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ⅡⅡⅡⅡ    自己点検実施概要自己点検実施概要自己点検実施概要自己点検実施概要    

    

１１１１    目的目的目的目的    

  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。 

 

２２２２    自己点検・評価項目自己点検・評価項目自己点検・評価項目自己点検・評価項目    

  別紙「自己点検・評価項目一覧」のとおり。 

 

３３３３    自己点検様式自己点検様式自己点検様式自己点検様式    

 （１）現状分析シート 

（２）２０１２年度目標達成状況報告書 

（３）２０１３年度中期・年度目標 

（４）２０１２年度認証評価 努力課題に対する改善計画（報告）書（該当の学部・大

学院のみ） 

    

４４４４    自己点検委員会委員一覧自己点検委員会委員一覧自己点検委員会委員一覧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 髙栁俊男 

副委員長 現代福祉学部長 中村律子 人間環境学部長 國則守生 

大学評価室長 八名和夫 情報科学部長 雪田修一 

大学院委員会議長 大森健児 キャリアデザイン学部長 金山喜昭 

人文科学研究科長 越智啓太 デザイン工学部長 出口清孝 

国際文化研究科長 森村 修 理工学部長 崎野清憲 

経済学研究科長 鈴木 豊 生命科学部長 大河内正一 

法学研究科長 西田幸介 グローバル教養学部長 曽村充利 

政治学研究科長 関口すみ子 スポーツ健康学部長 山本 浩 

社会学研究科長 鈴木智之 教育開発支援機構長 太田九二 

経営学研究科長 竹内淑恵 学生センター長 宮﨑伸光 

人間社会研究科長 石井享子 図書館長 坂本 勝 

情報科学研究科長 花泉 弘 通信教育部長 神谷健司 

政策創造研究科長 坂本光司 キャリアセンター長 宮城まり子 

デザイン工学研究科長 竹内則雄 法人統括本部長 小川浩幸 

公共政策研究科長 武藤博己 環境保全統括本部長 波田野静男 

キャリアデザイン学研究科長  佐藤 厚 教育支援統括本部長 石川喜久男 

理工学研究科長 小林一行 学生支援統括本部長 杉原典男 

法学部長  廣瀬克哉 国際学術支援統括本部長 金井 久 

文学部長 高橋敏治 入学センター長 近藤清之 

経済学部長 牧野文夫 研究開発センター室長 金井久（兼務） 

社会学部長 田中優子   

経営学部長 横内正雄   

                        

以上 
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ⅢⅢⅢⅢ    大学評価実施概要大学評価実施概要大学評価実施概要大学評価実施概要（（（（教学部門教学部門教学部門教学部門））））    

    

１１１１    評価の目的評価の目的評価の目的評価の目的    

  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。

また、2012 年度に公益財団法人大学基準協会より受審した認証評価結果を受け、その指

摘事項への対応状況の確認を行う。 

    

２２２２    評価対象評価対象評価対象評価対象    

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」。 

 

３３３３    評価体制評価体制評価体制評価体制    

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。 

また、同規程第 9条に基づき、評価プルーフリーダー4名を委嘱し、評価に事実誤認や

不適切な表現等がないかの確認を行った。 

    

４４４４    評価方法評価方法評価方法評価方法    

自己点検報告書等に基づき、「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、2012 年度目標の達成状況、2013 年度中期・年

度目標を中心に評価した。また、2012 年度公益財団法人大学基準協会の認証評価におい

て、「努力課題」の指摘を受けた学部・大学院については、「努力課題に対する改善計画

（報告）書」により改善状況を評価した。なお、評価結果の妥当性を確保するに十分な

情報を収集するため、学部長・教育開発支援機構長・研究科長に対してインタビューを

行った。 

    

５５５５    評価評価評価評価経過経過経過経過    

        2013 年 5月 11 日  第 1 回大学評価委員会 評価計画策定 

  2013 年 5月 15 日  常務理事会 大学評価計画および評価の実施を承認 

  2013 年 6月 28 日～7月 12 日 学部長・研究科長等インタビュー 

2013 年 7月 16 日～7 月 27 日 大学評価報告書（部会案）に対する意見申し立て期間 

2013 年 8月 3日  第 2 回大学評価委員会 大学評価報告書承認 

2013 年 8月 5日～8月 12 日 大学評価報告書に対する異議申し立て期間 

2013 年 9月 4日  常務理事会 大学評価報告書（教学部門）承認 

 

６６６６    大学評価委員会委員等一覧大学評価委員会委員等一覧大学評価委員会委員等一覧大学評価委員会委員等一覧  

（１）大学評価委員会委員 １４名 

委員長 八名 和夫 大学評価室長 

副委員長 佐藤 良一  経済学部教授 

委員 浜村  彰 大学評価室担当常務理事 

委員 河野 康子 法学部教授  

委員 宮川  雅 文学部教授 

委員 水野 節夫 社会学部教授 

委員 熊田 泰章 国際文化学部教授 

委員 吉田 長行 デザイン工学部教授 

委員 長田 敏行 生命科学部教授 

委員 生和 秀敏 公益財団法人大学基準協会特任研究員 

委員 塚田  茂 学校法人駒澤大学執行理事（財務担当）・財務局長 

委員 松原 康雄 明治学院大学副学長・社会学部教授 
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委員 結城 章夫 国立大学法人山形大学学長 

委員 吉野 政美 監査室長 

 

（２）評価員 ２１名 

和田 幹彦 法学部教授 

菅沢 龍文 文学部教授 

利根川 真紀 文学部教授 

中島 弘一 文学部教授 

長原  豊 経済学部教授 

橋本  到 経済学部教授 

白鳥  浩  社会学部教授 

奥  武則 社会学部教授 

鈴木  武  経営学部教授 

鈴木  晶 国際文化学部教授 

梶  裕史 人間環境学部教授 

小池 誠彦 情報科学部教授 

小門 裕幸 キャリアデザイン学部教授 

安藤 直見 デザイン工学部教授 

高見 公雄 デザイン工学部教授 

西岡 靖之 デザイン工学部教授 

江崎 和博  理工学部准教授 

平原  誠 理工学部准教授 

西尾  健 生命科学部教授 

藤重 博美 グローバル教養学部准教授 

安藤 正志 スポーツ健康学部教授 

 

（３）評価プルーフリーダー ４名 

鈴木 弘一 総長室企画・秘書課長 

廣岡 康久 学務部教学企画課長 

山田 佳男 多摩事務部社会学部事務課長 

近藤 恭子 キャリアセンター エクステンション・カレッジ事務課長 

 

以上 


