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Ⅱ 自己点検実施概要 

１ 目的 

 教育研究水準の向上に努め，教育研究活動の活性化を図るとともに，その社会的責務を果たす

ことを目的とする。 

 

２ 自己点検・評価項目 

 別紙「自己点検・評価項目一覧」のとおり。 

 

３ 自己点検様式 

 様式２－１ 評価基準別の方針一覧表 

 様式２－２ 現状分析シート 

様式２－３ 現状分析根拠資料一覧および根拠資料 

 

４ 自己点検委員会委員一覧 

委員長 教育支援本部担当常務理事 浜村 彰 国際文化学部長 鈴木 靖 

副委員長 経営学部長 横内正雄 人間環境学部長 関口和男 

大学評価室長 公文 溥 現代福祉学部長 石川郁二 

大学院委員会議長 熊田泰章 情報科学部長 花泉 弘 

人文科学研究科長 加納 格 キャリアデザイン学部長 児美川孝一郎 

国際文化研究科長 大嶋良明 デザイン工学部長 田中 豊 

経済学研究科長 奥山利幸 理工学部長 崎野清憲 

法学研究科長 柳 明昌 生命科学部長 長田敏行 

政治学研究科長 名和田是彦 グローバル教養学部長 曽村充利 

社会学研究科長 藤田真文 スポーツ健康学部長 苅谷春郎 

経営学研究科長 奥西好夫 教育開発支援機構長 太田九二 

政策科学研究科長 間島正秀 学生センター長 宮﨑伸光 

環境マネジメント研究科長 藤倉 良 図書館長 根崎光男 

工学研究科長 山本康博 通信教育部長 屋嘉宗彦 

人間社会研究科長 馬場憲一 キャリアセンター長 宮城まり子 

情報科学研究科長 小池誠彦 法人統括本部長 橋本サクヱ 

政策創造研究科長 岡本義行 環境保全統括本部長 波田野静男 

デザイン工学研究科長 吉田長行 教育支援統括本部長 石川喜久男 

法務研究科長 廣尾勝彰 学生支援統括本部長 丸山 悟 

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科長 小川孔輔 国際学術支援統括本部長 林 公美 

法学部長  河野康子 入学センター長 近藤清之 

文学部長 宮川 雅 研究開発センター室長＊1  林 公美（兼） 

経済学部長 菊池道樹 研究開発センター室長＊2  金井 久 

社会学部長 金原瑞人 ＊1 10/31まで ＊2 11/1より  

                        

以上 
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Ⅲ 大学評価実施概要 

１ 評価の目的 

 法政大学大学評価委員会規程に基づき，各運用単位の自主的な点検評価結果を大学評価の観点

から評価し，その自主的かつ自律的な改善・改革活動を支援する。 

 

２ 評価対象 

（１）法政大学自己点検委員会規程別表（第 2 条関係）に定める「適用範囲および各運用単位」

ただし，法務研究科およびイノベーション・マネジメント研究科を除く。 

（２）内部質保証システム 

 

３ 評価体制 

（１）各運用単位別の評価 

教学部会７部会と事務部会 1 部会を設置した。主査は大学評価委員会委員，副査は大学評

価委員会規程第７条に基づく評価員が務めた。 

（２）内部質保証システムに関する評価 

大学評価委員会規程第 4 条第 5 号委員（学外の学識経験者）により構成する経営部会を設

置した。 

（３）その他 

評価プルーフリーダー3 名を委嘱し，教学部会の評価について，事実誤認や不適切な表現

等がないかの確認を行った。 

 

４ 評価方法 

（１）各運用単位別の評価（教学部会，事務部会） 

自己点検報告書および根拠資料に基づき，「水準評価」と「達成度評価」の二つの視点から

評価した。水準評価では，水準評価Ａ（法令順守），水準評価Ｂ（方針の達成度）の観点か

ら評価した。達成度評価では，到達目標（中期・年度）とその達成状況を評価した。なお，

学部長に対してのみインタビューを行った。 

（２）内部質保証システムに関する評価（経営部会） 

「内部質保証システムの機能化に関する評価票」，根拠資料および役員とのインタビューに

基づき，自己点検・評価結果を改革・改善に繋ぐための仕組みが整備され適切に機能して

いるかの観点から評価を行った。 

 

５ 評価経過 

2011年 5月 21日 第 1回大学評価委員会 評価実施計画策定 

2011年 5月 25日 常務理事会 大学評価実施計画承認 

2011年 9月 12日 大学評価報告書（部会案）に対する意見申し立て期間 

～9月 30日  

2011年 10月 22日 第 2回大学評価委員会 大学評価報告書承認 

2011年 10月 24日 大学評価報告書に対する異議申し立て期間 

～10月 26日  

 

６ 大学評価委員会委員等一覧 

（１）大学評価委員会委員 14名 

公文  溥 委員長・大学評価室長 

大山  博 副委員長・現代福祉学部教授 

浜村  彰 大学評価室担当常務理事 

大野 達司 法学部教授  
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坂本  勝 文学部教授 

竹内 則雄 理工学部教授 

絵所 秀紀 経済学部教授 

前川  裕 国際文化学部教授 

八名 和夫 理工学部教授 

清水  敏 早稲田大学常任理事 

新井 康廣 元私立学校振興・共済事業団監事 

生和 秀敏 大学基準協会特任研究員 

松原 康雄 明治学院大学副学長 

吉野 政美 監査室長 

 

（２）評価員 22名 

学内 

細井 保 法学部教授 谷本 勉 人間環境学部教授 

余田 剛 法学部准教授 中村律子 現代福祉学部教授 

小秋元 段 文学部教授 八幡成美 キャリアデザイン学部教授 

伊藤達也 文学部教授 渡邉眞理 デザイン工学部教授 

越智啓太 文学部教授 斎藤利通 理工学部教授 

湯前祥二 経済学部教授 中村洋一 理工学部教授 

田嶋淳子 社会学部教授 高月 昭 生命科学部教授 

鈴木 武 経営学部教授 田中修司 人事部人事課長 

堀上英紀 国際文化学部教授 平山喜雄 女子高等学校事務長 

栩木玲子 国際文化学部教授 山口芳江 総長室主任 

 

学外 

藤本 茂 駒澤大学法学部教授 

塚田 茂 駒澤大学内部監査室長 

 

（３）プルーフリーダー 3名 

鈴木弘一 総長室課長 

高橋健悦 国際交流センター国際交流課長 

菊池克仁 学務部教育支援課長 

 


