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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 

巻末「2020年度自己点検・評価項目一覧」参照。 

 

３ 自己点検様式 

 （１）2020年度自己点検・評価シート 

（２）2019年度中期目標・年度目標達成状況報告書 

（３）2020年度中期目標・年度目標 

（４）2019年度認証評価 指摘事項に対する改善計画（報告）書 

 

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 
廣瀬 克哉 情報科学部長 藤田 悟 

副委員長・経済学部長 鈴木 豊 キャリアデザイン学部長 佐藤 厚 

大学評価室長 川上 忠重 デザイン工学部長 網野 禎昭 

大学院担当副学長 熊田 泰章 理工学部長 木村 光宏 

人文科学研究科長 奥田 和夫 生命科学部長 山下 明泰 

国際文化研究科長 輿石 哲哉 グローバル教養学部長 新谷 優 

経済学研究科長 廣川 みどり スポーツ健康学部長 平野 裕一 

法学研究科長 大澤 彩 教育開発支援機構長 児美川 孝一郎 

政治学研究科長 浅見 靖仁 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育ｾﾝﾀｰ長 熊田 泰章（兼務） 

社会学研究科長 菊澤 佐江子 SSI運営委員会委員長 朝比奈 茂 

経営学研究科長 小川 憲彦 連帯社会ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ運営

委員会委員長 
柏木 宏 

人間社会研究科長 中村 律子 

情報科学研究科長 細部 博史 総合理工学ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ運

営委員会委員長 
八名 和夫 

政策創造研究科長 石山 恒貴 

デザイン工学研究科長 溝渕 利明 学生センター長 齋藤 勝 

公共政策研究科長 藤倉 良 図書館長 奥西 好夫 

キャリアデザイン学研究科長 木村 琢磨 通信教育部長 河村 真 

理工学研究科長 鈴木 郁 キャリアセンター長 武石 恵美子 

スポーツ健康学研究科長 永木 耕介 法人統括本部長 松井 哲也 

法学部長 中野 勝郎 環境保全統括本部長 星崎 亨子 

文学部長 小秋元 段 教育支援統括本部長 平山 喜雄 

社会学部長 島本 美保子 学生支援統括本部長 喜嶋 康太 

経営学部長 佐野 哲 学術支援統括本部長 生田 眞敏 

国際文化学部長 衣笠 正晃 入学センター長 菊池 克仁 

人間環境学部長 梶 裕史 研究開発センター室長 生田 眞敏（兼務） 

現代福祉学部長 水野 雅男   

                        

以上 
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Ⅲ 大学評価実施概要（学部・機構・大学院・インスティテュート・研究所） 

 

１ 評価の目的 

 各運用単位における自主的かつ自律的な改善・改革活動を支援することを目的とする。 

 

２ 評価対象 

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」。 

 

３ 評価体制 

大学評価委員会に、教学部会 7部会を設置し、分担して評価を行った。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条に基づき委嘱された評価員が務めた。 

 

４ 評価方法 

各部局から提出された自己点検書類等に基づき、「水準評価」と「達成度評価」の観点か

ら評価した。「水準評価」では、大学基準協会が定める大学基準等（評価に際し留意すべき

事項を含む）に基づき評価した。「達成度評価」では、自己評価および大学評価委員会評価

結果への対応状況や改革・改善の進捗状況を評価した。 

なお、新型コロナ禍の中での評価作業軽減のため、以下の措置をとった。 

・昨年度までは必須であった「達成度評価」の基準「教育課程・学習成果」については、

3項目に分けて評価を記入していたが、今年度は基準全体での評価に変更をした。 

・大学評価インタビューを中止し、事実誤認は意見申し立てで対応することとした。 

・プルーフリーダーによる評価案のチェックを休止した。 

 

５ 評価経過 

  2020年 5月 9日     第 1回大学評価委員会(メール審議) 評価計画策定 

～5月 13日  

  2020年 5月 27日 常務理事会 大学評価計画および評価の実施を承認 

2020年 7月 22日   大学評価報告書（部会案）に対する意見申し立て期間 

～7月 31日    

2020年 8月 11日  大学評価報告書に対する異議申し立て期間 

～8月 24日  

 

６ 大学評価委員会委員等一覧 

（１）大学評価委員会委員 18名 

区分 氏名 所属学部等 

委員長 川上 忠重 大学評価室長 

副委員長 曽村 充利 グローバル教養学部教授 

委員 廣瀬 克哉 大学評価室担当常務理事 

委員 中釜 浩一 文学部教授 

委員 田村 晶子 経済学部教授 

委員 藤田 真文 社会学部教授 

委員 大嶋 良明 国際文化学部教授 

委員 岩佐 明彦 デザイン工学部教授 

委員 杉山 賢次 生命科学部教授 

委員 出石  稔 
関東学院大学学長補佐・法学部教授（地域創生学

科長） 

委員 井上 史子 帝京大学高等教育開発センター長・教授 

委員 工藤  潤 公益財団法人 大学基準協会事務局長 
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委員 羽田 貴史 

広島大学名誉教授，東北大学名誉教授，広島大学

高等教育研究開発センター客員教授，公正研究推

進協会（APRIN）理事 

委員 岩野 雅子 山口県立大学国際文化学部教授 

委員 古川 佑子 

日本国際学生技術研修協会監事（元独立行政法人

日本学術振興会ロンドン事務所長、元東京理科大

学国際センター長） 

委員 山田 史郎 同志社大学文学部教授（元国際連携担当副学長） 

委員 吉武 博通 
東京都公立大学法人 理事、学長特任補佐、大学教

育センター教授、学校法人東京家政学院 理事長 

委員 小林 孝 監査室長 

 

（２）評価員 21名 

氏 名 所属等 

須藤 純正 法学部 

犬塚 元 法学部 

石川 潔 文学部 

長井 純市 文学部 

新田 誠吾 経済学部 

古澤 直人 経済学部 

斎藤 友里子 社会学部 

北浦 康嗣 社会学部 

高橋 慎 経営学部 

横山 斉理 経営学部 

大西 亮 国際文化学部 

谷本 勉 人間環境学部 

根崎 光男 人間環境学部 

服部 環 現代福祉学部 

金山 喜昭 キャリアデザイン学部 

鳥飼 弘幸 理工学部 

品川 満 理工学部 

緒方 啓典 生命科学部 

佐野 俊夫 生命科学部 

福岡 賢昌 グローバル教養学部 

苅部 俊二 スポーツ健康学部 

 

 

以上 


