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Ⅰ 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１ 自己点検・評価項目達成状況調査 

 様式２ 現状分析シート 

 様式３ 中期目標設定シート 

 様式４ 年度目標設定シート兼自己点検報告書 

 様式５ 2006～2008年度自己点検報告書 

 様式６ 改善状況報告書 

（４）自己点検委員会委員一覧 

教育支援本部担当常務理事 浜村彰 

大学評価室長 公文溥 

大学院委員会議長 舩橋晴俊 

人文科学研究科長 黒田真美子 

国際文化研究科長 熊田泰章 

経済学研究科長 河村哲二 

法学研究科長 福島洋尚 

政治学研究科長 衛藤幹子 

社会学研究科長 原田悦子 

経営学研究科長 横内正雄 

政策科学研究科長 池田寛二 

環境マネジメント研究科長 藤倉良 

工学研究科長 川上忠重 

人間社会研究科長 馬場憲一 

情報科学研究科長 大森健児 

システムデザイン研究科長 竹内則雄 

政策創造研究科長 岡本義行 

法務研究科長 柴田和史 

イノベーション・マネジメ

ント研究科長 
大村和夫 

法学部長  杉田敦 

文学部教授会主任 福田由紀 

経済学部長 佐藤良一 

工学部教授会主任  山本康博 

社会学部長 水野節夫 

経営学部長 神谷健司 

国際文化学部教授会主任 大西亮 

  
人間環境学部教授会主任 長峰登記夫 

現代福祉学部長 長山恵一 

情報科学部教授会主任 雪田修一 

キャリアデザイン学部長 高野良一 

デザイン工学部教授会主任 田中豊 

理工学部教授会主任 崎野清憲 

生命科学部教授会主任 片山寛武 

グローバル教養学部教授会

主任 
曽村充利 

スポーツ健康学部長 苅谷春郎 

学生センター長 宮﨑伸光 

図書館長 前川裕 

通信教育部長 屋嘉宗彦 

ＦＤ推進センター長 川上忠重（兼） 

キャリアセンター長 藤村博之 

法人統括本部長 鈴木文夫 

環境保全統括本部長 中嶋和嘉 

教育支援統括本部長 石川喜久男 

学生支援統括本部長 浅見信一 

国際学術支援統括本部長 林公美 

入学センター長 榎本正利 

研究開発センター室長 上遠野秀夫※ 

以上 46名 

※2009年 10月 31日まで 
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Ⅱ 大学評価実施概要 

（１）目的 

 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）評価対象学部等 

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

＜学部＞ 

法学部，文学部，経済学部，工学部，社会学部，経営学部，国際文化学部，人間環境学部，現代

福祉学部，情報科学部，キャリアデザイン学部，デザイン工学部，理工学部，生命科学部，グロ

ーバル教養学部，スポーツ健康学部 

＜大学院＞ 

人文科学研究科，国際文化研究科，経済学研究科，法学研究科，政治学研究科，社会学研究科，

経営学研究科，政策科学研究科，環境マネジメント研究科，工学研究科，人間社会研究科，情報

科学研究科，システムデザイン研究科，政策創造研究科 

＜専門職大学院＞ 

法務研究科，イノベーション・マネジメント研究科 

＜通信教育部＞ 

＜研究所＞ 

大原社会問題研究所，イオンビーム工学研究所，情報メディア教育研究センター，沖縄文化研究

所，体育・スポーツ研究センター，ボアソナード記念現代法研究所，野上記念法政大学能楽研究

所，日本統計研究所，比較経済研究所，イノベーション・マネジメント研究センター，情報技術

（IT）研究センター，アメリカ研究所，地域研究センター，国際日本学研究センター・国際日本

学研究所，マイクロ・ナノテクノロジー研究センター，ヨーロッパ研究センター 

＜事務組織＞ 

総長室，法人本部，環境保全本部，教育支援本部，学生支援本部，国際学術支援本部，監査室 

 ただし，今年度は，法務研究科およびイノベーション・マネジメント研究科アカウンティング

専攻を除いた。 

（３）評価経過 

2009年 6月 27日  第 1回大学評価委員会 評価計画策定 

2009年 7月 8日  常務理事会 評価計画承認 

2009年 7月 11日  評価作業，大学評価報告書（部会案）作成 

～9 月 1日   

2009年 9月 2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 26日  

2009年 10月 3日  第 2回大学評価委員会 大学評価報告書承認 

2009年 10月 5日  大学評価報告書に対する異議申し立て期間 

～11月 6日  

2009年 11月 11日 常務理事会 異議申し立て結果報告 

2009年 12月 2日  常務理事会 異議申し立て審査報告書承認 

2009年 12月 9日  大学評価報告書（全学）を総長に提出 

（４）評価内容 

各運用単位から提出された様式２～５並びに学部等パンフレット，シラバス等参考資料，質問

票への回答，意見申し立て書をもとに評価を行った。 
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（５）評価基準 

Ａ 

長所として指摘する事項がある。 

制度や仕組みが有効に機能している。 

他学部の模範となる優れた取り組みを行っている。 

Ｂ 

長所・問題点ともにある。 

制度や仕組みがつくられている。 

改善への取り組みが制度化されている。 

Ｃ 
問題点として指摘すべき事項がある。 

制度や仕組みが検討段階である。 

Ｄ 
早急に改善すべき事項がある。 

検討が行われていない。 

不能 （現時点では）評定できない。 

（６）大学評価委員会委員・評価員一覧 

大学評価委員会委員 

公文 溥 委員長，大学評価室長 

安孫子 信 副委員長，文学部教授 

浜村 彰 常務理事 

金子 征史 法学部教授 

廣川 みどり 経済学部教授 

福田 好朗 デザイン工学部教授 

ピーター・エヴァンス グローバル教養学部教授 

渡辺 嘉二郎 工学部教授 

岡﨑 昌之 現代福祉学部教授 

綿貫 健治 城西国際大学国際人文学部特任教授 

新井 康廣 前日本私立学校振興・共済事業団監事 

清水 敏 早稲田大学常任理事 

小林 敬治 大学共同利用機関法人人間文化研究機構理事 

田中 宗七 監査室長 

以上 14名 

評価員

余田 剛 法学部准教授 

小秋元 段 文学部教授 

武田 将明 文学部准教授 

永井 進 経済学部教授 

湯前 祥二 経済学部教授 

長原 豊 経済学部教授 

菅 冨美枝 経済学部准教授 

堀端 康善 工学部教授 

長谷部俊治 社会学部教授 

池田 寛二 社会学部教授 

鞠子 茂 社会学部教授 

横内 正雄 経営学部教授 

馬場 憲一 現代福祉学部教授 

溝口 徹夫 情報科学部教授 

草深 守人 デザイン工学部教授 

辻田 星歩 理工学部教授 

片桐 庸夫 
群馬県立女子大学国際コミ

ュニケーション学部教授 

岡田 匡令 
淑徳大学国際コミュニケー

ション学部学部長 

塚田 茂 駒澤大学内部監査室室長 

福島 一政 日本福祉大学事業顧問 

以上 20名
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