互に連携・協力している。
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大学コンソーシアム東葛の具体的な取り組みは次のとおりである。
1)

生涯学習に貢献するための、大学の自主的公開講座ならびに生涯学習推進団体等

からの委託による公開講座等の支援についての研究、調査、企画及び実施
2)

地域社会との文化的交流・活動を促進するために必要な「文化賞」の制定に関す

る研究、調査、企画及び実施
3)

社会教育的事業の遂行に必要な研究、調査、企画及び実施

4)

センターの目的を達成するために必要な出版など各種メディア事業

5)

地方自治体、諸大学、各種研究機関および学識経験者との生涯学習に関する定期

または臨時のシンポジウム、交流会等の開催
6)

その他、中央学院大学生涯学習センター細則（資料 8-1）第 2 条の目的を達成する
ために必要な事項の研究、調査、企画及び実施

国際貢献・国際交流としては、中央学院大学社会システム研究所での共同研究などが
あげられる。社会システム研究所の設立趣旨には、「グローバル的視野から多角的・学際
的に学問をとらえ、従来の縦割り的な学問から総合的な視野に立った学術研究を行い～」
とある。こうしたことから、社会システム研究所では、客員研究員として中国、韓国、
モンゴルなどの研究者を迎え、国際的な協力の基に研究を行っている（資料 8-7）
。
また、大学としては海外の大学と協定書を締結し、教育・研究における交流を行って
いる。
(2)教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。
社会システム研究所では、社会貢献活動を研究活動の一要素と考えている。社会シス
テムの構築、すなわち政策の形成プロセスの分析、既存の政策・制度の評価、望ましい
政策・制度設計に向けた提言、あるいは具体的な政策的インプリケーションをもたらす
実社会の問題解決を意識した研究を重視している。これまで、各研究員は国・自治体の
審議会委員の他、一般市民向け生涯学習、高校生向け模擬授業、地方自治体の実務家や
市民活動団体を対象とした各種研修会講師など、さまざまな機会を捉え、活発に活動し、
研究成果を広く社会に還元している。
社会システム研究所の研究成果については、研究所ホームページ（資料 8-8）を開設し
ている他、設立時より年 2 回「紀要」
（12 月、3 月）と「ニュースレター」
（7 月、12 月）
を刊行している他、「SOCIAL SYSTEM Review」（英文紀要、不定期）を刊行することによ
り公表している。また、研究成果を広く社会に還元するため、プロジェクト研究の成果
については「研究所叢書」をとりまとめ刊行し、学部での専門教育、社会貢献活動にお
いて活かしている。
＜2014～2017 年度の研究所叢書発刊状況＞
1)『水循環健全化対策の基礎研究－計画・評価・協働－』
佐藤

寛／林

健一

著（2014 年 12 月）

2)『水循環保全再生政策の動向－利根川流域圏内における研究－』
佐藤

寛／林

健一

著（2015 年 2 月）

3)『モンゴル国の環境と水資源－ウランバートル市の水事情－』
佐藤

寛

著（2017 年 3 月）

4)『ラムサール条約の国内実施と地域政策－地域連携・協働による条約義務の実質
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化－』
佐藤

寛／林

健一

著（2018 年 3 月）

アクティブセンター（生涯学習センター）では、理念に従って社会のニーズに応じる
ための諸活動を実施している。
「中央学院大学生涯学習センター細則」
（資料 8-1）第 3 条
では、次のような 7 項目の具体的活動を列挙している。
1)

生涯学習に貢献するための、大学の自主的公開講座ならびに生涯学習推進団体等

からの、委託による公開講座等の支援についての研究、調査、企画および実施
2)

地域社会との文化的交流・活動を推進するために必要な「文化賞」の制定に関す

る研究、調査、企画および実施
3)

社会教育的事業の遂行に必要な研究、調査、企画および実施

4)

センターの目的を達成するために必要な出版など各種メディア事業

5)

地方自治体、諸大学、各種研究機関および学識経験者との生涯学習に関する定期

または臨時のシンポジウム、交流会等の開催
6)

その他、第 2 条の目的を達成するために必要な事項の研究、調査、企画および実

施
7)

学長からの諮問に対する答申の作成

これらの諸活動の実現のために、生涯学習支援のみに限定することなく地域社会が抱
えている諸問題を積極的に取り上げてきた。市民と地方自治体との連携あるいは関連団
体とのネットワークの構築において、最善の解決法を模索し研究し実践している。
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
地域連携や地域貢献の方針について、具体的には次のような活動を行っており、教職
員、学生・学生団体、各クラブ、日本人学生や外国人留学生がそれぞれの役割を果たし
効果を上げている。また、その反面地域社会の多くの方々との交流を通して様々な事柄
も学んでいる。
1)

我孫子市の事業として、生涯学習出前講座キャンパスメニューというものがあり、
事前に登録している教員の講座について、市民団体等から受講の希望が出た場合に
講義を行うというものである。毎年10数件程度の依頼があり、担当教員の日程が許
す限り開講されている。講師への謝礼はなく基本的にボランティア活動として行い
地域に貢献している（資料8-9）。

2)

我孫子市や他の市区町村などの各種審議会や実行委員会などに教職員や学生を派

遣し、その地域の活性化に寄与している。2017年9月には我孫子ゴルフ倶楽部で行わ
れた日本女子オープンゴルフ選手権開催に伴い、我孫子市や地域諸団体と協力して
全国に向けて我孫子市をＰＲした。
3)

館山市や香取市との連携においては、「たてやまオープンカレッジ」（資料8-10）、

「香取市市民カレッジ」に本学の講師が現地に赴き、市民の方々への講義を行った。
また、法学部フィールドスタディーズコースでは、毎年年度始めの早い時期に１年
次生の合同合宿研修を館山市で行い、地元で高い実績を誇り(内閣官房長官賞等多数
のまちづくり・文化関係表彰がある)活躍しているＮＰＯ法人「安房文化遺産フォー
ラム」と連携して平和・地域・文化にまつわる初年次教育を実践している。
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4)

授業においては、学生だけでなく市民も参加可能な「我孫子市平和事業」に関す

る特別公開講座を行った。また、ボランティア活動を推進する授業である「総合講
座（アクティブセンター）Ⅰ・Ⅱ」
（ボランティアアクティビティ）を通して、履修
学生が地域の諸団体でボランティア活動を行い、その成果によって単位認定も行っ
ている。さらに法学部フィールドスタディーズコースでは、コース必修科目の「Ｎ
ＰＯ・ＮＧＯ論」において2016年度より我孫子市社会福祉協議会と連携した講演お
よび高齢者環境体験のワークショップを行っており、学生の反応も良好である。
5)

本学は2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の連携大学として、こども

のフィジカルリテラシー（“走る・跳ぶ・投げる”を中心とする身体運動の基礎およ
び応用能力）の世界共通プログラムを実施したり、普及に寄与する具体的な諸活動
をバックアップしている。日本で中心的なその普及活動をしている本学法学部小林
敬和教授は、地元のこどもたちのために大学祭でキッズアスレティックス体験イベ
ントを行っている。さらに、都内多数の小学校や都立公園などに出向いてこどもた
ちの為にキッズアスレティックスを行うとともに日本での普及にも努めている。ま
た、学内には文化連合会キッズアスレティックス研究部を設立し学生の指導も行っ
ている。
6)

個人の教員としては、法学部の清水正博准教授がゼミの授業の一環として地域ラ

ジオ局のかつしかエフエム放送「かつしかFM」(78.9MHz)で、毎月第3水曜日18時か
ら1時間「中央学院大学 清水研究室ラジオ」がオンエアされるなど、地域に貢献す
ると同時に体験型学習として学生の育成に努めている。現在池袋ＦＭの番組との連
携を調整中である（資料8-11）。
7)

近隣の小中学校の授業の一環として、大学を見学するものがあるが、市内の並木

小学校や久寺家小学校、柏市の中原中学校からの生徒を毎年迎え入れ授業見学や学
内施設見学などのサポートを行っている（資料8-12）。
8)

2018年度新入生より、教職課程で行っている介護等体験を拡大し、地域の福祉施

設および特別支援学校との連携を深めている。教職課程では、法令に従い従来より
中学校社会科の免許取得のために必要な要件として「介護等体験」を実施してきた
が、今年度よりは高等学校免許状取得希望者に対しても介護等体験を義務づけるこ
とにした。法令による必要ではないが、教職課程で学ぶ学生の人間理解により一層
の深みを持たせるために実施したプログラムである。これによって2年生は我孫子市
内の社会福祉施設、3年生は我孫子特別支援学校での介護等体験を全員が受講するこ
とになる。
9)

地元の我孫子高校ではグローバル人材プロジェクトとして、外国人留学生から母

国のことを学び交流するという企画があり、本学に対して留学生の派遣要請があった
ため4名の留学生をボランティアで講師として派遣した。それぞれの留学生は事前に
パワーポイントで資料を作り模擬授業の練習を行うなど入念な準備をしたうえで講
義を行った。我孫子高校担当教員からは非常に充実した内容で効果があったという
コメントをいただいた。このようなケースを含め近年地域から大学に対する要望や
期待が多く寄せられるようになってきており、大学も連携を強化し対応してきてい
る。
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10)

地域のＮＰＯや任意団体との交流においては、かっぱまつりやアビシルベまつり

でのボランティア活動や、スピーチ大会、国際交流まつりでの司会やイベントのサ
ポートなどを行っており、地域貢献を果たすとともに学生にとっても市民の方々と
の交流の場としてさまざまなことを学んでいる（資料8-13）
。
11)

学生自治会などの学生団体やゴルフ部などのクラブにおいて定期的にクリーン

キャンペーンを行っており、学内の環境整備はもちろん、市内の美化運動にも積極
的に取り組んでいる。
12)

国際交流という視点でみると千葉県が実施している「チーバくん大使」（外国人

が自分の国に向け母国語で千葉県のＰＲをするという役割を担う）という制度がで
きて以来、本学留学生が毎年選ばれており、千葉県の広報の一翼を担っている。そ
れ以外の国際交流貢献では、ＷＣＩ（World

Campus International）の研修で来日

した主にヨーロッパから来た外国人学生との交流も行っている。アメリカ地域から
は北アリゾナ大学の学生もここ3年間毎年研修の為に来日しており、本学教職員・学
生との交流を行っている。また、台湾の提携大学である逢甲大学からも毎年30名程
度の学生が来日しており、その際に本学においても半日程度ではあるが勉強会や交
流会を行い国際的な貢献をしている（資料8-14）
。
13)

学術的なものではないが、我孫子市と連携して高齢者等外出支援事業により、

大学と駅までの間に専用の停留所を設け、高齢者等がスクールバスを利用できるよ
うにしている。
②改善すべき事項
地域との連携や地域貢献については、大学が組織的に行っているものは良いが、教職
員の個人的なつながりで実現した活動等については、一部把握できていないものもある。
今後は、教職員・学生がどのような内容でどのように地域と関わりを持っているかを把
握し、これらの活動が合理的且つ効果的に実施する必要がある。また、地域との連携を
促進するための機能を備えた学内組織において、情報収集及び学生と各種団体とのマッ
チングなどができる仕組みも検討したい。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
2017年4月に開設された現代教養学部は、地域で活躍できる人材の養成を一つの教育の
柱としているため、地域連携・地域貢献は非常に重要なことと考えている。その為、地
元の我孫子市や近隣の柏市、それぞれの教育委員会をはじめ、公的団体や民間企業など
24の団体と連携するために各団体から協力の承諾書を得ている（資料8-15）。
具体的には、各団体の方を外部講師として招いて講義をしてもらうことや学生を各団
体に派遣して職業体験やボランティア活動、或いは交流会などを通して情報交換などを
行っている。今後、学年進行により在学生が増加することに伴い、地域との連携や地域
への貢献がより活発になると考えている。
1) 2017年度に開設された現代教養学部では、地域連携や地域貢献を教育の一つの柱と
しているため、学部開設に先立ち我孫子市、柏市、両市教育委員会、商工会、ＮＰ
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Ｏ、民間団体等の24団体から承諾書をもらい授業の一環としての連携やボランティ
ア活動としての貢献などについて相互協力することにしている。また、2018年度か
らは現代教養学部の「地域ボランティア実践」が開講されることになっているため、
ボランティア活動を行う学生が増加する見込みである。
2) 我孫子市とは既に協定書を締結しているが、現代教養学部が開設されたことに伴い
協定書等の見直し作業を進めている。これまでは商学部と法学部の２学部との連携
となっていたが、今後は現代教養学部を含めた３学部での連携となる。それぞれの
学部では養成する人材像も異なりそれぞれの学部カラーを持った学生が在籍してい
るため、今後はさらに連携の幅を広げられると考えている。
3) 2018年3月現在、学生会館の改修にむけての検討を行っているが、その中で、地域
の中高生や市民の方にも学生会館を開放することも議論されている。それにより教
職員や学生と中高生や市民などとの交流の機会が増え地域の活性化につながると考
えられる。また、市民活動の支援として活動場所の提供や学習スペースの提供など
をとおして地域への貢献ができると考えている。
②改善すべき事項
地域との連携や地域への貢献は徐々に活発になってきているが、教職員においても学
生、留学生においても一部の人間しか関わっていないことが多いため、学内的にはさま
ざまな形で教職員や学生が関わることができるような体制づくりが必要と考えている。
また、地域との幅広い連携を図るためには数多くの団体と具体的な連携や地域貢献策な
どについて調整していく体制を整える必要がある。
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URL：http://www.cgu.ac.jp/news/tabid/88/Default.aspx?itemid=
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8-14
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本学留学生がチーバくん大使に任命
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９．管理運営・財務

９．管理運営・財務
管理運営
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。
法人の意思決定について、「学校法中央学院寄附行為（以下「寄附行為」という。）（資
料 9(1)-1）の定めにより、理事会が学校法人の業務を決定し、理事長が法人を代表する
としている。理事会は原則として月 1 回を定例として開催している。また「寄附行為」
において、理事・評議員・監事の定数、任期、選任及び解任、評議員会の審議事項につ
いて定めている。評議員会は毎年 3 月および 5 月を定例とし、必要に応じて臨時評議員
会を開催している。さらに、「学校法人中央学院経営会議規程」（資料 9(1)-2）の定めに
より経営会議において法人の業務の運営に関する重要事項を審議し、理事会に上程する
議案を決定している。構成員は、理事長、常務理事（学長を含む）とし、法人事務局長、
大学事務局長、総務部長、財務部長等が陪席。原則として、月 2 回開催している。
中・長期計画について、2015 年 3 月の大学基準協会における大学評価（認証評価）の
中で、「具体的な施策を含んだ中・長期計画の策定と確実な実行、そして年度ごとの見直
しが必要である」との指摘を受けた。その後、建学の精神を基に本学が目指す教育の在
り方や将来像を描き、実現するための行動計画の策定を目指し、経営会議において検討
を行った。そして、「学校法人中央学院長期ビジョンの策定及び中・長期計画の指針につ
いて」
（資料 9(1)-3）が 2016 年 5 月 25 日開催の理事会において承認され、各学部・研究
科および各分掌機関に中・長期計画の提出が指示された。これを承けて提出されたもの
がとりまとめられ、「長期ビジョン及び中・長期計画－第 1 期－（平成 29 年 4 月）
」（資
料 9(1)-4）として 2017 年 4 月 26 日開催の理事会において報告されている。そして、2018
年 3 月 6 日開催の拡大学部長会議において、
「長期ビジョン及び中・長期計画－第 1 期－」
（資料 9(1)-4）の内容について学内の各分掌機関へ再確認が依頼された。現在は、その
回答をもとに計画を策定している段階である。
大学の意思決定について、平成 26 年の学校教育法の一部改正に伴い、教授会の役割を
明確にするなどの改正による「中央学院大学学則」（資料 9(1)-5）及び関連規程を平成
27 年 4 月 1 日付で施行した。教学組織としての教授会は学部ごとに定例と臨時で月 1 回
から 2 回開催している。学則の改正をはじめとする教育研究に関する重要事項の審議に
あたっては、合同教授会を行う。また、学長の諮問及び組織間の連絡調整機関として学
部長会議があり、構成員により学部長会（学長、大学院研究科長、学部長及び大学事務
局長）と拡大学部長会（学長、大学院研究科長、学部長、学部長補佐、図書館長、研究
所長、学生サポートセンター長、国際交流センター長の教員 12 名と大学事務局長、事務
の部長等の職員 9 名）があり、大学全般にわたる業務、教授会において審議を要する事
項等を審議事項としている。合同教授会、学部長会議に関しては、学長が召集・議長を
務め、リーダーシップの下で大学の組織及び運営体制の円滑化を図っている。さらに、
学長の諮問事項等に対応するために全学委員会と特別委員会を設置している。
なお、学部長会議、全学委員会・特別委員会及び必要に応じて設置されるワーキング
グループにおいては、従前より教員と職員が同様の位置付けで構成し連携協力がなされ
ており、教職協同の体制が根付いていると言える。
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(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。
基本的な事項は私立学校などの各種法令等で規定されたもののほか、
「学校法人中央学
院寄附行為」
（資料 9(1)-1）等学校法人ならびに中央学院大学における諸規則諸規程によ
り体系的に整備されている。予算編成時においては、当該年度の具体的な方針が述べら
れた事業計画案が示されている。本学事務組織については「中央学院大学事務局事務分
掌規程」（資料 9(1)-6）に基づいて管理運営を行っている。各種規程については、
「学校
法人中央学院規程集」を各課に配置するとともに、各自のＰＣより最新の規程が検索で
きるようにシステム化している。
学長の職務については、
「中央学院大学学則」
（資料 9(1)-5）第 12 条第 1 項の定めによ
り、学長は大学の校務をつかさどり、所属職員を統督している。また理事・常務理事（学
務担当）に就任しており、理事会・経営会議のメンバーとなっている。
学部長の職務については、「中央学院大学学則」（資料 9(1)-5）第 12 条第 3 項により、
学部長は学部に属する校務をつかさどる。また、学部教授会については、学長及び学部
長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長等の求めに応じ意見を述べ
ることができるとあり、各学部とも年間 16 回を超える教授会を開催し、学部運営にあた
っている。商学部教授会については、「中央学院大学商学部教授会規程」（資料 9(1)-7）
「商学部教授会運営要項」
（資料 9(1)-8）、法学部教授会については、
「中央学院大学法学
部教授会規程」（資料 9(1)-9）「法学部教授会運営要領」（資料 9(1)-10）、現代教養学部
については、
「中央学院大学現代教養学部教授会規程」（資料 9(1)-11）「中央学院大学現
代教養学部教授会運営要領」（資料 9(1)-12）、大学院商学研究科については、「中央学院
大学大学院学則」
（資料 9(1)-13）
「中央学院大学大学院研究科委員会規程」
（資料 9(1)-14）、
合同教授会については、
「中央学院大学合同教授会規程」（資料 9(1)-15）「中央学院大学
合同教授会運営要領」（資料 9(1)-16）があり、それぞれの規程に従って、適切な運営が
なされている。
全学委員会及び特別委員会の運営については、「中央学院大学委員会設置規程」（資料
9(1)-17）
「中央学院大学ＡＯ委員会に関する規程」
（資料 9(1)-18）
「中央学院大学人権委
員会規程」（資料 9(1)-19）による。
その他の管理規程として、 図書館については、「中央学院大学図書館規程」（資料
9(1)-20）
「中央学院大学図書館利用細則」
（資料 9(1)-21）、生涯学習センターについては、
「中央学院大学生涯学習センター細則」（資料 9(1)-22）、研究所については、「中央学院
大学社会システム研究所基本規程」
（資料 9(1)-23）
「中央学院大学社会システム研究所内
規」（資料 9(1)-24）、学生サポートセンターについては、「中央学院大学学生サポートセ
ンター規程」（資料 9(1)-25）、学生相談室については、「中央学院大学学生相談室規程」
（資料 9(1)-26）、国際交流センターについては、
「国際交流センター規程」
（資料 9(1)-27）
があり、それぞれの委員会で所管事項の審議を詳細に行ったうえで、必要な事項につい
て教授会に報告を行っている。
学長の選考については、
「中央学院大学学長候補者選出に関する規程」
（資料 9(1)-28）
に基づき選挙が行われる。教授会及び職員会議によって選ばれた教員 6 名、職員 2 名か
ら組織される選挙管理委員会によって、告示、被選挙権者名簿の作成など必要な手続き
が行われ、厳正に行われた選挙の投票の結果、学長候補者が選ばれる。次に「中央学院
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大学学長候補者選出に関する規程」
（資料 9(1)-28）により、学長は、学長候補者が確定
した旨の通知を受けたときは、商学部、法学部及び現代教養学部の専任教授をもって構
成される合同教授会において学長候補者の確認を求める。引き続き学長候補者は「中央
学院大学学長選任に関する規程」（資料 9(1)-29）に基づき設置された学長候補者選考委
員会に付議される。委員会は、理事長、学長、理事及び専任教授より各 2 名選任された
計 6 名の委員によって構成される。学長候補者選考委員会で選考された候補者は、理事
会での承認を経て正式に学長として決定される。任期は 4 年。
商学部長の選考については「商学部長の任期及び選任に関する規程」
（資料 9(1)-30）
に基づき選挙が行われる。選挙権を有する者の互選で選出された 3 名の選挙管理委員が
管理を行い、選挙の結果、商学部長が決定される。任期は 2 年。
法学部長の選考については「中央学院大学法学部長選挙規程」（資料 9(1)-31）に基づ
き選挙が行われる。選挙権を有する者の互選で選出された 3 名の選挙管理委員が管理を
行い、選挙の結果、法学部長が決定される。任期は 2 年。
現代教養学部長の選考については「中央学院大学現代教養学部長の任期および選任に
関する規程」
（資料 9(1)-32）に基づき選挙が行われる。選挙権を有する者の互選で選出
された 3 名の選挙管理委員が管理を行い、選挙の結果、現代教養学部長が決定される。
任期は 2 年。
大学院商学研究科長の選考については「中央学院大学大学院研究科長選任規程」
（資料
9(1)-33）に基づき、研究科委員会において研究科の教授の中から選出される。任期は 2
年。
(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。
教職員の採用・昇格等については、「学校法人中央学院事務職員等人事規程」（資料
9(1)-34）
「学校法人中央学院職員人事委員会規程」
（資料 9(1)-35）
「学校法人中央学院事
務職員等昇格規程」（資料 9(1)-36）「学校法人中央学院嘱託・臨時職員の採用規程」（資
料 9(1)-37）および「学校法人中央学院給与規則」（資料 9(1)-38）等に基づき、適切に
運用している。人事委員会は、総務担当常務理事、法人事務局長、大学事務局長、総務
部長等によって構成され、採用、昇格、異動等の審議を行う。審議結果（人事案）につ
いては理事長に報告され、経営会議の議を経て決定される。また、中・長期計画におい
て退職者数に応じた教職員採用計画を図るものとしている。特に職員の年齢バランスを
改善するため、中途採用者（キャリア採用）を積極的に採用することで、バランスのと
れた人員配置を行っている。
大学の事務組織としては、総務部（総務課・人事課）、財務部（経理課・管財課）、学
事部（教務課・学生課）、学長企画部（企画課）、情報システム部（情報メディア課・図
書館事務課）、入試広報部（入試広報課・アドミッションオフィス）、就職部（就職課）
の 7 部がある。この他、アクティブセンター事務課、大学評価・研究支援室、学生サポ
ートセンター、国際交流センター、保健センターがある。人員配置については、92 名（2018
年 4 月現在）の職員を有しているが、その内訳は、専任職員 70 名、嘱託職員 2 名、非常
勤職員 7 名、派遣職員 2 名、業務委託 11 名となっている。特に、情報システム部（情報
メディア課・図書館事務課）、保健センターなど専門性が要求される部署については、資
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格や技能を持った職員を配置し、その適切な運用を図っている。
なお、「中央学院大学事務組織規程」
（資料 9(1)-39）「中央学院大学事務局事務分掌規
程」（資料 9(1)-6）と「学校法人中央学院事務組織規程」
（資料 9(1)-40）に齟齬をきた
していたことについて、業務が多様化しているため各部室課における事務分掌の見直し
を平成 31 年 3 月までに行い、新たな内容変更も含めたうえで、規程の整合性がとれる改
正を速やかに行うこととしている。
(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。
企画力、人間力、業務知識・遂行力及び労務管理の基礎知識の習得を目的に掲げると
ともに、研修に対する個人の自主性を尊重し、従来の団体での研修方法（平成 28 年度ま
で）から個人が望む研修（自己選択方式）に平成 29 年度より変更し実施した。
また、大学業務の改善を図る上で、教職員からの提案を募っている。平成 28 年 7 月、
本学の抱える諸問題を解決する糸口を探るため、「教職員意見交換プレゼンテーション」
を実施し、全教職員から提案を募った（提案 7 件）。また、平成 29 年度予算においては、
新しいプロジェクト等に資する事業のために、
「特別（戦略的）予算（法人全体で 1,000
万円）」が計上され部門ごとに全教職員から提案を募ることとした。
実施した研修（ＳＤ）は次のとおり。
１）平成 27・28 年度
・発達障害支援について
・アクティブラーニング事例報告
・新任教員ＦＤ

スタートアップセミナー

・グループワーク・トレーニング（Group Work Training :GWT）の手法について
・大学におけるアーカイブズ・マネジメント－書籍や資料とどう向き合うか？
・ビジネスマナー研修
・私立大学庶務課長会セミナー
・事務体制（組織図や事務分掌の作成）の検討会
・本館 1 階の学生向け掲示方法（学生への広報）
・学生や保護者に対する教職員用危機管理マニュアル作成（緊急対応マニュアル）
・普通救命講習
・情報セキュリティー研修
・教育機関向けハラスメント防止対策研修
・アンガーマネジメント研修
・大学職員力養成セミナー
・提案型、グループ討議
・欧州女性活躍推進調査団への派遣
・訪アジア“高等教育”調査団への派遣
２）平成 29 年度以降
・目標・計画設定基本セミナー
・業務改善入門セミナー
・タイム・マネジメント基礎セミナー
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・ロジカル・シンキング基本セミナー
・プレゼンテーションセミナー
・女性リーダーのためのワークショップ
・ヒューマン・ナレッジ（人間力）
・アンガーマネジメント基本セミナー
・対人折衝スキル基本セミナー
・ファシリテーションセミナー
・管理職のためのコーチングセミナー
・チームワーク向上のための「報・連・相」基本セミナー
・ストレスマネジメント基礎セミナー
・テクニカル・ナレッジ（業務知識・遂行力）
・高等教育政策と大学改革の動向研究セミナー
・IR(インスティテューショナル・リサーチ)の基本と活用事例研究セミナー
・学校会計の基本と経営分析基礎セミナー
・管理者のための人事評価研究ワークショップ
・学生募集部署新人・新担当者のための学生募集業務基本セミナー
・最新ハラスメント事情と管理者としての対応研究セミナー
・管理・監督者（課長・係長）のための「時間資源最適化」推進施策研究セミナー
・輝く自己のキャリアデザインセミナー
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
管理運営について、本学では、関係法令に基づく諸規程により、理事長、学長及び学
部長の権限と責任が明確に定められており、理事会、教授会を定期的に開催することに
より適切な管理運営が行われている。また、学長、学部長等の選出については、規程に
基づき円滑に行われている。採用関連について、大学業務については、おおむね円滑な
対応が出来ている。また、平成 26 年度から平成 30 年度の 5 年間の事務職員採用計画（社
会経験を持つキャリア採用）の実施により体制の充実を図っている。キャリア採用によ
り、年齢バランスが改善されるとともに、異業種からの採用の効果として、固定観念の
ない新しい発想も生まれてきている。ＳＤ研修については、教育研究活動等の適切かつ
効果的な運営を図るため，教職員として必要な知識及び技能を習得させ，並びにその能
力及び資質を向上させるための研修の機会を設けるほか、必要な取組を行うことを目的
に研修方法の見直しを行った。研修に対する個人の自主性を尊重し、平成 29 年度より次
の研修目標を中心にスキルアップを図っている。
1）企画力：業務改善、プランニング、プレゼンテーション等
2）人間力：対人スキル、コーチング、ストレスマネジメント等
3）業務知識・遂行力：ＩＲ、高等教育政策、人事評価、キャリア支援等
4）労務管理の基礎知識 ：コンプライアンス研修、労働基準法、メンタルヘルス等
5）その他：他大学訪問、女性リーダーのためのワークショップ、就業規則の理解
終了後のアンケートにおいて、研修項目の自己選択方式の評価は高く、数多くの研修
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を希望する者が増加している。また、教職員から提案を募った特別（戦略的）予算は、
「大
学のブランド力強化に向けた取り組みの一環としてのＶＩ（ビジュアル・アイデンティ
ティ）戦略」が採択され、ワーキンググループにより事業が実行された。平成 30 年度予
算においても、同様の提案が募られている。
②改善すべき事項
1）中・長期計画について、「学校法人中央学院長期ビジョンの策定及び中・長期計画
の指針について」に基づき「長期ビジョン及び中・長期計画－第一期－（平成 29 年 4 月）」
がまとめられたが、法人としての目指すビジョンと、大学における重点項目の実行に関
して、年度ごとの検証を断続的に行う必要がある。
2）教職員の人事考課と業務評価についてはこれからの課題である。人事機能を検証し、
採用、配置、評価、育成等の人事機能のどの部分に注力するか、どの機能を戦略的に強
化し、どの機能をアウトソーシングやシェアードサービス（本部集中化）とするのか、
各人事機能に係るコストを含め検証し、再配置することを目標としたい。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
法人として各年度の事業計画及び予算を決定するにあたり、事前に予算編成に係る基
本方針を定めている。大学については、将来ビジョンに基づく戦略の策定を目指すとし
ており、学長の諮問機関である全学委員会の機能を充実させるとともに、教学と事務、
教員と職員の連携充実を図る。
②改善すべき事項
中・長期計画については、18 歳人口の減少のなか教育研究の充実と財政基盤の確立の
ため、毎年度の見直しにより改善を図っていく。また、ＳＤについては、個々の職員の
職能開発、教育支援を支え得る事務組織および教職協同体性の確立に努める。
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財務
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。
本学では、2012 年 4 月に第 2 次財政安定化協議会を発足させ、その「財政改善部会」
から、予算編成方法の改善策、支出削減方法の具体策、収入確保のための対策、中・長
期計画の策定などについての答申が提出され、その後、各セクションからも意見を取り
まとめ、2017 年 4 月に「長期ビジョン及び中・長期計画－第１期－」
（資料 9(2)-1）が
確定し、その中で財務計画に関しては、2.法人経理課・管財課において、(1)安定した収
入の確保(2)経費の抑制(3)施設計画（研究棟・体育館他）の具体的施策を示し、資金収
支計算書、事業活動収支計算書、中央学院大学の学生数の推移予測等の内容を明示した。
1)事業活動収支計算書関係比率
中央学院大学（部門）の人件費比率は、2017 年度が 52.6％となっている。2016 年
度の全国平均（規模 2～3 千人。以下同じ）は 54.4％であり、人件費は 1.8 ポイント
の差異で平均並みであり概ね抑制されていると評価できる。教育研究経費比率は、
2017 年度が 36.9％となっている。2016 年度の全国平均は 34.3％であり、教育研究
経費は平均以上の水準を示している。借入金等利息比率は、2017 年度は借入金自体
がなく 0％。2016 年度の全国平均は 0.1％であり、本学に限らず全国的に借入金が減
少していると言える。減価償却費比率をみると、本学は 2017 年度が 12.0％となって
いる。これに対する 2016 年度の全国平均は 13.4％である。本学における減価償却比
率は、若干低めと言える。基本金組入後収支比率は、2017 年度が 104.0％となって
いる。これに対する 2016 年度の全国平均は 105.9％である。
学生生徒等納付金比率は、2017 年度が 84.8％となっている。2016 年度の全国平均
は 81.5％である。問題点としては、納付金への依存度が若干高く、18 歳人口の減少
により入学者が減少していることである。改善点としては、退学者が減少している
ことである。寄付金比率は、2017 年度が 1.11％となっている。対する 2016 年度の
全国平均は 1.5％である。また、補助金比率は、2017 年度が 7.45％となっている。
対する 2016 年度の全国平均は 9.8％である。寄付金及び補助金の比率は、全国平均
に比べ少ないと言える（資料 9(2)-2）
。
2)貸借対照表関係比率
学校法人中央学院の流動資産構成比率は、2017 年度が 10.64％となっている。2016
年度の全国平均（文他複数学部。以下同じ）は 14.35％である。固定負債構成比率は、
2017 年度が 8.70％となっている。2016 年度の全国平均は 6.35％である。繰越収支
差額構成比率は、2017 年度が△61.88％となっている。対する 2016 年度の全国平均
は△15.27％である。因みに、繰越収支差額構成比率については過去の基本金への組
入れ、基本金の内訳などを考慮することが必要であるが、第 2 号以下の基本金の額
が少額であることなどを考えると、施設・設備への投資、経常収支の悪化など支出
超過額が累積し、繰越収支差額をマイナスへ増大させた要因と考えられる。純資産
構成比率は、2017 年度が 85.34％である。2016 年度の全国平均は、88.25％であり、
本学の比率は概ね良好であると言える。しかし、流動比率をみると、2017 年度が
178.46％となっており、2016 年度の全国平均 265.69％と比較すると、本学における
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短期的な支払い能力すなわち資金流動性が低いことがわかる。
減価償却比率は、2017 年度で 64.8％となっている。2016 年度の全国平均は 51.0％
である。このことから、本学の施設・設備等は平均に比べ、若干老朽化しているこ
とがわかる。本学の減価償却引当特定資産は、2017 年度末で約 24 億 1,000 万円、減
価償却累計額約 196 億円に対する比率は 12.3％となっている。2016 年度の全国平均
は、21.2％となっており、建物等の建て替え等に係る特定資産が平均より低めであ
り、次の 3)で示す経営状態の把握では、取得価格ベースでの取替更新ができない状
態であることがここでも判る（資料 9(2)-2）。建て替えではなく、詳細な修繕計画に
基づいて資産の有効活用を行っていく。
3)内部留保と経営状態の把握について
2017 年度末の学校法人中央学院の内部留保額としては、翌年度繰越支払資金は約
25 億円、減価償却引当特定資産などの引当特定資産の約 46 億円をあわせて合計 71 億
円である。減価償却累計額は約 196 億円、繰越収支差額は約△157 億円である。
これに対し 2016 年度の全国平均（文他複数学部。以下同じ）の数字は、翌年度繰越
支払資金は約 42 億円、引当特定資産（有価証券を含む）は約 72 億円の合計 114 億円
となる。減価償却累計額は約 123 億円、繰越収支差額は約△52 億円である。
本法人の減価償却累計額約 196 億円に対する翌年度繰越支払資金約 25 億円と引当特
定資産約 46 億円の合計の割合は 36.2％となる。これに対する全国平均は 92.68％で
ある。本法人の場合、償却を伴う資産の消費度（減価償却比率 64.84％）が 50％以上
であるにもかかわらず、その減価償却累計額の 36.2%しか内部留保がなされていない
ことになる。減価償却累計額に対し全国平均レベル（92.68％≒182 億円）の内部留保
が望まれる。さらに、現状の内部留保額 71 億円から総負債約 37 億円を差し引いた内
部留保資産は 34 億円程度となる。この数字は全国平均約 74 億円（114 億－40 億）と
比べて極めて低い数字と言える。
次に、日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指数に基づく経営状態の区
分（法人全体）」による経営状況の質問内容をフロー別に進むと以下の通りとなる。
フロー①

教育活動資金収支差額が 3 か年のうち 2 か年以上が赤字である

→はい

フロー②へ・いいえ

フロー④へ

直近 3 か年の教育活動資金収支差額は、2015 年度 約 8,971 万円、2016 年度 約 3 億 2,995
万円、2017 年度 約 2 億 3,000 万円となりいずれの年度も黒字となる。
フロー④

外部負債を約定年数又は 10 年以内に返済できない
→はい

フロー③へ・いいえ

フロー⑤へ

直近 3 か年の外部負債は、2015 年度 約 13 億 457 万円、2016 年度 約 12 億 9,020 万円、
2017 年度 約 12 億 9,026 万円となり返済可能である。また、大学単体でみれば 2017 年
度は、外部負債 約 8,553 万円（借入金及び学校債ともになし）
・ 教育活動資金収支差
額 約 3 億 6,670 万円となり単年度で返済可能となる。
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フロー⑤

修正前受金保有率 100％未満
→はい

判定へ・いいえ

フロー⑥へ

直近 3 か年の修正前受金保有率は、2015 年度 約 880％、2016 年度 約 790％、2017 年
度 729％となり、いずれの年度も 100％を大きく超えている。
フロー⑥

経常収支差額が 3 か年のうち 2 か年以上が赤字である
→はい

判定へ・いいえ

フロー⑦へ

直近 3 か年の経常収支差額は、2015 年度約△4 億 6,331 万円、2016 年度約△3 億 6,536
万円、2017 年度約△3 億 7,935 万円となりいずれの年度も赤字となる。
以上①～⑥により、Ｂ０

イエローゾーンの予備的段階となり、施設・設備等取得価

格ベースでの取替更新ができない状態である。
学校法人中央学院では、経常収支差額の赤字幅を縮小し将来的には黒字化し、一段階
進んだＡ３～Ａ１

正常状態を目指して行きたい。

また、科学研究費補助金等の外部資金の受け入れ状況は下記のとおりである。
<2017 年度>
種目

職名

金額（円）

備考

520,000

平成 28 年度～30 年度

1

転入･継続

基盤 C

商学部教授

2

継続

若手 B

商学部准教授

1,170,000

平成 28 年度～30 年度

3

継続･分担

挑戦萌芽

法学部准教授

559,000

平成 28 年度～30 年度

4

継続･分担

基盤 C

法学部准教授

91,000

平成 27 年度～29 年度

5

継続･分担

基盤 C

商学部准教授

130,000

平成 27 年度～29 年度

6

継続･分担

新学術領域

現代教養学部助教

1,770,600

平成 27 年度～31 年度

7

新規

若手 B

法学部非常勤講師

1,430,000

平成 29 年度～32 年度

合計

5,670,600

<2016 年度>
種目

職名

金額（円）

備考

1

新規

若手 B

商学部講師

1,040,000

平成 28 年度～30 年度

2

新規･分担

挑戦萌芽

法学部講師

208,000

平成 28 年度～30 年度

3

継続･分担

基盤 C

法学部准教授

351,000

平成 27 年度～29 年度

4

継続･分担

基盤 C

商学部准教授

130,000

平成 27 年度～29 年度

合計

1,729,000

<2015 年度>
種目

職名

金額（円）

備考

1

継続

若手 B

商学部講師

1,040,000

平成 26 年度～27 年度

2

継続･分担

基盤 B

商学部講師

195,000

平成 24 年度～27 年度
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3

新規･分担

基盤 C

法学部准教授

286,000

平成 27 年度～29 年度

4

新規･分担

基盤 C

商学部准教授

130,000

平成 27 年度～29 年度

合計

1,651,000

日本私立学校振興・共済事業団の学術研究振興資金については、2013・2014 年度に申
請を行い、ともに採択されて、2014 年度・2015 年度研究事業として法学部の教員が各年
度 400,000 円の資金交付を受けた（資料 9(2)-3）。
(2)予算編成および予算執行は適切に行っているか。
予算編成においては、各部課から事業計画とともに積算された予算要求書が上げられて
くる。担当部署である法人財務部において精査を行った後、理事会で決定された編成方針
に基づき原案を作成する。その後、理事長、常務理事、学長等によって構成された経営会
議において最終的な調整を行う。出来上がった予算原案は、理事会及び評議員会で審議・
承認された後、成案となる。予算の執行にあたっては、10 万円以上の支出には、すべて
起案を義務づけ、100 万円以上の支出には合見積もりを行い、500 万円以上の契約につい
ては法人理事なども含めた業者選定部会にはかるなど適正な運営に努めている。
私立学校法の改正に伴い、監事の機能の強化をはかった。2005 年度からは、理事会・
評議員会において事業実績報告を行い、法人内の各学校における業務状況を報告してい
る。また、同時に資産管理状況、理事の業務執行状況、監査法人による決算監査報告な
ども行われている。
また、教職員、学生、父母に対しては、学報及びホームページに決算状況を掲載し、
配布及び公開を行っている。本学の経営の基となっている資金の受託者に対する説明責
任については、概ね履行されていると評価できる。
監査法人の会計監査は、法人及び各学校について行われている。また、同時にネット
ワークのインフラについてなどのシステム監査も行われている。また、会計監査について
は、監査法人と監事が連携をはかれるよう同時期に実施している。その結果、決算に関す
る問題等については、公認会計士から監事に対する説明が行われ、以後、監事が理事会及
び評議員会に対して監査報告書を提出することとなっている。
業務監査については、監事（2 名）が毎月行なわれる理事会及び評議員会に出席し重要
事項の諮問に対する意見を述べている。また、事務的に監事を補佐する体制を整え、業務
監査機能の強化も図っている。
予算執行に伴う効果の分析・検証については、毎年、各部署からの事業報告書（資料
9(2)-4）が提出され、その報告書を経営会議、理事会において検証している。
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
予算編成に当たっては、予算編成方針及びシーリングに基づきながら、各部課からの
ヒアリングによって調整を行うなど、一定の配慮がなされている。また、前年度の執行
率の確認、積算根拠の明確化など予算編成の是正・改善に努め全体的に支出の抑制が徹
底されているなか、特に教育・研究の水準の維持に努めながら適正な執行がなされてい
る。
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中央学院大学では、2017 年度開設の現代教養学部の学生募集には苦戦したが、2018 年
度問題と称される少子化の煽りのはじめとなる 2018 年度の新入生は、現代教養学部も定
員を満たし、中央学院大学全体として全学部で大幅な定員を上回る新入生を確保するこ
とができ、ここ数年の納付金収入減少からの大きなターニングポイントとなった。次年
度以降も学生募集（学生生徒等納付金収入の増加）には特に尽力していく。
外部資金の受け入れについては、従来より教員に対して奨励しており、科学研究費補
助金の採択において、2017 年度はより活発化している。
②改善すべき事項
2017 年 4 月に「長期ビジョン及び中・長期計画－第１期－」（資料 9(2)-1）の確定に
より、中・長期的な財政計画の策定方法についての概要は纏められ、より踏み込んだ具
体的な策定や手続き等の方法が明確になった。
2017 年度の経常収支差額において、法人全体で約 3 億 7,935 万円の支出超過額となる
予定である（資料 9(2)-6）。
予算執行に伴う効果の検証については、様々な事業が行われている中で、特に高等学
校部門は、事業計画書以外における総括及び検証が不十分と言えるが、法人全体として、
「長期ビジョン及び中・長期計画－第１期－」の財務計画通りに予算執行を行い経常収
支差額の赤字体質の改善化に尽力する。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
支出においては、管理経費などを抑制し、臨時的支出を必要最小限に抑えた上で内部
留保を高めていく。さらに、こうした政策を実施していく上で、法人内教職員の自覚が
高まっている。
②改善すべき事項
「長期ビジョン及び中・長期計画－第１期－」
（資料 9(2)-1）の財務計画通りに予算執
行を行い経常収支差額の赤字体質の改善化に尽力するとともに、当年度収支差額を黒字
化させ累積赤字を減少させる。さらに、予算執行に伴う効果の測定については、各部課
の日常業務の中で検証を行う。
４．根拠資料
9(2)- 1

長期ビジョン及び中・長期計画－第１期－（既出

資料 9(1)-4）

9(2)- 2

決算書・監査報告書・財産目録（2015～2017 年度）

9(2)- 3

2015 年度

学術研究振興資金交付決定通知書

9(2)- 4

2017 年度

事業報告書

9(2)- 5

5 ヵ年連続資金収支計算書（大学部門／学校法人）

9(2)- 6 5 ヵ年連続事業活動収支計算書（大学部門／学校法人）
9(2)- 7 5 ヵ年連続貸借対照表
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10．内部質保証

１０．内部質保証
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説
明責任を果たしているか。
2015（平成 27）年度より開始した第 7 期自己点検・評価実施委員会（2018 年 9 月ま
での 3 年半、以下今期委員会と略す）では、まず当面する 3 年間を①本学改善のための
根幹的な方針・方向性を定め、②早急に改善可能な指摘事項への対応を行い、③大学評
価（認証評価）の指摘事項以外の問題点も含めて洗い出し改善の方向性を定める、の 3
点を実施する期間と定めた。本学の抱える内部質保証体制の欠陥は重大であり、
「定期的
に自己点検を各部署で行う」といった規程だけを設けても、大学全体としての改革の下
地ができていなければ、内実の伴った改善はできないと判断したためである。次の 3 年
間において、今次定める３つのポリシーを実体化し、検証・改善・確認していくための
組織的な仕組みづくりを整備するが、2018 年前半までの期間は、そのための前提期間と
位置づけたものである。そして今期委員会では、従来までの自己点検・評価実施委員会
の活動を大きく見直し、大学基準協会による大学評価（認証評価）からの指摘事項の改
善にとどまらず、そこで指摘されていない事項も含めて、広い視野から大学全体の問題
点を自主的に洗い出し、改善する方向に方針を変更した。
本学が抱える大きな問題点は、何を目指し、どういう大学にしたいかという目標が明
確でなく、その結果多くの施策・計画が場当たり的で、大学全体に勢いや活気がないと
いうところにある。学生は素直で穏やかな気質であり、熱心に教育に取り組む教員が多
く、学生に親身になって接する職員も多いという人的資源には大いに恵まれているが、
進むべき全体の方向性が定まっていないために、それらの資源が活かされていない。潜
在的能力はあるにもかかわらず、それが一つの方向に向かって進んでいく原動力になっ
ていない。この点を改善しなければ本学の社会的存在意義を自覚することもアピールす
ることも難しい、というのが根本的な認識であった。
2015 年 3 月の大学評価（認証評価）から指摘された事項の多くはこの問題点に関連し
ており、第 7 期の課題としては、個別の指摘事項に対症療法的な対応をするだけでは不
足していることは明らかであった。大学評価（認証評価）から重要な指摘をいただいた
ことを貴重な機会と受け止め、これを機に大学全体のあり方を見直すことにした。その
中核的機関として自己点検・評価実施委員会を位置づけている。そのための前提期間と
位置づけたものである。また、当面の緊急性から、学内規程の整備等、評価から改善実
施、結果の検証に至る仕組みづくりができるまでの間、自己点検・評価実施委員会が諸
問題に対して自ら起動的な役割を果たすこととした。
こうした当委員会の姿勢を示す一例が、2015 年に実施した「中央学院大学の目指す理
想像」の策定である。本学には「公正な社会観と倫理観の涵養」という建学の精神があ
り、
「公正な社会観と倫理観の涵養をめざし、徹底した少数教育を通じて実力と創造力を
そなえた有能な社会人の育成を図る」という教育理念がある。
「公正な社会観と倫理観を
もつ学生を育てる」ということは、則ち「よき社会人を育成する」ということであり、
「社会の構成員としての深い自覚をもち、多様な価値を認め、それぞれの場においてあ
るべき社会の実現に尽力できる人間であること」と言い換えることができるかもしれな
- 127 -

− 127 −

い。しかし、ではその理念を実体化し、本学が社会的使命を果たすためにはどのような
教育をどのように行っていくのか、学生たちが本学で学ぶことをどう意味づけし、どう
意欲を引き出して行くのか、という点については、未だ曖昧な部分が大きい。
「理想像」
の策定とは、教育の場としての本学がどのような場であるべきか、そのあるべき姿をま
ずは全教員・全職員が共有し、目指すべき方向に向かって判断をし、計画を策定し、実
施していけるようにするための基本を定めるものである。この「理想像」策定にあたっ
ては、全教員・全職員にアンケートを実施し、その結果をまた全員に公開してフィード
バックし、アンケートから作成した「理想像」の素案を全員に投げかけて、再度意見を
募るという形で進めた。そして当委員会で決定した「理想像」素案を学長および学部長
等で構成する拡大学部長会議の場において審議、決定するという手順を踏んだ。あえて
こうした煩雑な手順を取ったのは、本学の抱える問題点や目指すべき目標を全教職員が
意識的に共有できるようにするためである。
上記のような姿勢で臨んだ今期委員会は、大学評価（認証評価）から指摘された諸事
項のうち短期で改善可能な事項については、各学部・研究科・事務の当該部局を通じて
改善を着実に進めた。当委員会には、委員として各学部・研究科・事務局の長が所属し
ているため、当該委員を通じて各部署に関する課題の改善に取り組むことができた。そ
の結果については、本報告書(「第 7 期自己点検・評価報告書」)に詳細に記述し、刊行
するものである。大学基準協会に対する公式な「改善報告書」はもちろん作成している
が、それにどとまらず、指摘事項外の諸事項をも含む問題点の認識と改善状況について、
「第 7 期自己点検・評価報告書」では記述している。この報告書公開によって、社会的
な説明責任を果たすこととしている。
(2)内部質保証に関するシステムを整備しているか。
まず、今期委員会が最初に取り組んだのは、大学の実情と照らし合わせて問題点を発
見するための基準となる３つのポリシー(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)の見直しからであった。本学には、学部・研究科レベルでの３
つのポリシーがそれぞれ策定されていたが、これらは大学自身が責任を果たすべき基準
としてのポリシーとは大きくかけ離れていた。その策定過程を検証したところ、ポリシ
ー自体の重要性と内容の理解が充分でなく、学部等では内部で踏み込んだ議論をしない
まま形式的な作文として承認していたことが明らかとなった。学部等の現状を充分把握
していない部署の担当者が作成した草案を、形式的な審議によって承認していたのであ
る。その現実離れした３ポリシーと大学の現状とを照らし合わせて検証すれば、大学に
おける諸活動の成果はまったくあるべき姿と乖離したものと評価されざるをえない。内
部質保証の担保に疑問が投げかけられるのも当然のことであった。今期委員会が全学的
な３ポリシーの見直し・改定に着手したのは上記の理由からである。2018 年前半までを
任期とする今期委員会では、この３ポリシーの改定を大きな課題とし、その策定と並行
して「本学の目指すべき理想像」の策定、そして目指すべき大学のあり方と実態との検
証による組織・教育内容・教育設備・管理運営の改善に取り組んだ。
もちろん各学部・研究科・事務局においては、通常の委員会活動等の中で、日常的に
惹起する問題点の認識、必要な改善は一程度行われてきていた。2017 年度より開設した
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現代教養学部を除けば、他の学部・部署では、学生本位のより良い教育・環境のあり方
を目指して従前から日常的にさまざまな改善が行われてきた(必ずしも制度的・定期的な
改善ではなかったが)。商学部・法学部における大幅なカリキュラムの改定、退学防止の
ための学生サポートセンターを中心とした施策の充実、多様な問題を抱える学生への学
生相談室の取り組み強化などは、そうした日常的な改善の例である。
ただし、目指すべき目標が実態と乖離し、実のあるものとして認識されていなかった
ために、大きなレベルでの方針策定などでは統一性を欠き、難があった。今次の取り組
みにおいては、日常的な各部署での改善に加え、自己点検・評価実施委員会がそれらを
総括し、また複数の部門にまたがる問題点やどの部署も課題としえない大学内の問題を
改善していく形をとった。これによって大学が自ら問題点を把握し、それを自主的に改
善していくための仕組みを構築しつつある。7 年間の後半 3 年半の期間において充分な
内部質保証が達成できるよう、その基礎がほぼ整いつつあるといえる。
次期の自己点検・評価実施委員会においては、この下地のもとに、全学的な自己点検
を制度化し、恒常的な改善を図れる仕組みを早期に策定することになる。具体的には、
自己点検・評価実施委員会を最終責任部署とする全学各部署での自己点検体制の規程整
備、自己点検・評価実施委員会自体のあり方に関わる規程の整備、点検評価に関する学
内基準の策定等である。
(3)内部質保証システムを適切に機能させているか。
自己点検・評価実施委員会の構成員は、各学部長、図書館長、学部の専任教員（各学
部 3 名）、大学院の担当教員 2 名、社会システム研究所所長または生涯学習センター長 1
名、大学事務局長、大学事務局職員 2 名、オブザーバーとして法人事務局職員 1 名とな
っている。つまり、各組織の長および代表者によって構成されているため、当委員会に
おいて問題点を認識し、各組織に持ち帰り審議・議論を重ね、再度当委員会において確
認を行い、問題点の解決ならびに改革を実行してきた。従前は制度としての自己点検に
ついては、大学評価（認証評価）の指摘事項に対して各部署への伝達とそれに対する各
部署からの実情報告、改善方向性の報告といった形に留まり、最後まで改善実施を見届
ける仕組みにはなっていなかった。もちろん現段階ではすべての事項について改善を完
了しているわけではない。また規程上の裏づけも不足している。が、少なくとも解決済
み事項の確認、課題の残る事項の確認と継続的な改善の督促は行うようになった。こう
いった点は、内部質保証システムが、今期委員会から着実に機能し始めた証左というこ
とができる。
２．点検・評価
①効果が上がっている事項
あるべき本学の教育・研究が充分に実現できるように、まずその根本にあたる３つの
ポリシーの改定がなされたことは、1 つの達成といえる。また本学の全教職員が方針・物
事の決定に際して基準とする「目指すべき本学の理想像」が策定されたことも大きな成
果といえる。理想像策定の過程も重要で、全教職員へのアンケートとフィードバックを 2
回繰り返したことで、結果的に大学の現状に対する意識が高まることになった(「大学の
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理想像について（意見集成）」
「大学の理想像について（意見集約結果）」)。最終的に「理
想像」は、これまで入試広報等で本学のキャッチフレーズにしてきた「STAND BY YOU」
が一番本学の長所となるべきものを表しているとの結論に至り、それに添える言葉と大
学の理想像イメージ 3 つを掲げて、下記のように決まった。
「STAND BY YOU － 学生に寄り添う大学」
○「学生が人生の目標を見出し、自立して考え、行動できるようになる大学」
○「笑顔にあふれ、楽しくて、いつまでも居たくなる魅力ある大学」
○「地域とともに育ち、地域に恩返しのできる大学」
その他、現在本学では、大学評価（認証評価）の指摘にはなかったものの、学生の日
常に関わる休憩場所や食環境の不備が大きな問題として認識されており、その改善に向
けて具体的に動き出している。本学の学生に愛校心が薄く、大学での滞在時間が短いこ
とが常々感じられ、それが大学・学生の活力を大きく削いでいると考えられるが、その
背景には本学の居心地の悪さ、食環境を始めとする厚生面の不備が重大な要因になって
いる可能性がある。体育系の部活に勤しむ学生の比率が高いにも関わらず、充分な栄養
を摂れる食環境が非常に不足しており、他の学生にとっても、友人と楽しい時間を過ご
せるような食事・休憩場所が足りないことは大きな問題である。授業が終わるや否や、
大半の学生が潮が引くように大学からいなくなって閑散とし、活気が感じられないのは、
こうした居場所や食環境の問題にも原因があると考えられる。この認識から、学生会館
を拠点とした環境を充実させるべく、全学的な規模で学生の休憩場所・食環境に関する
実態調査を行い、そのアンケートをもとに現在新たな設備の充実を検討中である。この
施策に関して上記のアンケートを実施したのは当委員会であった。約 1,000 名の学生か
ら詳細なアンケートが回収できたことを踏まえ、当委員会では全教職員を対象にアンケ
ート結果を分析する会合の開催を呼びかけ、さまざまな部署・視覚からの意見を集約す
ることができた。
また、多様な背景をもつ学生を受け入れている本学として、大学評価（認証評価）の
指摘にもあるとおり、退学者を減らすこと、そのための学生サポートを充実させること
が急務となっている。その施策策定のためには、退学原因の調査をより一層充実させる
ことが必要と考えられる。当委員会では、退学者に対するアンケート内容の充実につい
て具体的な提案をし、学生サポートセンターとの連携によってアンケートの改訂を実施
した。今後はその情報分析が次の段階の課題となってくる。
上記のように、当委員会が主体となり、多様なかたちで内部質保証の確保に向けて直
接・間接両面から取り組んでいる。
②改善すべき事項
前回の大学基準協会による大学評価（認証評価）以後、今期委員会では積極的な取り
組みを行っているが、まだ改善すべき事項も数多くあると認識している。学生が本学に
入学・在籍して良かったと思えるような満足度を高めていくことが重要であるが、その
ためには、大学を教育・生活両面で「充実して、楽しい」と思えるようにしていかなけ
ればならない。その実現のためには、教育・生活直接の問題だけでなく、それらを支え
る管理運営も含めた仕組みをシステムとして構築することが求められている。
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具体的には、内部質保証の柱となる自己点検・評価実施委員会の役割の明確化、学内
の問題点発見のシステム化、改善プロセスの定式化、改善完了までのチェックシステム
の明確化、そしてそれら全てをルール化するための規程の整備、教育や生活環境に関す
る設備の充実、本学の目指すべき目標に対する教職員の意識づけ等が課題となる。これ
らについては、次期自己点検・評価実施委員会の最初期に取り組むべき課題である。
総じて常に目標を意識したうえで、改善すべき方向に向けて具体的な施策を実施して
いくことが必要といえる。その際、単体の目標に特化した特別委員会などの設置も時に
必要であるが、さらに重要なのは、日常的な委員会や会議の中で所轄分野における改善
を不断に実施していくことである。本学の場合、大学内の会議体の多くが上部部署から
の諮問に対する答申・対応のみを本来的任務としている点に弱点がある。会議体によっ
ては、日常的業務の中で認知した問題点を議題とし、それらを自主的に改善していく活
動を実質的に行っている場合もあるが、諮問外の、あるいはルーティンの業務以外の問
題点の捕捉・改善を意識していない場合も多い。これからは、それらを本来的業務の一
環に位置づけることが必要になると考えられる。
また努力課題として指摘された事項の中で未だ充分な対応ができていない事項につい
ても、期限を切って必ず次回の認証評価申請までには解決させなくてはならない。
３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
今次の自己点検・評価実施委員会で取り組んでいる事項の中で、大学評価（認証評価）
からの指摘外の課題、とくに大学の理想像に実態をどのように近づけていくかという問
題は、まさに将来的な本学の形を大学自らが設定し、質を高めていくために課せられた
内的な課題といえる。その実現は中・長期的な視野の中で可能になるものではあるが、
スタート時点で一定度の目標を設定できたことは、今後につながる成果と認識している。
②改善すべき事項
上記の課題を実現していくためには、客観的なデータの収集・蓄積と実現に向けての
大きな戦略が必要となってくる。社会全体の動向、他大学の動向も注視しながら、判断
を誤らないように決断していく必要がある。また既成の本学のシステムを大胆に見直す
視点も必要と考えられる。小規模な大学ならではの、学生に寄り添う「STAND BY YOU」
を実現できるのが本学の長所であり、常に学生を支える立場に立った教育・環境のあり
方を模索していかなければならない。そのためには、教員による研究・教育の質を高め、
職員による親身になった能動的で機能的な対応を実現することが基本となるであろう。
中身のある充実したＦＤ・ＳＤを繰り返していくこと、授業評価アンケートの効果的な
利用など、足元の些細な事項にそれら改善の手がかりがあるであろう。大胆なてこ入れ
のみならず、それらの地道で着実な改善が中・長期の成果につながるものと考える。
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改善報告書

[様式 18]

改善報告書
大学名称

中央学院大学

（

評価申請年度

２０１４年度

）

１．努力課題について
№

種

別

１ 基準項目
指摘事項

内

容

３．教員・教員組織
過去５年間の研究業績がない教員が散見され、科
学研究費補助金等外部資金への申請もほとんど
なく、全学的に研究活動が不活発であるので、改
善が望まれる。

評価当時の状況

教員の教育・研究活動については、過去５年間
の研究業績がない場合も見られ、科学研究費補助
金等外部資金への申請も少なかった。また、紀要
または論叢に関して、３年に１度は投稿するとい
う規程が存在するが、徹底が図られていなかっ
た。

評価後の改善状況

教員による活発な研究活動を支援・奨励するた
め、法学部には 2014（平成 26）年度に、商学部
には 2015（平成 27）年度に学術委員会を設置し、
専任教員を中心とした研究発表会を開催し、相互
の研究交流と研究意識の高度化を図る活動を推
進してきた。
商学部では、新たな試みとして 2017（平成 29）
年 11 月に、科研費交付者による学内報告会を開
催した。法学部では、学術委員会において改善策
を検討し、2016（平成 28）年 11 月 9 日開催の法
学部教授会において審議し、次の改善策を定め取
組みを開始した。
（１）中央学院大学法学論叢刊行規程第７条を教
員に周知徹底させる。７条は「本学の専任教員は、
原則として３年に１回は論叢への論文提出の義
務を有する。
」と定めている。
（２）専任教員は、３年に１回、学部長に研究成
果を報告する。
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（３）専任教員は、１年に１回、大学のホームペ
ージの業績一覧を更新する。
（４）法律・政治・行政を専門とする専任教員に
限定せず、全専任教員は年１回開催される法学研
究発表会で自己の研究成果を積極的に報告する。
（５）国内・在外研究者の研究報告を義務化し、
復帰後１年以内に研究成果を報告する。
全学的には、大学評価・研究支援室が主体とな
り、2016（平成 28）年度以降、科学研究費補助
金の申請に関して、外部コンサルタントを講師に
勉強会を開き、申請を促すとともに、申請者に対
しては個別に具体的な支援を行う体制を整えた。
この結果、申請件数は 2015（平成 27）年度の
7 件から 2017 年度（平成 29）年度は 17 件に増加
し、採択件数は、2015（平成 27）年度が研究代
表 1 件・研究分担 3 件、2016（平成 28）年度が
研究代表 1 件・研究分担 3 件、2017（平成 29）
年度が研究代表 3 件・研究分担 4 件、2018（平成
30）年度が研究代表 4 件・研究分担 9 件と増加し
た。
改善状況を示す具体的な根拠・データ等
1-1「商学部長年次報告書＜平成２９年度＞

22 頁」

1-2「法学部教授会議事録抜粋（2016（平成 28）年 11 月 9 日開催）」
1-3「法学部自己点検の課題について（2017（平成 29）年 1 月 18 日開催法学
部教授会配布資料）
」
1-4「科研費勉強会の開催について（2017（平成 29）年 4 月）」
1-5「科研費申請促進説明会および研究倫理教育の開催について（2017（平成
29）年 7 月）
」
1-6「科研費応募説明会の開催について（2017（平成 29）年 10 月）」
1-7「科研費個別相談会の開催について（2017（平成 29）年 10 月）」
1-8「2015（平成 27）～2018（平成 30）年度

科学研究費獲得実績一覧」

＜大学基準協会使用欄＞
検討所見

改善状況に対する評定

１
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２

３

４

５

№

種

別

２ 基準項目

内

容

４．教育内容・方法・成果
（２）教育課程・教育内容

指摘事項

2013（平成 25）年度から実施されている法学部
スポーツシステムコースの教育課程は、「コース
選択必修科目Ａ」にスポーツ関連科目４科目（「キ
ッズスポーツ論」
「スポーツ経営論」
「トップスポ
ーツ論」「ライフスポーツ論」）を設置したこと、
「社会科学系科目Ａ」に卒業所要単位数が設定さ
れていないことから、「コース必修科目」以外の
法律科目を履修せずに卒業所要単位を取得でき
る構造である。課程修了にあたって身につけるべ
き知識・能力等の学修成果を定める学位授与方針
に照らして、バランスを欠いた教育課程であるの
で、学位授与方針および教育課程の編成・実施方
針と整合した教育課程を編成するよう、改善が望
まれる。

評価当時の状況

2013（平成 25）年度からの新しい教育課程に
おいて、「コース選択必修科目Ａ」にスポーツ関
連科目４科目を設置したことで、「社会科学系科
目Ａ」において卒業所要単位数が設定されていな
いことと相俟って、履修の仕方によっては「コー
ス必修科目」以外の法律科目を履修せずに、卒業
要件単位を取得できる構造となった。学位授与方
針に示される課程修了にあたって修得すべき知
識・能力等の学習成果に照らすと、同コースの教
育課程は全体としてバランスを欠いていた。

評価後の改善状況

スポーツシステムコースの教育課程を法学部
の学位授与方針や教育課程の編成・実施方針に即
したものとするため、2015（平成 27）年 9 月 14
日開催の法学部公法基礎法部会／私法・社会法部
会合同部会において改善策を検討した。そのうえ
で、同年 10 月 28 日開催の法学部臨時全体教授会
において審議し、スポーツシステムコースの法律
必修科目について、2016（平成 28）年度から次
のとおりとすることを決定した。
「法学」
「憲法Ⅰ
（人権）
」
「憲法Ⅱ（統治）」
「民法総則」
「物権法」
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「債権法総論」「刑法総論」「会社法」「民事訴訟
法」を必修科目とし、計 9 科目 36 単位以上履修
することとし、法律科目の履修を従前の計 4 科目
16 単位より大幅に増やした。
改善状況を示す具体的な根拠・データ等
2-1「法学部学生要覧 2016 年度（3、51～52 頁、科目表（57 頁））
」
2-2「法学部学生要覧 2017 年度（3、51～52 頁、科目表（57 頁）
）
」
2-3「法学部学生要覧 2018 年度（3、52～53 頁、科目表（58 頁）
）
」
2-4「第１回中央学院大学法学部公法基礎法部会／私法・社会法部会合同部会
議事録（2015（平成 27）年 9 月 14 日開催）
」
2-5「法学部臨時教授会議事録（2015（平成 27）年 10 月 28 日開催）」
＜大学基準協会使用欄＞
検討所見

改善状況に対する評定

１

− 136 −

２

３

４

５

№

種

別

３ 基準項目

内

容

４．教育内容・方法・成果
（３）教育方法

指摘事項

再履修を含めた１年間に履修登録できる単位数
の上限が、商学部は１年次 55 単位、２～４年次
56 単位、法学部は１年次 59～60 単位、２年次 58
単位、３年次 57～58 単位、４年次 59 単位と高い
ので、単位制度の趣旨に照らして、改善が望まれ
る。

評価当時の状況

再履修を除く 1 年間に履修できる単位数の上
限は、商学部が 1 年次 51 単位、2～4 年次 40 単
位、法学部が 1 年次 43～44 単位、2 年次 42 単位、
3 年次 41～42 単位、4 年次 43 単位としていたが、
再履修として年間 16 単位の履修を認めていたた
め、全体としての履修単位の上限が高くなってい
た。

評価後の改善状況

商学部は、2017（平成 29）年度入学者から、
再履修科目の単位数を 1 年次秋セメスターは 4 単
位から 2 単位へ、2～４年次春・秋セメスターは
8 単位から 4 単位へと変更し、
法学部についても、
2018（平成 30）年度から再履修科目の単位数を
16 単位から 8 単位へとそれぞれ半減させた。
これにより、再履修を含めた 1 年間に履修登録
できる単位数の上限は、商学部は、1 年次 53 単
位、2～4 年次 48 単位。法学部は、1 年次 43～44
単位、2 年次 50 単位、3 年次 49～50 単位、4 年
次 50 単位へと削減された。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等
3-1「商学部学生要覧 2017 年度（15 頁）」
3-2「法学部学生要覧 2018 年度（4、12 頁）」
3-3「商学部教授会議事録（2017（平成 29）年 1 月 18 日開催）
」
3-4「法学部臨時教授会議事録（2017（平成 29）年 10 月 25 日開催）」
＜大学基準協会使用欄＞
検討所見

改善状況に対する評定

１
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２

３

４

５

№

種

別

４ 基準項目

内

容

４．教育内容・方法・成果
（３）教育方法

指摘事項

ＦＤ活動については、全学的な研修の機会を設け
てはいるものの教員の参加は少なく、その必要性
を十分に共有できていないので、学部・研究科ご
との課題を抽出し改善を図るための取り組みを
実施するよう、改善が望まれる。

評価当時の状況

教育内容・方法の改善については、教務委員会
やプライムセミナー委員会などで、それぞれ関連
するテーマについて議論を重ねていた。また、カ
リキュラムなどを検討する各コースの委員会、教
育内容などを検討する学問系統別の部会におい
て、定期的な議論を行っていた。
しかし、授業内容や方法を改善するために、日
頃の授業を実施する上での課題や悩みを共有し、
相互に工夫やアイデアを提起しあう機会が不足
していた。
大学院においては、「大学院における留学生へ
の効果的教授法」をテーマとして実施して以降行
われていなかった。

評価後の改善状況

商学部においては、教育充実委員会と学術委員
会が合同で「特色ある教育活動報告会」を開催し
た。さらに、学部内ＦＤとして、新システムに移
行した図書館データベースの使用方法に関する
講習会を開催した。
法学部では、学部長の提案を受け、2017（平成
29）年度より教育充実委員会が主体となって学部
独自のＦＤ活動を実施することになった。本学法
学部の実態に即した内容のＦＤとするべく、日頃
の授業を実施する上での課題や悩みを共有し、相
互に工夫やアイデアを提起しあい、話し合う形式
で実施することになり、2017（平成 29）年度後
期には第 1 回法学部ＦＤを教授会終了後の時間
を利用して開催した。初回は、「演習を担当して
いて充分な意思疎通のしにくい学生とどのよう
に向き合うか」をテーマとし、活発な議論が展開
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された。2018 年度も前期に外部業者による調査
報告「大学生基礎力レポートⅠ」を素材とした現
状分析と有効な授業展開の方法について議論す
るＦＤを開催した。今後も年に２回程度を目途
に、情報を共有し、よりよい授業を行うための相
互啓発に向けて継続して実施していく予定であ
る。
大学院では、2017（平成 29）年度に授業改善
に向けた情報共有のために「基礎学力の向上」を
テーマにＦＤを実施した。
改善状況を示す具体的な根拠・データ等
4-1「商学部長年次報告書＜平成２９年度＞

22 頁」

4-2「第１回法学部ＦＤ資料（2017（平成 29）年 10 月 25 日開催法学部教授
会資料）
」
4-3「第１回法学部ＦＤ記録（2017（平成 29）年 11 月 8 日開催法学部教授会
資料）」
4-4「法学部ＦＤ（意見交換会）開催案内（2018（平成 30）年 7 月 4 日開催
法学部教授会資料）
」
4-5「2017（平成 29）年度第 3 回大学院商学研究科委員会議事録抜粋」
4-6「2017（平成 29）年度第 4 回大学院商学研究科委員会議事録抜粋」
4-7「大学院商学研究科ＦＤ：基礎学力の向上について」資料
＜大学基準協会使用欄＞
検討所見

改善状況に対する評定

１
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２

３

４

５

№

種

別

５ 基準項目

内

容

４．教育内容・方法・成果
（３）教育方法

指摘事項

法学部スポーツシステムコースでは、授与する学
位（「学士（法学）」）に応じた履修が行われるよ
う十分に留意し、指導を充実させるよう、改善が
望まれる。

評価当時の状況

学生の履修の仕方によっては、「コース必修科
目」（16 単位４科目「憲法」「民法Ⅰ」「民法Ⅱ」
「刑法総論」）以外の法律科目を履修せずに、卒
業要件単位を取得できる可能性があった。

評価後の改善状況

「コース必修科目」における法律科目が、16
単位 4 科目（「憲法」
「民法Ⅰ」
「民法Ⅱ」
「刑法総
論」
）であった 2013（平成 25）～2015（平成 27）
年度入学の法学部スポーツシステムコースの学
生に対しては、コース選択必修科目Ａや社会科学
系科目Ａの中から法律科目を選択履修するよう、
2016（平成 28）年度より、年度当初の履修登録
期間前に履修指導を行っている。
なお、法学部スポーツシステムコースの「コー
ス必修科目」中の法律科目は 2016（平成 28）年
度から拡充されて 36 単位 9 科目となり、
「法学」
「憲法Ⅰ（人権）」「憲法Ⅱ（統治）」「民法総則」
「物権法」「債権法総論」「刑法総論」「会社法」
「民事訴訟法」が必修科目となっている。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等
5-1「第７期自己点検・評価実施委員会（2015（平成 27）年度第２回）議事
録」
5-2「法学部学生要覧 2016 年度（51～52、57 頁）
」
5-3「法学部学生要覧 2017 年度（51～52、57 頁）
」
5-4「法学部学生要覧 2018 年度（52～53、58 頁）
」
＜大学基準協会使用欄＞
検討所見

改善状況に対する評定

１
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２

３

４

５

№

種

別

６ 基準項目

内

容

４．教育内容・方法・成果
（４）成果

指摘事項

商学部、法学部において実施されている再試験に
ついて、『学生要覧』における４年次に対象とな
る科目の説明が商学部では「不合格となった全科
目」、法学部では「原則として全科目」と表現し
ていることは適切でないうえに、実施方法および
教育的効果について十分な検証がされていると
はいえないことから、再試験制度のあり方を検証
し、制度を適切に運用するよう、改善が望まれる。

評価当時の状況

商学部と法学部においては、4 年次において在
学中の全科目の再試験が実施されているわけで
はなく、あくまで当該年度の科目についてのみ再
試験が実施されており、また教職課程科目などは
再試験の対象から外される旨の注記がされてい
た。しかし、両学部の学生要覧において、再試験
に関する記述が曖昧であり、あたかも在学中の全
不合格科目が対象となるかのような誤解を与え
る記述になっており、適切な表現がなされていな
かった。

評価後の改善状況

2015（平成 27）年 3 月の大学評価（認証評価）
を受け、法学部では直ちに学生要覧における再試
験に関する記述を検証し、2016（平成 28）年度
の法学部学生要覧 9 ページの記述に「
（当該履修
年度科目のみ）」という但し書きを追加した。商
学部は、2016（平成 28）年度の商学部教授会に
おいて提言で指摘された箇所をとりあげ改善案
を検討した結果、2017（平成 29）年度の学生要
覧に、法学部と同様に但し書きを追加し、再試験
は「当該履修年度の科目のみ対象とする」という
記述に修正した。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等
6-1「法学部学生要覧 2015 年度（9 頁）
」
6-2「法学部学生要覧 2016 年度（9 頁）
」
6-3「商学部学生要覧 2016 年度（23 頁）
」
6-4「商学部学生要覧 2017 年度（23 頁）
」
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6-5「現代教養学部学生要覧 2017 年度（21 頁）
」
＜大学基準協会使用欄＞
検討所見

改善状況に対する評定

１
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２

３

４

５

№

種

別

７ 基準項目
指摘事項

内

容

６．学生支援
多様な背景を持つ学生を受け入れているにもか
かわらず、各々の状況を把握し、それに応じた学
習支援等を適切に行っていないため、多数の除
籍・退学者を生み出している。学生の受け入れ、
教育、学習支援等の総合的な検証を実施し、その
結果に基づき、必要な支援体制を構築し機能させ
るよう、改善が望まれる。

評価当時の状況

ドロップアウト対策の対象者が１年生を中心
とした取り組みにとどまり、上級学年への対応が
不十分であった。担当教員への出席不良者の調査
を実施していたが、調査が不完全であり、実態の
把握が不充分で適切な対応が出来なかった。ま
た、担任制が機能していない部分があった。除
籍・退学者の分析に不備があった。

評価後の改善状況

学生サポートセンターの機能を強化し、ドロッ
プアウト対策として、出席・成績不良学生の洗い
出し調査を徹底して行い、対象学生に対し電話連
絡等で出席・成績不良の原因となる理由や状況を
聞き取り、個別に改善策のアドバイスをするよう
にした。さらに理由が深刻な場合は必要に応じ面
談を行って深く状況を把握し、学生相談室との連
携を図りながら、悩み事等も含め個々人に合った
サポートを長期的に実施している。そして、この
サポートを 1 年生のみならず全学年に拡大し、さ
らに担任教員との連携を図った指導の強化も行
った。また、学生サポートセンターでは、ピア・
サポーター（上級生による学生支援ボランティア
制度）の学生を増員し、研修等も実施して相談し
やすい環境づくりにも取り組んでいる。
この結果、退学・除籍者数は、2014（平成 26）
年度の 196 名から 2017（平成 29）年度は 141 名
へと 28.1％と減少している。
また、学生課では退学希望を申し出た学生に対
し、退学に至る理由のアンケートを実施する中
で、何が本学に不足していたのかを問う項目も追
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加しており、今後データ蓄積とともに分析を行っ
ていくことにしている。
障害学生支援については、平成 28 年 4 月に「障
害のある学生への修学支援に関する中央学院大
学の基本方針」と「障害学生支援ネットワークに
関する規程」を制定し、専任のカウンセラーを含
む教職員による「障害学生支援ネットワーク」を
組織して取り組みを開始した。開始後の修学支援
申請者は平成 28 年度 5 名、平成 29 年度 7 名であ
ったが、申請学生にはそれぞれ要望に添った支援
を行ってきており、支援学生は現在すべて就学し
ている。現在、より充実した支援を行えるよう「障
害学生支援対応マニュアル」の作成に着手してい
る。
改善状況を示す具体的な根拠・データ等
7-1「過去５年間の退学者・除籍者数の推移」
7-2「退学に関するアンケート調査」
7-3「障害のある学生への修学支援に関する中央学院大学の基本方針」
7-4「障害学生支援ネットワークに関する規程」
＜大学基準協会使用欄＞
検討所見

改善状況に対する評定

１
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２

３

４

５

№

種

別

８ 基準項目
指摘事項

内

容

７．教育研究等環境
図書館には、専門的な知識を有する専任職員が配
置されていないので、改善が望まれる。

評価当時の状況

図書館運営については、図書館長、図書委員会、
情報システム部図書館事務課の連携により行っ
ていた。司書等が行うべき業務については、司書
資格をもつスタッフを擁する業者に業務委託（紀
伊國屋書店）して対応し、専任職員は事務課長を
配置していた。

評価後の改善状況

本学専任職員である現在の図書館事務課長は、
2015 年 9 月に配置されて 2 年以上が経過し、下
記データのような研修に参加するなど業務遂行
のための知識と経験を積み重ねてきているが、更
なる研修等を施し、より専門的な人材育成に努め
ている。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等
8-1「私立大学図書館協会 2016 年度東地区部会研究講演会日程表」
8-2「第 77 回（2016 年度）私立大学図書館協会総会・研究大会日程表」
8-3「私立大学図書館協会 2017 年度東地区部会研究講演会日程表」
8-4「私立大学図書館協会 2018 年度東地区部会研究講演会日程表」
8-5「第 61～63 回千葉県図書館協議会議事日程表（2016～2018 年度）」
＜大学基準協会使用欄＞
検討所見

改善状況に対する評定

１

− 145 −

２

３

４

５

№

種

別

９ 基準項目

内

容

９．管理運営・財務
（２）財務

指摘事項

中・長期的な財務の改善方針はまとめられたが、
具体的な施策を含んだ中・長期の財政計画の策定
は、まだ行われていない。帰属収入に対する翌年
度繰越消費支出超過額の割合が 200%を超えて増
えつづけていることや、「要積立額に対する金融
資産の充足率」が 30%台であることなどから、法
人ベースでの財政基盤の確立が急務である。その
ためには、法人としての具体的な中・長期財政計
画の策定と確実な実行、そして年度ごとの見直し
が必要である。

評価当時の状況

帰属収入に対する翌年度繰越消費支出超過額
の割合が 200%を超え増え続けていた。要積立額
に対する金融資産の充足率が 30%程度であった。
中・長期的な財務の改善方針は示されたが、法人
としての具体的な中・長期財政計画の策定にまで
は至っていなかった。

評価後の改善状況

各学部・研究科および諸部門から提出された
中・長期計画の要望をとりまとめ、学校法人中央
学院「長期ビジョン及び中・長期計画－第１期－」
として、2017（平成 29）年 4 月開催の理事会に
報告した。その後、これを骨子とし更にブラッシ
ュアップすべく検討しつつある段階である。財務
的におおきなウエイトを占める施設や設備、いわ
ゆる固定資産に対する修繕計画を含む資金計画
については毎年度更新している。また、内部留保
について、例えば要積立額に対する金融資産（各
種引当特定資産）の充足率向上の施策として、有
価証券の運用規程や内規等の見直しを行い、安全
性も担保しながら積極的に運用を行い利金等の
増加も行っている。これらにより資金収支におけ
る現預金等の流動資産については、入学生の確保
や経常経費の見直しも含め増加傾向にある。従前
からの事業収支における問題である、翌年度繰越
収支差額のマイナスの割合は現状増加している
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が、2020 年度（平成 32 年度）もしくは 2021 年
度（平成 33 年度）以降は、基本金組入前当年度
収支差額が、わずかながらプラスの方向を予定し
ており、将来に向けて翌年度繰越収支差額のマイ
ナスの割合も減少させて行く資金計画を立てて
いる。
改善状況を示す具体的な根拠・データ等
9-1「長期ビジョン及び中・長期計画－第 1 期－【財務部】
」
9-2「平成２７年度

決算書」

9-3「平成２８年度

決算書」

9-4「平成２９年度

決算書」

9-5「学校法人中央学院資産運用規程」
9-6「学校法人中央学院が保有する有価証券の評価内規」
＜大学基準協会使用欄＞
検討所見

改善状況に対する評定

１

− 147 −

２

３

４

５

２．改善勧告について
№
1

種

別

内

容

基準項目

１０．内部質保証

指摘事項

貴大学では定期的に自己点検・評価を実施してい
るものの、その結果を全学的に検証し、大学全体
にフィードバックして改善に結びつける仕組み
が構築されていない。特に３つのポリシー（学位
授与方針、教育課程の編成・実施方針、学生の受
け入れ方針）は実態に即したものではなく、方針
に基づく検証システムが機能しているとはいえ
ない。教育の質に関する問題が複数生じているこ
とから、早急に内部質保証システムを構築するよ
う、是正されたい。

評価当時の状況

大学評価の基準となるべき３つのポリシーが
学部等の充分な議論を経ない形式的な作文に留
まり、実態とかけ離れたものになっていた。これ
は必ずしも学部等が主体とならずに３つのポリ
シーの原案が作成され、それを学部等が充分な議
論をしないまま承認したことが原因であった。
この結果、現実離れしたポリシーが公表されて
一人歩きすることになっただけでなく、学生の受
け入れ方針と教育課程および卒業要件に関する
方針が整合しておらず、多様な学生を広範に受け
入れながらその学生をどのように育て、社会に送
り出すかが大学および各学部等において一貫し
た方針で統一されていなかった。
さらに自己点検・評価実施委員会も、内部質保
証を掌る組織としての整備が不十分であり、大学
評価（認証評価）からの指摘事項に対して弥縫的
な対応策を実施し記述するための委員会という
性格が強く、自ら本質的な大学の改善に資する機
関となっていなかった。
また、自己点検と評価は同委員会で一定程度行
われてはいたものの、それを具体的な改善に繋げ
ていくシステムが確立されておらず、未整備の状
況であった。
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評価後の改善状況

2015 年度(平成 27 年度)より開始した第 7 期自
己点検・評価実施委員会(2018 年 9 月まで。以下
当委員会と略す)では、当面する 3 年間を①本学
改善のための根幹的な方針・方向性を定め、②早
急に改善可能な指摘事項への対応を行い、③大学
評価（認証評価）の指摘事項以外の問題点も含め
て洗い出し改善の方向性を定める、の 3 点を実施
する期間と定めた。また、当面の緊急性から、学
内規程の整備等、評価から改善実施、結果の検証
に至る仕組みができるまでの間、当委員会が諸問
題に対して自ら起動的な役割を果たすこととし
た。
改善の方向性であるが、①については、３つの
ポリシーを学部および大学院研究科の内部で主
体的に検討し直すところから開始した。また本学
には普遍的な建学の精神と基本理念という原理
はあるものの、より身近に捉えられる指針とし
て、本学の目指すべき具体的イメージを全学教職
員の意識として共有できていないことが問題と
なった。そこで当委員会の主導で「中央学院大学
の目指す理想像」(以下「理想像」)を早急に策定
することにした。②のすぐに実行可能な事項につ
いては、①の検討と並行して改善を実施した。さ
らに③については、①の「理想像」を検討する中
で露わになった問題点を中期的な視点で改善し
ていく方針を定めた。
次に具体的な改善状況についてである。①の３
つのポリシーについては、2015 年度よりすぐに
検討を開始し、大きく改定した。その際、統一性
のとれていなかった３ポリシーの整合性につい
て特に意を用いた。なお商学部については、最終
的な議論の帰結に至っていない部分があり、現在
もさらなる改定を目指している。
法学部でも 2018
年 2 月の教授会においてディプロマポリシーの
一部を改定しており、継続的な改善を進めている
ところである。
またどのような大学にしていきたいのかを共有
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するための「理想像」については、当委員会が主
体となって全教職員へのアンケートとそのフィ
ードバックを繰り返し、2015 年度内に策定する
ことができた。この過程において、小規模校ゆえ
の長所やその活かし方が広く教職員に共有され
るとともに、本学の抱える新たな問題が浮上し、
それが③に結びついていくことになった。③で
は、学生の生活環境(食や休憩場所)に関する重要
な事案について 3 年程度を目途に改善すべく対
策を検討し、一部着手している。この中でも当実
施委員会が主体となって全学的な学生アンケー
トを実施した結果、学生の生活実態データが収集
され、改善策を検討する会合も開催できた。
当委員会では、上記のような改善を行ってきた
が、現段階では当委員会の権限や点検結果を改善
に繋げるシステムが未整備の部分もある。しか
し、改善に着手する下地(全学的な理解・認識の
変化)は充分整ってきており、当委員会を最終責
任部署とする全学各部署での自己点検体制の規
程整備、自己点検・評価実施委員会自体のあり方
に関わる規程の整備、点検評価に関する学内基準
の策定等については、次期の当委員会の初頭
(2018 年度後半)からすぐに着手し、3 年の期間内
に整備を終える方針である。
改善状況を示す具体的な根拠・データ等
10-1「商学部３つのポリシー」
10-2「法学部３つのポリシー」
10-3「現代教養学部３つのポリシー」
10-4「大学院商学研究科３つのポリシー」
10-5「中央学院大学の目指すべき理想像（最終答申）
」
10-6「大学の理想像について（意見集成）
」
10-7「大学の理想像について（意見集約結果）
」
10-8「食環境および休憩場所に関する全学アンケート集計結果」
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＜大学基準協会使用欄＞
検討所見

改善状況に対する評定

１

− 151 −

２

３

４

５

終

章

終章
これまでの自己点検・評価実施委員会は、どちらかといえば第三者機関からの指摘事項
に対して弥縫的な対応策を実施し記述するための委員会という性格が強く、自律的に大学
の改善を行うための実効的な機関とはなっていなかったといえる。
改善に着手する下地（全学的な理解・認識の変化）は整ってきつつあるとはいえ、現段
階では当委員会の権限や点検結果を改善に繋げるシステムが未整備の部分も多く、内部質
保証を総括する組織としての整備が不十分である。
今後は、当委員会を最終責任部署とする全学各部署での自己点検体制の規程整備、自己
点検・評価実施委員会自体のあり方に関わる規程の整備、点検評価に関する学内基準の策
定等を行っていく必要がある。それらは次期の当委員会の初頭（2018 年度後半）からすぐ
に着手し、３年の期間内に整備を終えなくてはならない。
大学を取り巻く情勢の変化に気を配り、危機感を教職員全体で共有して、内容のある実
質的な改善に取り組み、本学をどっしりとした社会的存在に育て上げていくことが何より
必要である。
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