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序 章 

 

 立命館大学大学院経営管理研究科は、日本のビジネス社会がグローバル化と技術イノベーショ

ンの進展によって大きく変貌を遂げるなかで、社会の要請に応えるため、「高度な戦略眼と実践ス

キルを有する経営プロフェッショナルの養成」を目標として、2006 年 4 月に開設された。本研究

科では、「企業経営」と「企業会計」の２つのコースを設置し、「企業経営コース」では、企業に

おける人材開発が個人のエンパワーメントを高める必要のあることを理解した人材や、企業の新

規事業開発や起業を行なったり、支援する人材の価値を高め、ビジネスを創造し革新するグロー

バル経営人材の養成を目指している。また、「企業会計コース」では、「経営のわかる」会計分野

の高度専門職業人の必要性に応えて、「公認会計士として高度な倫理観と実践スキルを有し、監査

法人や企業経理部門で活躍する高度専門職業人」の養成を目指している。 

 開設以来、入学してきた学生諸君の志を尊び、本研究科の設置理念及び教育方針に沿って鋭意

人材養成に努めてきた。とりわけ、本研究科の教育の取り組みが真に学生諸君の志を実現するた

めに有効に機能しているか、個々の学生諸君の声に耳を傾け、それぞれの状況に合った指導を行

うとともに、教育システム全体の改善に向けた努力を惜しまない姿勢で臨んできた。この背景に

は、立命館大学の恒常的な教学改革に資するシステムがあり、それは、全学をあげて自己点検・

評価に基づく教学改革を推進するための委員会の設置や行動指標の設定、統一的な改善プロセス

の実施などがある。 

 このような学内における自己点検・評価・改善のプロセスを実践しながら、開設から 3 年を経

過して、本研究科は、研究科長、副研究科長を中心とする自己点検・評価委員会によって、この

度、自己点検・評価報告書を作成し、この間の取り組みを第三者から客観的な評価を受けること

によって、本研究科の教育内容はもとより、自己点検・評価・改善のプロセスをも見直し、本研

究科のさらなる発展に資する所存である。 

 これを契機として、これまで実践してきた恒常的な教学改革の取り組みを形式的なものに終わ

らせることなく、将来に向けた本研究科における会計分野の高度職業人養成の取り組みが、さら

に社会の期待に応え、学生の志に適うものとして発展することを決意する次第である。 
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本 章 

 

１．使命・目的および教育目標 

 

＜概要＞ 

 

 経営管理研究科は、経営学部および経営学研究科における高度なビジネス教育の実践・経験を

基盤として、日本のビジネス社会がグローバル化と技術イノベーションの進展によって大きく変

貌を遂げるなかで、社会の要請に応えるため、「高度な戦略眼と実践スキルを有する経営プロフェ

ッショナルの養成」を目的として、2006 年 4 月に開設した。そして、経営管理研究科では、「ビ

ジネスを発見し、ビジネスを創造する」を教学理念として、ビジネス機会を機敏に見つけると同

時に、新たなビジネスモデルの提案・活用に資する教育を展開している。 

 本研究科では、「企業経営」と「企業会計」の２つのコースを設置し、「企業経営コース」では、

企業における人材開発が個人のエンパワーメントを高める必要のあることを理解した人材や、企

業の新規事業開発や起業をしたり、支援する人材の価値を高め、ビジネスを創造し革新するグロ

ーバル経営人材の養成を目指している。また、「企業会計コース」では、「経営のわかる」会計分

野の高度専門職業人の必要性に応えて、「公認会計士として高度な倫理観と実践スキルを有し、監

査法人や企業経理部門で活躍する高度専門職業人」の養成を目指している。 

 

（使命・目的および教育目標の適切性） 

 

1-1 経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標が明確に設定されているか。（Ⅰ◎） 

 

＜現状の説明＞ 

  今日のグローバル化したビジネス社会においては、企業価値を意識した企業経営が求められて

おり、企業経営における会計情報の戦略的な活用が従来にもまして重要視されている。『会計の

わかる』専門的経営管理人材の養成が広く期待されているのである。他方、経営活動のグローバ

ル化に伴って、会計基準や監査基準の国際的な標準化も進展しており、このような動きに対応で

きる、『経営のわかる』会計分野の高度専門職業人が大量に必要とされている。会計分野の高度

専門職業人は、政府、自治体その他の公的部門の経営改革や監査の担い手としての期待も高まっ

ている。『会計のわかる』専門的経営管理人材にとっても、『経営のわかる』会計専門職業人に

とっても、企業経営や企業会計をとらえるグローバルな視点、経営管理に関する専門知識や実践

スキル、情報技術への対応力、論理的かつ倫理的な判断力などが共通して求められる。そして、

このような総合的な力を備えた人材を養成するためには、大学院レベルの教育が必要となってい

る。 

 立命館大学は、経営学研究科などにおいて実践してきたビジネス教育の実践・経験を基盤とし

て、このような、さらに拡大するビジネス分野・アカウンティング分野の高度専門職業人養成の

社会的ニーズに応えるために、専門職大学院 経営管理研究科を設置した。経営管理研究科では、
「ビジネスを発見し、ビジネスを創造する」を教学理念として、ビジネス機会を機敏に見つける

と同時に、新たなビジネスモデルの提案・活用に資する教育を展開することとす、具体的に、以

下のような人材養成目標を掲げ、そうした人材の輩出を使命・目的とし、そのための教育目標を

明確に設定した。 
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＜企業経営コース＞ 

第 1 に、新しい市場や顧客の創造に貢献できる戦略眼を有するリーダー人材を養成する。将来
のトップマネジメントを志す幹部人材の養成を行うということでもあり、現職社会人を対象とし

て更なる能力開発を図る。グローバルな経営環境の分析にもとづいて的確な経営ビジョンや戦略

を策定し、自らの企業組織（事業部門や中堅・中小企業）を持続的に発展させることのできる、

高度なマネジメント能力を有する人材を養成する。 
第 2 に、ベンチャーや組織変革を担いうるアントレプレナー人材の養成、またキャリア社会に

即してアントレプレナーを支援する人材の養成を行う。びわこ・くさつキャンパスに開設したイ

ンキュベーション施設の機能等と連携し、起業や第二創業を志す人材に対するビジネス・サポー

トを行うことなどにより、起業や新規事業開発をめざす人材、それらを支援する人材の養成を行

う。 
第 3 は、アジアと世界のビジネス環境に対応し、企業経営のグローバル展開を担う人材の養成

である。中国をはじめとしたアジア経済は成長を続け、世界の中でも大きなインパクトを持つ地

域となりつつあるが、こうしたアジアをはじめとした世界のビジネスで活躍できる人材の養成を

図っていく。これから高度専門職として社会に進出する若年層を主な対象に、高度な外国語コミ

ュニケーション能力を有し、国際的ビジネスの現場で活躍できる人材を育成する。この人材は、

海外展開を図っている企業、コンサルティング企業など多様な進路が想定される。これまで経営

学研究科博士課程前期課程を修了した者（社会人学生を除く）の進路就職実績は、本学理工学研

究科のそれに次ぐ実績を残しており、海外展開を図る大手企業やコンサルティング企業への就職

も多い。本研究科は、経営学研究科のこれまでの実績の上に教育プログラムの充実を図るもので

あり、修了後の進路もさらなる展開が見通せる。 
「創造人材プログラム」は上記第１にあげたリーダー人材の養成、第２にあげたアントレプレ

ナー人材を支援する人材の養成を念頭に置いたプログラムであり、個を主体とした創造性の発揮

により自律的キャリアを築く人材や、新規事業の開発や起業を推進するマネジメント人材の養成

を目指している。「マーケティング・プログラム」は、企業価値を創造するための戦略的市場開発

を念頭において、顧客の価値観の変化を読み取り、新たな顧客創造を行う発想力とマネジメント

力をもつ人材の養成を目指している。「国際経営プログラム」は上記第３にあげたように、アジア

と世界のビジネス環境に対応し、グローバルな座標軸を持ち、異文化マネジメントの最前線で活

躍する、幅広いコミュニケーション能力を有する人材の養成を目指している。 
 
＜企業会計分野＞ 
第 4 に、経営トップを補佐し企業価値の向上に資する CFO 人材の養成を行う。会計・財務領

域の最新かつ高度な専門知識とスキルを有し、企業買収・合併などの経営意思決定を支援できる

人材の育成を図る。現職の会計士や金融機関に従事する職業人を含めて、企業経理・財務職を対

象として、これを行う。 
 第 5 は、公認会計士として高度な倫理観と実践スキルを有し、監査法人や企業経理部門等で活
躍する高度専門職業人の養成をめざす。企業活動のグローバル化、会計制度・基準の国際標準化、

内部監査をはじめとする監査領域の拡大など、今日会計領域の高度専門職業人に対する役割期待

は増大の一途をたどっている。また、公認会計士等の高度専門職業人には、とりわけ高度な倫理

観が求められている。すでに本学は多数の公認会計士を輩出し大手監査法人への就職実績も豊富

であるが、今日求められる新たな役割期待に即して、会計に対するより深い専門性と高度な倫理

観を修得させるべく、教育を行う。 
 「ファイナンス＆アカウンティング・プログラム」は、上記第４に述べたように、Ｍ＆Ａの対

応等、企業の財務戦略を担うＣＦＯ人材、投資戦略に精通した金融プロフェッショナルの養成を
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目指している。「アカウンティング・プログラム」は上記第５にあげたように、会計基準の国際化

時代に対応した会計プロフェッショナルの養成。高度な専門性と倫理観を備えた公認会計士の育

成を目指している。 
 このように 経営管理研究科では、人材養成像、入学対象者、修了後の活躍の場などを「企業

経営分野」と「企業会計分野」の２分野について具体的に想定し、研究科の使命・目的、および

教育目標を設定している。 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-5 立命館大学大学院経営管理研究科設置申請書（P.3-7 １．設置の趣旨及び必要性） 

 資料 1-1-2 立命館大学専門職大学院学則（P.1 第 2条、P.6 第 34 条） 

 資料 1-1-3 2009 年度履修要項（巻頭：教育理念、人材養成の目標） 

 資料 1-2-1 パンフレット（P.1-5） 

 資料 9-2-1 ウェブサイト http://www.ritsumei.jp/mba/index_j.html 

                  （概要・人材育成の目標・経営大学院の使命） 

 

 

1-2 使命・目的および教育目標は、専門職学位課程制度の目的に適ったものであるか。 

 （「専門職」第２条）（Ⅰ◎） 

 

＜現状の説明＞ 

 1-1 で示した経営管理研究科の使命・目的および教育目標は、専門職大学院設置基準第二条に

示された「高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うこと」

に適ったもの」として設定した。 

 いま、ファイナンス・会計のわかる経営実務家・経営者、経営実務のわかるアカウンタントが

求められている。このような複合的要請に応えて企業価値を創造しうる専門的力量は本研究科で

の学習によって担保しうるものとなっている。すなわち、創造人材プログラムやマーケティング・

プログラムを中心に学習しようとする場合にも、経営財務・経営分析などの財務・会計分野の基

礎的専門的諸科目を履修ができ、国際経営プログラムを中心に学習する場合でも、同様に会計・

財務分野の学習ができるような構造となっている。また、ファイナンス＆アカウンティング・プ

ログラムを中心に学習する場合にも、人事・人材系科目やマーケティング系科目、とりわけ戦略

系科目を履修することができ、ＣＦＯとなるにあたっての素養を身につけることができる。アカ

ウンティング・プログラムを中心に学習する場合でも、広くグローバルな視点にたった経営系科

目を履修することができる。このように本研究科での学習が専門的学位制度の目的にふさわしい

力量を身につけることのできる構造となっている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-5 立命館大学大学院経営管理研究科設置申請書（P.3-7 １．設置の趣旨及び必要性） 

 資料 1-1-2 立命館大学専門職大学院学則（P.1 第 2条、P.6 第 34 条） 

 資料 1-1-3 2009 年度履修要項（巻頭：教育理念、人材養成の目標） 

 資料 1-2-1 パンフレット（P.1-5） 

 資料 9-2-1 ウェブサイト http://www.ritsumei.jp/mba/index_j.html 

                  （概要・人材育成の目標・経営大学院の使命） 
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1-3 使命・目的および教育目標の中に、養成すべき人材像が適切に表現されているか。（Ⅰ○） 

 

＜現状の説明＞ 

 1-1 で示した経営管理研究科の使命・目的および教育目標の中に、「企業経営分野」と「企業会

計分野」の２分野について修了後の備えるべき資質や活躍の場などを含めて人材像を具体的に想

定している。すなわち、企業経営分野ではファイナンス・会計のわかる経営実務家・経営者を要

請することを目的としており、企業会計分野、経営実務のわかるアカウンタント・ＣＦＯといっ

た専門職を要請することを目的としている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-5 立命館大学大学院経営管理研究科設置申請書（P.3-7 １．設置の趣旨及び必要性） 

 資料 1-1-2 立命館大学専門職大学院学則（P.1 第 2条、P.6 第 34 条） 

 資料 1-1-3 2009 年度履修要項（巻頭：教育理念、人材養成の目標） 

 資料 1-2-1 パンフレット（P.1-5） 

 資料 9-2-1 ウェブサイト http://www.ritsumei.jp/mba/index_j.html 

                  （概要・人材育成の目標・経営大学院の使命） 

 

 

1-4 使命・目的および教育目標の中に、職業的倫理の涵養が適切に盛り込まれているか。 

 （Ⅰ○） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科の設置申請書において、教育上の目的および教育目標の中に「専門的能力と高

い倫理感を備えた人材の養成」として謳っており、とりわけ「企業会計コース」においては「高

度な倫理観を有し企業価値を高める財務・会計専門人材の養成を目指す。」としている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-5 立命館大学大学院経営管理研究科設置申請書（P.3-7 １．設置の趣旨及び必要性） 

 

 

1-5 使命・目的および教育目標は現在および想定される将来の経営の人材ニーズに適合して

いるか。 （Ⅰ○） 

 

＜現状の説明＞ 

経営管理研究科の設置申請にあたり、現在および想定される将来の経営の人材ニーズについて、

以下のように捉え、使命・目的および教育目標を設定した。 

日本のビジネス社会は、グローバル化と技術イノベーションの進展によって、1990 年代以降、

大きく変動してきた。この潮流は今後とも進展し続けることが予想されており、ビジネス社会で

の活躍が期待される人材像も変化してきている。 

従来の日本企業では、企業内教育を中心とした経営管理人材教育が行われ、MBA のような専門

的な教育を受けた人材はほとんど必要とされてこなかった。しかし、今日の企業経営においては、

上述のようなビジネス社会で活躍しうる専門的経営管理人材の育成が急務となっており、大学院

における高度専門職業人教育に対する期待が高まっている。こうした社会的なニーズの高まりを

背景に、我が国においても MBA 教育を特色とする「ビジネススクール」が 1990 年代後半から増加
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している。 

 また、企業経営における会計情報の戦略的視点からの活用が重視されてきている。また、経営

活動のグローバル化が進む中、会計基準や監査基準の国際的な標準化も進展しており、このよう

な動きに対応できる会計分野における高度専門職業人のニーズが急速に高まっている。会計分野

の高度専門職業人は、企業のみならず、政府、自治体その他の公的部門の会計並びに監査の担い

手として、様々な問題に対する専門知識や能力、情報技術への対応力、論理的かつ倫理的な判断

力などが要求され、このような総合的な力を備えた人材を養成するためには、大学院レベルでの

教育が必要となっている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-5 立命館大学大学院経営管理研究科設置申請書（P.3-7 １．設置の趣旨及び必要性） 

 

 

1-6 使命・目的および教育目標の中に、経営のプロフェッショナルとして、国内外において

活躍できる高度専門職業人の養成が、明確な形で謳われているか。 （Ⅱ○） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科の設置認可申請にあたり、その使命・目的および教育目標の中に経営のプロフ

ェッショナルとして国内外において活躍できる高度専門職職業人の養成に関わって、具体的に以

下のような形で明確に謳っている。 

 「企業経営分野」においては、「アジアと世界のビジネス環境に対応し、企業経営のグローバル

展開を担う人材の養成である。中国をはじめとしたアジア経済は成長を続け、世界の中でも大き

なインパクトを持つ地域となりつつあるが、こうしたアジアをはじめとした世界のビジネスで活

躍できる人材の養成を図っていく。これから高度専門職として社会に進出する若年層を主な対象

に、高度な外国語コミュニケーション能力を有し、国際的ビジネスの現場で活躍できる人材を育

成する。」とし、「企業会計分野」においては、「企業活動のグローバル化、会計制度・基準の国際

標準化、内部監査をはじめとする監査領域の拡大などに対応できる人材の養成を行う。」としてい

る。 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-5 立命館大学大学院経営管理研究科設置申請書（P.3-7 １．設置の趣旨及び必要性） 

 

 

1-7 使命・目的を実現するための中長期のビジョンあるいは戦略およびアクションプランが

あるか。（Ⅱ○） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科の使命・目的を実現するための中長期ビジョン、戦略、アクションプランにつ

いては、基本的に恒常的な自己点検評価ならびに５年毎の第三者評価による改善・改革課題の明

確化を基に行われるカリキュラム改革において設定しており、次回は今次の第三者評価受審結果

に基づき 2012 年のカリキュラム改革において策定される。 

 なお、社会人を対象としたプログラムを展開しているアカデメイア＠大阪については、社会人

入学者の拡大などを目指して 2011 年 1月に立地条件の良い大阪梅田「富国生命ビル」への移転を

計画し、決定している。 
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 また、2012 年のカリキュラム改革に向けた教員整備計画を策定中である。経営管理研究科はす

でに３期の修了生を輩出しており、ファイナンス・会計のわかる経営実務家・経営者の養成、経

営実務のわかるアカウンタントの養成という目標は徐々に実現しつつある。校友組織としてＲＩ

ＭＯ校友会を組織しており、そのような組織が自発的にセミナーを開催したり、経営管理研究科

教員が主体となったセミナーも開催している。この中から修了生を中心としたネットワークも

徐々に形成されてきており、ＭＢＡの実体を徐々に備えつつあると評価できる。そのような修了

生が経営管理研究科の研究教育にフィードバックすることが、本研究科の研究教育の発展に資す

るものとなる。2011 年 1月に立地条件の良い大阪梅田「富国生命ビル」へ移転することもそのよ

うなネットワーク拡張に資することになると考える。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 8-3-1 経営管理研究科 2012 年度カリキュラム改革に向けた取り組みについて（P.1-7） 

 

 

（使命・目的および教育目標の周知） 

 

1-8 使命・目的および教育目標は、ホームページや大学案内等を通じ、社会一般に広く明ら

かにされているか。（Ⅰ◎） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、研究科の使命・目的および教育目標について、①研究科ウェブサイト、

②研究科パンフレットにより、社会一般に広く情報提供を行なっている。また、学外にも開放す

るシンポジウム等については、新聞社等へのプレスリリースを行なったり、新聞広告により周知

する場合もある。入学試験の出願に際しては、ウェブサイト、資料請求者への電子メールマガジ

ン、さらに新聞広告により周知している。さらに入学試験の要項については、本学各キャンパス

にて配布すると共に、ウェブサイトからの請求者に無料で送付している。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-2-1 パンフレット（P.1-5） 

 資料 9-2-1 ウェブサイト http://www.ritsumei.jp/mba/index_j.html 

                  （概要・人材育成の目標・経営大学院の使命） 

 

 

1-9 使命・目的および教育目標は、教職員、学生等の学内の構成員に周知されているか。  

 （Ⅰ○） 

 

＜現状の説明＞ 

 教職員、学生等の学内の構成員に対する経営管理研究科の使命・目的および教育目標の周知に

ついては、1-8 で示した研究科ウェブサイト、研究科パンフレットのほか、経営管理研究科学則

に明示し、経営管理研究科履修要項に記載することによって周知している。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-2 立命館大学専門職大学院学則（P.1 第 2条、P.6 第 34 条） 

 資料 1-1-3 2009 年度履修要項（巻頭：教育理念、人材養成の目標） 
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 資料 1-2-1 パンフレット（P.1-5） 

 資料 9-2-1 ウェブサイト http://www.ritsumei.jp/mba/index_j.html 

                  （概要・人材育成の目標・経営大学院の使命） 

 

 

1-10 使命・目的および教育目標を教職員、学生等に理解させ、社会一般に周知させるため、

特別な努力と工夫がなされているか。（Ⅱ○） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科の使命・目的および教育目標を学内構成員に理解させるために、新任教員への

ガイダンスおよび学生に対する入学ガイダンスおよび履修ガイダンスにおいて丁寧な説明を行い、

周知徹底するよう配慮している。また、社会一般への周知に関わる特別な取り組みとしては、年

間 30回におよぶ入試説明会を開催し、輩出する人材像ならびに教育目標について丁寧に説明を行

っている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-2 立命館大学専門職大学院学則（P.1 第 2条、P.6 第 34 条） 

 資料 1-1-3 2009 年度履修要項（巻頭：教育理念、人材養成の目標） 

 資料 1-2-1 パンフレット（P.1-5） 

 資料 9-2-1 ウェブサイト http://www.ritsumei.jp/mba/index_j.html 

                  （概要・人材育成の目標・経営大学院の使命） 

 

 

（使命・目的および教育目標の検証と改善） 

 

1-11 教育目標の達成状況等を踏まえて、教育目標の検証が適切に行われているか。（Ⅰ○） 

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、全学の学部・研究科において、恒常的な自己点検評価を実践しており、経営

管理研究科においても、研究科長、副研究科長を中心とする自己点検評価委員会を設置し、教育

目標の達成状況等を踏まえて、教育目標の検証を行っている。 

具体的には、教育目標の検証および教育の内容、改善を図るための組織的かつ継続的な研修お

よび研究の実施については、基本的に、「授業アンケート」「ＦＤ委員会」「執行部での議論」

「教授会での議論」を柱としている。 

 「講義アンケート」は、本研究科は開設第1年度の後期より、すべての講義において実施し、結

果を担当教員に報告するとともに、学期（クォ－ター）ごとにまとめたものをＦＤ委員会におけ

る討議資料として活用している 

 また、経営管理研究科では、2006年度の開設と同時に教授会構成員によるＦＤ委員会を設置し

活動している。ＦＤ委員会は、研究科の教育内容・方法の改善のために定期的に委員会を開催し、

研修・研究の機会の提供、学内外の経験・情報交流、教育内容・方法・教示の問題点や改善点な

どについて議論している。 

 そのほかに、毎年度大学院学生の自治組織である、経営管理研究科院生連合協議会との研究科

懇談会を実施し、大学院生の要望や意見について積極的に意見交換を行なっている。 

 このような取り組みを通じて得られる教育実践の実態把握や修了生の進路などを総合的に研究
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科執行部および研究科教授会において議論を行うことによって教育目標の検証を行っている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 8-3-2 経営管理研究科における自己点検評価と改革実施のプロセスについて 

 

 

1-12 検証結果を改革・改善に繋げる仕組みが十分整備されているか。 （Ⅰ○） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、1-11 で示した教育目標の検証の取り組みをいわば組織的かつ恒常的な取

り組みとしてシステム化されており、そこでは当然のことながら、検証結果を改革・改善に繋げ

る議論を行い、カリキュラム改革および教育研究環境の改善に繋げる運用が成されている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 8-3-2 経営管理研究科における自己点検評価と改革実施のプロセスについて 

 

 

【点検・評価】 

 

「長所」 

関連する評価の視点： 

（１）特色ある学位課程 1-2 経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標が明確に

設定されているか 

（２）人材像の明確化 1-5 使命・目的および教育目標は現在および想定される将来の経

営の人材ニーズに適合しているか 

1-6 使命・目的および教育目標の中に、経営のプロフェッショナルとして、国内外におい

て活躍できる高度専門職業人の養成が、明確な形で謳われているか 

1-8 使命・目的および教育目標は、ホームページや大学案内等を通じ、社会一般に広く明

らかにされているか 

 

（１） ファイナンス・会計のわかる経営実務家・経営者、経営実務のわかるアカウンタントが

求められている。このような複合的要請に応えて企業価値を創造しうる専門的力量は経営管

理研究科での学習によって身につけることができる。とくに立命館大学大学院経営管理研究

科は実務家教員の比率が高いことが大きな特徴となっており、この点が受講生の間でも高く

評価されている。すでに修了生の中から、社長となる人材も現れており、新たに自らの力量

の発揮できる職場をえた人もいる。これらは経営管理研究科の成果の一つである。アカウン

ティング分野でも公認会計士試験合格者を輩出してきている。 

 

（２） 専門的経営管理人材、力量ある経営者の養成をめざして教育に取り組んできており、さ

らに広い視野を持ったアカウンタントの養成も目指している。しかも、国際経営プログラム

では国際的ビジネスの現場で活躍できる人材の養成を目指している。そのために海外経験豊

富な実務家教員を擁している。 

 また、「課題研究論文」執筆を修了要件としていることも大きな特徴である。これからの

ビジネスパーソンは国際的にも活躍する必要があるが、そのためには論理的思考、表現能力
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が求められる。そのような能力を培うために、「課題研究論文」の執筆は重要であると考え、

修了生にもこの点は評価されている。しかも、必修であるだけに、全学生がいずれかの教員

に課題研究論文の指導を通じて、その謦咳に触れることになり、実務家教員の場合であれば、

ある種のロール・モデルともなっており、研究者教員の場合もその真摯な研究教育活動に直

接触れることにより、科目履修では得ることのできない広い見識に触れ啓発されることにな

っている。 

 また、広く人材を求めるために様々な広報活動を行ってきている。「コトを起こすビジネ

スパーソン」企画などその他のセミナーは人材を求める活動であるとともに、それはまた社

会的貢献ともなっている。 

 

「問題点」 

関連する評価の視点： 

（１）特色ある学位課程 1-2 経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標が明確に

設定されているか 

（２）人材像の明確化 1-5 使命・目的および教育目標は現在および想定される将来の経

営の人材ニーズに適合しているか 

1-6 使命・目的および教育目標の中に、経営のプロフェッショナルとして、国内外におい

て活躍できる高度専門職業人の養成が、明確な形で謳われているか 

1-8 使命・目的および教育目標は、ホームページや大学案内等を通じ、社会一般に広く明

らかにされているか 

 

（１） ファイナンス・会計のわかる経営実務家・経営者、経営実務のわかるアカウンタントの

養成、実務的能力の涵養を目標としてカリキュラムを編制し、科目配置を行っているが、そ

のような科目配置を行っていても、学生が必ずしもその意味を十分理解していない場合も見

受けられる。 

 

（２） 経営管理研究科では、「課題研究論文」指導をかなり重視している。このことは、全ての

教員がその指導にかなりのエネルギーを必要とすることを意味する。時間的制約の多い教員

が十分に指導し切れているかどうか、この点はつねに点検しておく必要があると思われる。 

 また、国際経営プログラムでは国際的ビジネスの現場で活躍できる人材の養成を目指して

おり、そのために海外経験豊富な実務家教員を擁しているが、語学をはじめその指導が十分

行き渡っているかどうか、この点も点検する必要がある。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-5 立命館大学大学院経営管理研究科設置申請書（P.3-7 １．設置の趣旨及び必要性） 

 資料 1-1-2 立命館大学専門職大学院学則（P.1 第 2条、P.6 第 34 条） 

 資料 1-1-3 2009 年度履修要項（巻頭：教育理念、人材養成の目標、P.6-9 Ⅱ．カリキュラム） 

 

 

＜今後の方策＞ 

 ファイナンス・会計のわかる経営実務家・経営者、経営実務のわかるアカウンタントの養成、

実務的能力の涵養を目標としてカリキュラムを編制し、科目配置を行っていても、受講生に徹底

していない側面があるが、この点、履修指導などを懇切に行うことによって、その実をさらに深

めることができると思われる。履修指導をいっそう強める必要があると思われる。取り組み課題
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としたい。 

 「課題研究論文」指導が十分その実をあげているかどうか、再度確認する必要があり、また、

その指導が一定以上であることを担保するための、画一化されることのないよう注意を払いつつ

も、ある種のパターンを共有するよう努力していく必要がある。とくに、どのような教員の指導

でも共通していると思われる部分を「課題研究演習」から切り分けて、例えば「クリティカル・

シンキング」（仮称）といった科目として履修を義務づける方向など検討課題となっており、早急

に議論を深め、カリキュラムとして定着させる方向で進めている。 

 国際経営プログラムを中心に、海外の大学との提携プログラムを検討しており、すでに現在、

担当者を中心にその具体化を一歩一歩進めてきているが、この点をさらにいっそう進める。 

 

＜根拠資料＞ 

 

 資料 8-3-1 経営管理研究科 2012 年度カリキュラム改革に向けた取り組みについて（P.1-7） 

 資料 8-3-2 経営管理研究科における自己点検評価と改革実施のプロセスについて 
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２．教育の内容・方法・成果 

 

（１）教育課程等 

 

＜概要＞ 

経営管理研究科は、「高度な戦略眼と実践スキルを有する経営プロフェショナルの養成」

を人材養成像として、そのための高度専門職業人養成に相応しい教育を展開している。現

代の企業・組織における課題と動向を踏まえ、経営管理研究科が対象とする分野を「企業

経営分野」と「企業会計分野」の 2 分野とし、それぞれ「企業経営コース」、「企業会計コ
ース」として教育を展開している。 
「企業経営コース」では、ビジネスを創造し革新するグローバル経営人材の養成を目指す。

一方、「企業会計コース」では、高度な倫理観を有し企業価値を高める財務・会計専門人

材の養成を目指す。2コースが両翼として専門性を発揮しつつ、科目の相互履修を可能にす
るなどの連携を図ることで、専門性と幅広い視野・知識を修得できるようカリキュラムを

編成する 
 また、カリキュラムは、効率的・効果的な学習ができるよう、また、専門性と幅広い知

識をバランスよく修得できるよう配慮した。具体的には、科目の特性によって基礎、基幹、

専門プログラム、課題研究・実務自習の「科目群」を編成し、それぞれで学習する目的を

明確にしている。 
 

（学位の名称と授与基準） 

 

2-1 授与する学位の名称は、経営系分野の特性や教育内容に合致する適切な名称が付され

ているか。 

 

＜現状の説明＞ 

本研究科では、「企業経営コース」の教育課程を修了した者には「経営修士（専門職）」、

「企業会計コース」の教育課程を修了した者には、「会計修士（専門職）」の学位を授与す

る。この学位名称は、研究科名称と同様に社会的通用性が非常に重要であり、ビジネス分

野では、経営管理修士（専門職）又は経営修士（専門職）、アカウンティング分野では会計

修士（専門職）が一般的な名称となりつつある状況を考慮したものである。 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-2 立命館大学専門職大学院学則 （P.1 第 4 条、P.6 第 34 条） 

 資料 1-1-5 大学院等の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由を記載した書類 

       （P.7 研究科・専攻名称） 
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2-2 学位授与に関わる基準および審査手続等は明文化され、学生に周知されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、学位授与に関わる基準および審査手続き等について、立命館大学

専門職大学院学則および立命館学位規程に定めるとともに、経営管理研究科履修要項に明

記し、入学時および履修登録時に学生に周知している。 

 

＜根拠資料 2-2＞ 

 資料 1-1-2 立命館大学専門職大学院学則 （P.3 第 4 章 課程の修了要件等） 

 資料 2-4-1 立命館大学大学院経営管理研究科履修規程 （P.1 第 2 条 履修方法） 

 資料 2-5-2 立命館大学学位規程 （P.1-5） 

 資料 1-1-3 2009 年度履修要項 （P.7 修了用件、P.8 授与する学位） 

 

2-3 授与する学位の水準は、経営系分野の特性を踏まえ、かつ、ビジネス界等の期待に応

える水準が維持されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

中国、インド等、成長著しい新興国への事業展開や、BOP（Bottom of the Pyramid）と
いわれるNext Marketへの参入等、グローバル化の進展する現在においては、国際的視野
とリベラルアーツを素養とするリーダーやプロフェッショナル等が求められる。 
経営管理研究科においては、開設以降、このようなビジネス界のニーズに応えるため、

自ら学び続け問題解決に挑み、高度な戦略眼と実践スキルを磨きたいと願うビジネスパー

ソン等を受け入れている。企業経営と企業会計の両コースを設置、社会に貢献出来る高度

専門職業人の輩出に努めている。 
 
・企業経営コースが養成する人材像 
１．高度な戦略眼と実践スキルを併せ持つビジネスリーダー。 
２．市場の探索や顧客価値創造に邁進する経営プロフェッショナル。 
３．経営環境をリアルタイムに把握し、企業の持続的繁栄に貢献するビジネスパーソ

ン。 
・企業会計コースが育成する人材像 
１．高い倫理観と実践力を有する会計士として、監査法人等で活躍するプロフェッシ

ョナル。 
２．ファイナンス・会計領域において経営トップを補佐し、企業価値の向上に寄与す

る CFO。 
この結果、設置後 4年目であるにも関らず、経営者、経営企画等HQ人材、本省勤務者、

日本とアジアの架け橋的な起業を果たす者等、多数の有為な人材を世に送り出し続けてい

る。 
経営管理研究科では、高度専門職業人養成の為、経営と会計の相互履修を可能とし、専

門性に加え幅広い視野と実践力を付与可能なカリキュラムを編成し、効率的・効果的に修

得させている。 

企業経営コースの教育課程を修了した者に対して経営修士（専門職）学位を、企業会計
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コースの教育課程を修了した者には会計修士（専門職）の学位を授与している。課程の修

了には、プログラム毎に定められた履修要件を満たし、基礎・基幹科目ならびにプログラ

ム科目、課題研究科目等から 50 単位以上の修得を必須としている。 

特に、学位水準の維持と経営実務における実践力を付与の為、課題研究論文を必修とし

ている。 

 論文指導については、院生の希望を聞き入れ、実務家教員と研究者教員とが相談の上で、

論文テーマに沿った指導教授を選任し、経営者へのインタビューやアンケート調査、ゼミ

合宿等、院生のレベルに合わせた適切な指導を、年間を通じて行なっている。 

課題研究論文は、学術論文の作成プロセスに準じるものの、企業の第一線で採用される可

能性の高い内容を重視している。適切な課題の設定、独創的な論旨、説得力のある論述、

論理の一貫性、既存への批判等、リーダー等に必要な素養を養うものでもある。審査は指

導教授と副査の教員とで行い、優秀論文は論集に掲載、合格水準未達者には留年を促す等、

厳格である。毎年、修了生から後期課程進学者も輩出しており、学術的にもある一定水準

を維持している、 

 
＜根拠資料＞ 

資料 4-3-6 年度毎応募倍率表（P.1-4 出願者数、受験者数、合格者数、入学者数） 

資料 2-1-3 修了生名簿、在学生名簿（P.1-68 入学時点と現在） 

資料 2-1-4 修了生進路一覧（P.1-2） 
 

（課程の修了等） 

 

2-4 課程の修了認定に必要な在学期間および修得単位数が、法令上の規定や当該経営系専

門職大学院の目的に対して適切に設定されているか。また、それらが学生の履修の負

担が過重にならないように配慮して設定されているか。（「専門職」第２条、第３条、

第 15 条）  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科における課程の修了認定に必要な在学期間については、「立命館大学専門

職大学院学則」の第 6条に標準修業年限について「専門職学位課程の標準修業年限は、2年

とする。」と明記している。なお、その第 2項に「前項の規定にかかわらず、主として実務

の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定

の時間または時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、

研究科、専攻または学生の履修上の区分に応じ、1年以上 2年未満の期間とすることができ

る。」と特例措置を明記している。 

 また、学位課程の修了要件については、「立命館大学専門職大学院学則」の第 15 条に「専

門職学位課程の修了要件は、2年以上在学し、各研究科の定めるところにより、所定の科目

を履修して、30 単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとす

る。」と明記したうえ、「立命館大学大学院経営管理研究科履修規程」に「企業経営コース」
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の場合、第 2条に「企業経営コースにおいて経営修士(専門職)の学位を得るためには、（中

略）50単位以上を修得しなければならない。」とし、「経営会計コース」の場合、「企業会計

コースにおいて会計修士(専門職)の学位を得るためには、（中略）50単位以上を修得しなけ

ればならない。」と明記している。 

 なお、学生の履修の負担が過重にならないように配慮については、同様に「立命館大学

専門職大学院学則」の第 12 条に履修科目の登録の上限について「研究科は、学生が 1年間

または 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。」

とし、合わせて「立命館大学大学院経営管理研究科履修規程」の第 2 条 2 項に各学年にお

いて、「履修科目として登録することができる単位数は、36 単位を上限とする。」と明記し

配慮して設定している。 

  企業経営コースにおいて経営修士（専門職）の学位を得るには、創造人材プログラム、

マーケティングプログラム、国際経営プログラムのいずれのプログラムを修得する場合で

も下表のように、基礎・基幹科目群から 12 単位（6 科目）以上、プログラム科目 10 単位
（5科目）以上、課題研究科目（8単位必修）を修得したうえで、総修得単位数 50単位（科
目換算で 25科目）以上を修得しなければならない。 
  また、企業会計コースにおいて会計修士（専門職）の学位を得るには、ファイナンス＆
アカウンティングプログラムを修得する場合、基礎・基幹科目群から 12単位（6科目）以
上、プログラム科目 12 単位（6 科目）以上、課題研究科目（8 単位必修）を修得したうえ
で、総修得単位数 50 単位（科目換算で 25 科目）以上を修得しなければならない。アカウ
ンティングプログラムを修得する場合、基礎・基幹科目群から 8単位（4科目）以上、プロ
グラム科目 26単位（13科目）以上〔内訳は、財務会計分野 10単位以上、管理会計分野 6
単位以上、監査分野 6単位以上、法律分野 4単位以上〕、課題研究科目（8単位必修）を修
得したうえで、総修得単位数 50 単位（科目換算で 25 科目）以上を修得しなければならな
い。 
 
 
表  修得単位の内訳 

  基礎基幹科目 プログラム科目 課題研究科目 修得単位数 

創造人材 

プログラム 

12 単位以上 10 単位以上 8 単位必修 50 単位以上

マーケティング

プログラム 

12 単位以上 10 単位以上 8 単位必修 50 単位以上

企
業
経
営
コ
ー
ス 国際経営 

プログラム 

12 単位以上 10 単位以上 8 単位必修 50 単位以上
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ファイナンス＆ 

アカウンティング

プログラム 

12 単位以上 12 単位以上 8 単位必修 50 単位以上

企
業
会
計
コ
ー
ス 

アカウンティング

プログラム 

8 単位以上 26単位以上。その内

訳は、財務会計 10

単位以上、管理会計

6単位以上、監査 6

単位以上、 

法律 4 単位以上。 

8 単位必修 50 単位以上

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-1-2 立命館大学専門職大学院学則（P.2 第 11-18 条） 

 資料 2-4-1 立命館大学大学院経営管理研究科履修規程（P.1 第 2条） 

 

2-5 課程の修了認定の基準および方法は当該経営系専門職大学院の目的に応じて策定さ

れ、学生に周知されているか。（「専門職」第 10 条）  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、「立命館大学大学院経営管理研究科履修規程」の第 2条に履修方法

として修了要件ならびに各科目群における必要単位数について明記し、「履修要項」に詳し

く履修方法に関する指示内容を記載したうえ、各科目についてはシラバスを作成し、獲得

目標・各回の内容・成績評価の項目・基準を明示している。また、それらの基準・方法に

ついては入学ガイダンス、履修ガイダンス、ホームページ掲載によって学生に周知されて

いる。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-1-2 立命館大学専門職大学院学則（P.2 第 11-18 条） 

 資料 2-4-1 立命館大学大学院経営管理研究科履修規程（P.1 第 2条） 

 資料 1-1-3 2009 年度履修要項（P.6-8 Ⅱ．カリキュラム） 

 

2-6 在学期間の短縮を行っている場合、法令上の規定に沿って設定されているか。（「専門

職」第 16 条）また、その場合、経営系専門職大学院の目的に照らして十分な成果が

得られるよう配慮がなされているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 在学期間の短縮について、1年修了を希望する者については、入学試験の応募時点で申請
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を行わせ、面接試験において、前提知識、入学前における履修科目、職務経歴などを客観

的に把握し、その学修・研究計画の見通しについて充分評価を行い、教授会において入学

試験合否判定の審議・判定を行っている。 

 なお、入学前に早期履修制度による経営管理研究科での履修科目、もしくは入学試験合

否判定会議（教授会）においてシラバスなどを参考に単位認定を判断した他研究科履修科

目について、単位認定を行うこととしているが、これまでに、これらの単位認定のみによ

り、在学期間を短縮した事例はない。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-1 2009 年度経営管理研究科入学試験要項（P.25 1 年修了について） 

 

2-7 在学期間の短縮の基準および方法が、学生に対して学則等を通じてあらかじめ明示さ

れているか。また、明示された基準および方法に基づいて公正かつ厳格に行われてい

るか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科における在学期間の短縮については、「立命館大学大学院専門職大学院学

則」の第 6 条 2 項に「主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、

かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間または時期において授業を行う等の適切な方法

により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻または学生の履修上の区分に応じ、1年

以上 2年未満の期間とすることができる。」および「立命館大学大学院経営管理研究科履修

規程」の第 2条 2項に「各学年において、履修科目として登録することができる単位数は、

36 単位を上限とする。ただし、1年修了コースの履修を認められた者については 58単位を

上限とする。」とし、1年間での修了の可能性を示している。 

 また、在学期間の短縮に関する手続きについては、入学試験の応募時点で申請を行わせ、

面接試験において、前提知識、入学前における履修科目、職務経歴などを客観的に把握し、

その学修・研究計画の見通しについて充分評価を行い、最終的に入学試験合否判定会議（教

授会）において審議・判定を行っている。 

 なお、入学前に早期履修制度による経営管理研究科での履修科目、もしくは入学試験合

否判定会議（教授会）においてシラバスなどを参考に、経営管理研究科の当該科目の履修

と同等以上の教育成果が認められる場合に、単位認定を判断した他研究科履修科目につい

て、単位認定を行うこととしているが、これまでに、これらの単位認定のみにより、在学

期間を短縮した事例はない。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-2 立命館大学専門職大学院学則 （P.1 第 6 条） 
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 資料 2-4-1 立命館大学大学院経営管理研究科履修規程 （P.1 第 2 条 2 項） 

 資料 2-6-1 2009 年度経営管理研究科入学試験要項（P.25 1 年修了について） 

 資料 2-5-1 1 年修了希望理由書（P.1） 

 

2-8 課程の修了認定や在学期間の短縮の基準および方法について、その適切性を検証する

仕組みが設定されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、修了認定、在学期間の短縮の認定ならびにその基準および方法の

については教授会において審議のうえ決定している。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-1-2 立命館大学大学院経営管理研究科教授会規程（P.1 第 4 条(3)） 

 

（教育課程の編成） 

 

2-9 専門職学位課程制度の目的ならびに当該経営系専門職大学院固有の目的を達成する

ためにふさわしい授業科目が開設されているか。 (「専門職」第６条 )  

 

＜現状の説明＞ 

１．教育課程の編成の基本的考え方 

経営管理研究科は、「高度な戦略眼と実践スキルを有する経営プロフェショナルの養成」

を人材養成像として、そのための高度専門職業人養成に相応しい教育を行っている。現代

の企業・組織における課題と動向を踏まえ、経営管理研究科が対象とする分野を「企業経

営分野」と「企業会計分野」の 2 分野とし、それぞれ「企業経営コース」、「企業会計コー
ス」として教育を行っている。 
「企業経営コース」では、ビジネスを創造し革新するグローバル経営人材の養成を目指し

ている。一方、「企業会計コース」では、高度な倫理観を有し企業価値を高める財務・会

計専門人材の養成を目指している。2コースが両翼として専門性を発揮しつつ、科目の相互
履修を可能にするなどの連携を図ることで、専門性と幅広い視野・知識を修得できるよう

カリキュラムを編成している。 
 

２．専門性を養成するプログラム科目群 

 プログラム科目群は、以下の 5 つの専門的な能力を形成するプログラムに区分して配置
している。 
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＜企業経営コース＞ 
① 創造人材プログラム 
企業における人材開発が個人のエンパワーメントを高める必要のあることを理解し

た人材や、企業の新規事業開発や起業を行ったり支援する人材の価値を高めるための

科目群である。 
② マーケティング・プログラム 
 顧客ニーズを把握し、顧客価値を高め、顧客満足を引き出すマネジメントを担う人材

の価値を高めるための科目群である。 
③ 国際経営プログラム 
企業経営のグローバル展開を担い、国際的なビジネスの現場で活躍する人材の価値を

高めるための科目群である。 
 

＜企業会計コース＞ 
④ アカウンティング・プログラム 
情報技術の進展と会計基準の高度化に対処し、国際市場で通用する会計人を養成す

る。特に、専門的能力と高い倫理感を備えた将来の公認会計士の育成を目指すための

科目群である。 
⑤ アカウンティング＆ファイナンス・プログラム 
国際的な会計基準を理解し、企業の戦略的財務を担う人材およびそれを支援する人

材の価値を高めるための科目群である。とりわけ、コンサルティング能力や企業のスタ

ッフ部門としての戦略的思考力や分析力を高める。 
 

履修モデルの例示（いかに 50 単位を履修するか） 

 

基礎・基幹科目 自プログラム科目/ 他プログラム科目
プ
ロ
グ
ラ
ム 

 

想定する 

人材像 

※ 経営学初学者に

は、MBA として基幹

科目全般の受講を勧

奨。 

※ 自プログラム科目の系統履修によ

って人材像に適した強みを形成する。

同時に、各自の課題に適したバランス

よい受講を勧奨。 

 

 

課題研究 

科目 

経営トップ 

 

 

12 単位以上：国際政

治経済・競争戦略・経

営財務・企業分析・経

営政策・技術経営管

理など 

自プログラム（10 単位以上）：人材戦

略・アントレプレナーシップ・特殊講義

「ドラッカー経営学」・特殊講義「松下と

経営哲学」・特殊講義「オーナーシッ

プ」・事業開発など／他プログラム：特

殊講義「戦略経営の実践」（朱雀）・中

国ビジネス・国際税務戦略など 

創造 

人材 

（大阪） 

人材 

マネジャー 

 

12 単位以上：組織と

個人・マーケティン

グ・競争戦略・経営財

務・企業分析・経営政

策など 

自プログラム（10 単位以上）：人材戦

略・人的資源管理・キャリア開発・コー

チング・特殊講義「松下と経営哲学」な

ど／他プログラム：リスクマネジメント・

ビジネス取引と法・ネゴシエーションと

プレゼンテーションなど 

8 単位必修：

課題研究Ⅰ・

課題研究Ⅱ・

課題研究論文
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マーケティ

ング 

（大阪） 

マーケッター 

12 単位以上：統計

学・マーケティング・

組織と個人・競争戦

略・企業分析・技術経

営管理など 

自プログラム（10 単位以上）：マーケテ

ィングリサーチ・市場戦略・ブランド戦

略・商品開発・営業戦略・顧客創造・フ

ィールドリサーチなど／他プログラム：

特殊講義「ドラッカー経営学」・ネゴシ

エーションとプレゼンテーションなど 

CFO 

 

 

12 単位以上：経営財

務・ファイナンス・競争

戦略・企業分析・経営

政策・アカウンティン

グなど 

自プログラム（1２単位以上）：企業ファ

イナンス・株式投資戦略・債券投資戦

略・管理会計・内部監査論・リスクマネ

ジメントなど／他プログラム：国際税務

戦略・ブランド戦略・特殊講義「戦略経

営の実際」（朱雀）など 

ファイナンス

＆ 

アカウンティ

ング 

（大阪） 

CFP 

12 単位以上：経営財

務・ファイナンス・競争

戦略・企業分析・経営

政策・アカウンティン

グなど 

自プログラム（1２単位以上）：租税法

Ⅰ・租税法Ⅱ・債券投資戦略・株式投

資戦略・リスクマネジメント・特殊講義

「パーソナルファイナンス」・特殊講義

「新時代の金融システム」など／ 

国際 

経営 

（朱雀） 

 

グローバル企

業勤務 

12 単位以上：経営

史・マーケティング・

組織と個人・競争戦

略・企業分析・経営政

策など 

自プログラム（10 単位以上）：国際ビジ

ネス・異文化ビジネス・特殊講義「戦略

経営の実際」・特殊講義「グローバル

企業経営」・ネゴシエーションとプレゼ

ンテーション・特殊講義「新興国ビジネ

ス」・国際マーケティングなど／他プロ

グラム：マーケティングリサーチ・特殊

講義「英文財務報告」など 

公認会計士 ８単位以上：簿記・経

営財務・経済学・ファ

イナンスなど 

自プログラム（２６単位以上）：上級簿

記・財務諸表Ⅰ・財務諸表Ⅱ・会計基

準Ⅰ・会計基準Ⅱ・監査論・会計職業

倫理・監査基準・監査ケーススタディ・

原価計算Ⅰ・原価計算Ⅱ・管理会計・

企業法Ⅰ・企業法Ⅱ・租税法Ⅰ・租税

法Ⅱなど／他プログラム：企業ファイナ

ンス・債券投資戦略など 

アカウンテ

ィング 

（朱雀） 

企業経理職 

 

８単位以上：簿記・ア

カウンティング・経営

財務・企業分析など 

自プログラム（２６単位以上）：財務諸

表Ⅰ・財務諸表Ⅱ・会計基準Ⅰ・会計

基準Ⅱ・英文財務報告・国際会計・財

務会計ケーススタディ・会計職業倫理・

管理会計・意思決定会計・管理会計ケ

ーススタディ・企業法Ⅰ・企業法Ⅱ・企

業法ケーススタディなど／他プログラ

ム：企業ファイナンス・債券投資戦略な

ど 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-4-1 立命館大学大学院経営管理研究科履修規程（P.1 第 2条、P2-3.別表） 

 資料 1-1-3 2009 年度履修要項（P.14-18 開講科目一覧） 

 

2-10 経営系分野の特性に応じた基本的な科目、広い視野や周辺領域の知識を涵養する科

目、基礎知識を展開発展させる科目、先端知識を学ぶ科目等が適切に配置され、か

つ、体系的に教育課程が編成されているか。 
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＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科のカリキュラムは、効率的・効果的な学習ができるよう、また、専門性

と幅広い知識をバランスよく修得できるよう配慮し、体系的に編成されている。具体的に

は、経営系分野の特性に応じた基本的な科目を「基礎科目群」、広い視野や周辺領域の知識

を涵養する科目、基礎知識を展開発展させる科目を「基幹科目群」、専門的力量を形成し、

先端知識を学ぶ科目を「プログラム科目群」、実践的な力量を形成する「課題研究・実務実

習科目群」として分類したうえ、適切に配置し、かつ、体系的に教育課程を編成している。 
 「科目群」は以下のように学生に明示し、学習する目的を明確にしている。 
① 基礎科目群（両コース共通） 
正課科目を受講する上で前提となる内容理解を図るものである。したがって、必要

に応じて履修する。 

② 基幹科目群（両コース共通） 
ビジネスパーソンに共通して必要とされる素養を身につける科目である。どのよう

な専門性を身につけてビジネス社会で活躍するにせよ必要とされるのは、ビジネスに

ついての基本的見方であり、考え方である。したがって、すべてのプログラム科目群

履修者が一定の割合で受講すべき科目群である。 
③ プログラム科目群 
それぞれの専門的な力量を形成する科目をプログラム化して配置する。学生は、自

らの興味・関心や修了後の進路希望等を踏まえて、履修するプログラムを選択する。 
④ 課題研究・実務実習科目群 
課題研究、インターンシップ、フィールドワークの３つがある。 
イ) 課題研究は、各人の研究テーマを深めるためのものであり、課題研究論文とし
てまとめていく。院生がビジネス上において具体的に解決すべきであると考え

ている課題や企業経営ないし企業会計上の課題を明らかにするものである。 
ロ) インターンシップは、学生が自らの専門分野や将来のキャリアに関連したイン
ターンシップを行うことにより、職業観や職業意識を高めること、実社会に適

合した問題発見・解決型の実践的な知識を習得すること、実務経験を通じて学

習目標をさらに明確化することを目的とする。インターンシップ実施前に目的

を明確化する指導・ガイダンスを行い、実施後にその結果をレポートとしてま

とめ事後指導を行う。職業経験を有しないかあるいは少ない学生が対象となる。 
ハ) フィールドワークは、講義科目等での学びがビジネスの現場でどのようになっ
ているかを調査し、理解することを目的とする。必要に応じてフィールドワー

ク先に提案を行うものである。 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-4-1 立命館大学大学院経営管理研究科履修規程（P1.第 2条） 
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 資料 1-1-3 2009 年度履修要項（P.14-18 開講科目一覧） 

 資料 1-1-5 大学院等の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由を記載した書類 

       （P.33 資料２ 経営管理研究科のカリキュラム） 

 

2-11 教育課程が、経営の実務に必要な専門的な知識、思考力、分析力、表現力等を修得

させるとともに高い倫理観および国際的視野を持つプロフェッショナルな人材を養

成する観点から適切に編成されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

経営管理研究科では、その理念・目的と関わった教育方法として、「プラカデミック・ア

プローチ」を重視しており、プラクティスとアカデミックを融合した「プラカデミック」（米

国では実務家教員比率の高さ指標を表現するものとして使用）を重視した教育を行ってい

る。そのため、第一線で活躍する企業人や専門家を実務家教員として多く採用し、実務的・

実践的な教育を展開している 
 教育手法としては、レクチャーやセミナーはもちろんのこと、ケーススタディやプロジ

ェクトスタディなど取り入れ、実践的で双方向型の授業を積極的に実践している。科目毎

の教育目標と教育内容に照らして、レクチャーを重視した手法やケース討論を重視した手

法を採用した。セミナーは学生の課題研究を進めるための手法であり、少人数による授業

を実施している。プロジェクトスタディは、実務実習科目や課題研究科目を中心に取り入

れ、特にフィールドワークでは、実習の中で集団的討議・検討を行い、一定の課題にソリ

ューションを与え、提案する授業を展開している。 
 また、高い倫理観および国際的視野を持つプロフェッショナルな人材を養成する観点か

ら、それぞれの科目において可能な限り、ビジネス活動における倫理観を醸成する目的で、

問題事例を取り上げることとし、国際標準や世界的動向などについて取り上げることを担

当教員全体で共有している。とりわけ、企業会計コースにおいては企業活動のグローバル

化や会計制度・基準の国際標準化について重点的に取り上げている。 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-5 大学院等の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由を記載した書類 

       （P.13. 教育方法の特色、P.34 資料８ 経営管理研究科の教育方法の特色） 

 

2-12 経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標に応じて、それぞれの分野の教育

課程が次に掲げるような事項を踏まえた内容になっているか。 

【ビジネス・技術経営分野】 

例えば、経営戦略、組織行動、ファイナンス、技術・生産管理、情報マネジメント

等に関する内容を扱う科目が適切に教育課程に盛り込まれているか。 
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【会計分野】 

例えば、財務会計、管理会計、監査等に関する内容を扱う科目が適切に教育課程に

盛り込まれているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科における人材養成目的および教育目標は、「企業経営分野」と「企業会計

分野」の 2 分野に大別したうえで、企業経営分野では、ビジネスを創造し革新するグロー
バル経営人材の養成を目指し、一方、企業会計分野では、高度な倫理観を有し企業価値を

高める財務・会計専門人材の養成を目指している。 
 そうした目的および教育目標に応じて、それぞれの教育課程では以下のようなプログラ

ム科目を配置し教育課程を編成している。 
 

履修モデルの例示（いかに 50 単位を履修するか） 

 

基礎・基幹科目 自プログラム科目/ 他プログラム科目
プ
ロ
グ
ラ
ム 

 

想定する 

人材像 

※ 経営学初学者に

は、MBA として基幹

科目全般の受講を勧

奨。 

※ 自プログラム科目の系統履修によ

って人材像に適した強みを形成する。

同時に、各自の課題に適したバランス

よい受講を勧奨。 

 

 

課題研究 

科目 

経営トップ 

 

 

12 単位以上：国際政

治経済・競争戦略・経

営財務・企業分析・経

営政策・技術経営管

理など 

自プログラム（10 単位以上）：人材戦

略・アントレプレナーシップ・特殊講義

「ドラッカー経営学」・特殊講義「松下と

経営哲学」・特殊講義「オーナーシッ

プ」・事業開発など／他プログラム：特

殊講義「戦略経営の実践」（朱雀）・中

国ビジネス・国際税務戦略など 
創造 

人材 

（大阪） 

人材 

マネジャー 

 

12 単位以上：組織と

個人・マーケティン

グ・競争戦略・経営財

務・企業分析・経営政

策など 

自プログラム（10 単位以上）：人材戦

略・人的資源管理・キャリア開発・コー

チング・特殊講義「松下と経営哲学」な

ど／他プログラム：リスクマネジメント・

ビジネス取引と法・ネゴシエーションと

プレゼンテーションなど 

 

マーケティ

ング 

（大阪） 

マーケッター 

12 単位以上：統計

学・マーケティング・

組織と個人・競争戦

略・企業分析・技術経

営管理など 

自プログラム（10 単位以上）：マーケテ

ィングリサーチ・市場戦略・ブランド戦

略・商品開発・営業戦略・顧客創造・フ

ィールドリサーチなど／他プログラム：

特殊講義「ドラッカー経営学」・ネゴシ

エーションとプレゼンテーションなど 

 

ファイナンス

＆ 

アカウンティ

ング 

（大阪） 

CFO 

 

 

12 単位以上：経営財

務・ファイナンス・競争

戦略・企業分析・経営

政策・アカウンティン

グなど 

自プログラム（1２単位以上）：企業ファ

イナンス・株式投資戦略・債券投資戦

略・管理会計・内部監査論・リスクマネ

ジメントなど／他プログラム：国際税務

戦略・ブランド戦略・特殊講義「戦略経

営の実際」（朱雀）など 

 

8 単位必修：

課題研究Ⅰ・

課題研究Ⅱ・

課題研究論文
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CFP 

12 単位以上：経営財

務・ファイナンス・競争

戦略・企業分析・経営

政策・アカウンティン

グなど 

自プログラム（1２単位以上）：租税法

Ⅰ・租税法Ⅱ・債券投資戦略・株式投

資戦略・リスクマネジメント・特殊講義

「パーソナルファイナンス」・特殊講義

「新時代の金融システム」など／ 

 

国際 

経営 

（朱雀） 

 

グローバル 

企業 勤務 

12 単位以上：経営

史・マーケティング・

組織と個人・競争戦

略・企業分析・経営政

策など 

自プログラム（10 単位以上）：国際ビジ

ネス・異文化ビジネス・特殊講義「戦略

経営の実際」・特殊講義「グローバル

企業経営」・ネゴシエーションとプレゼ

ンテーション・特殊講義「新興国ビジネ

ス」・国際マーケティングなど／他プロ

グラム：マーケティングリサーチ・特殊

講義「英文財務報告」など 

 

公認会計士 ８単位以上：簿記・経

営財務・経済学・ファ

イナンスなど 

自プログラム（２６単位以上）：上級簿

記・財務諸表Ⅰ・財務諸表Ⅱ・会計基

準Ⅰ・会計基準Ⅱ・監査論・会計職業

倫理・監査基準・監査ケーススタディ・

原価計算Ⅰ・原価計算Ⅱ・管理会計・

企業法Ⅰ・企業法Ⅱ・租税法Ⅰ・租税

法Ⅱなど／他プログラム：企業ファイナ

ンス・債券投資戦略など 

アカウンテ

ィング 

（朱雀） 

企業経理職 

 

８単位以上：簿記・ア

カウンティング・経営

財務・企業分析など 

自プログラム（２６単位以上）：財務諸

表Ⅰ・財務諸表Ⅱ・会計基準Ⅰ・会計

基準Ⅱ・英文財務報告・国際会計・財

務会計ケーススタディ・会計職業倫理・

管理会計・意思決定会計・管理会計ケ

ーススタディ・企業法Ⅰ・企業法Ⅱ・企

業法ケーススタディなど／他プログラ

ム：企業ファイナンス・債券投資戦略な

ど 

 
 以上のように、本学の使命・目的に照らした科目群を配置している。なお、評価基準に

例示されている科目分野に関する対応科目は、下表のように配置されている。 
 

表 例示科目への対応 

 例示科目 対応する本学の設置科目 
経営戦略 競争戦略、経営政策、特殊講義「戦略経営の実践」、市場戦略、

人材戦略、ネゴーシエーションとプレゼンテーション、 
組織行動 組織と個人、人的資源管理、人材戦略、キャリア開発、コー

チング 
ファイナンス ファイナンス、企業ファイナンス、経営財務、株式投資戦略、

債券投資戦略 
技術・生産管理 技術経営管理 

ビ
ジ
ネ
ス
・
技
術
経
営
分
野 

情報マネジメント なし 
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財務会計 上級簿記、財務諸表Ⅰ、財務諸表Ⅱ、会計基準Ⅰ、会計基準

Ⅱ、財務会計、財務会計ケーススタディ、国際会計、金融商

品会計、 
管理会計 原価計算Ⅰ、原価計算Ⅱ、管理会計、意思決定会計、管理会

計ケーススタディ 

会
計
分
野 

監査 監査論、会計職業倫理、監査基準、内部監査論、監査論ケー

ススタディ 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-1-5 経営管理研究科開講科目一覧（P1-5） 

 

2-13 学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社会からの要請等に対応した教育課程の編

成に配慮しているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科の設置認可申請にあたっては、企業に対するヒアリングなどを基に、学

生の多様なニーズ、学術の発展動向、社会からの要請等を把握したうえで、それらへの対

応を教育課程の編成に配慮した。 

日本のビジネス社会は、グローバル化と技術イノベーションの進展によって、1990年代
以降、大きく変動してきた。この潮流は今後とも進展し続けることが予想されており、ビ

ジネス社会での活躍が期待される人材像も変化してきている。 
従来の日本企業では、企業内教育を中心とした経営管理人材教育が行われ、MBAのよう

な専門的な教育を受けた人材はほとんど必要とされてこなかった。しかし、今日の企業経

営においては、上述のようなビジネス社会で活躍しうる専門的経営管理人材の育成が急務

となっており、大学院における高度専門職業人教育に対する期待が高まっている。こうし

た社会的なニーズの高まりを背景に、我が国においてもMBA教育を特色とする「ビジネス
スクール」が 1990年代後半から増加している。 
また、企業経営における会計情報の戦略的視点からの活用が重視されてきている。また、

経営活動のグローバル化が進む中、会計基準や監査基準の国際的な標準化も進展しており、

このような動きに対応できる会計分野における高度専門職業人のニーズが急速に高まって

いる。会計分野の高度専門職業人は、企業のみならず、政府、自治体その他の公的部門の

会計並びに監査の担い手として、様々な問題に対する専門知識や能力、情報技術への対応

力、論理的かつ倫理的な判断力などが要求され、このような総合的な力を備えた人材を養

成するためには、大学院レベルでの教育が必要となっている。 
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＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-5 立命館大学大学院経営管理研究科設置申請書 

                （P.3-7 １．設置の趣旨及び必要性） 

 資料 1-3-1 立命館大学経営管理研究科 開設シンポジウム 開催リスト 

                    「ビジネス発見、ビジネス創造」（P.1） 

 

（系統的・段階的履修） 

 

2-14 各年次にわたって授業科目をバランスよく履修させるため、学生が 1 年間または 1

学期間に履修登録できる単位数の上限が設定されているか。（「専門職」第 12 条） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、「立命館大学専門職大学院学則」の第 12 条に履修科目の登録の上

限について「研究科は、学生が 1 年間または 1 学期に履修科目として登録することができ

る単位数の上限を定めるものとする。」とし、合わせて「立命館大学大学院経営管理研究科

履修規程」の第 2条 2項に各学年において、「履修科目として登録することができる単位数

は、36 単位を上限とする。」と明記し配慮して設定している。 

 なお、経営管理研究科年間４期の開講期間とするクォーター制度を運用しており、受講

登録単位数の上限 36 単位は、科目数で言えば 18 科目であり、１履修期間でみると、平均

して 4.5 科目の受講となる。従って、十分な予習復習を行い授業に臨むことができるよう

配慮している。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-4-1 立命館大学大学院経営管理研究科履修規程（P.1 第 2条 2項） 

 資料 1-1-3 2009 年度履修要項（P.19 ２．履修登録） 

 

2-15 教育課程の編成においては、学生による履修が系統的・段階的に行えるよう適切に

配置されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、開講科目について配当年次を規定していない。これは、1年修了を

可能とするための配慮であり、通常の 2 年修了の学生に対しては、履修ガイダンスやアカ

デミック・アドバイザーの履修指導によって系統的段階的履修を指導している。 

 また、一方、系統的履修が必要な科目群においては、当該科目履修の前提となる科目の

開講期を前に配置するなど系統的履修を可能とする配慮を行っている。 
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＜根拠資料＞ 

 資料 2-3-1 2009 年度経営管理研究科開講科目時間割（P.1-2） 

 

2-16 授業科目の特徴、内容、履修形態、その履修のために要する学生の学習時間（教室

外の準備学習・復習を含む）等を考慮して、適切な単位が設定されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、授業科目の開発・設定にあたって、その特徴を踏まえ、内容およ

び履修形態を勘案し、必要な授業時間数と各回の内容を設計することによって、開講期間

と授業コマ数を決定し、適切な単位を設定している。なお、立命館大学の全学部・研究科

における授業期間、１コマあたりの授業時間、１単位あたりの総授業時間は文部科学省「大

学設置基準」の第 21 条から第 23 条までの規定に照らして適切に設定されており、休補講

の措置を含めて完全に履行できるよう、厳格に運用されている。 

 具体的にいえば、2単位の講義科目については、90分の授業を 2時間と見なし、15回以
上行っており、前後の予復習時間を含めて、大学設置基準の規定を満たしている。休講が

生じた場合は、必ず補講を行っている。また、2 単位の実習科目については、90 分の実習
を 2時間と見なし、30回以上の実習を行っており、前後の調査実習時間、事前説明会・事
後報告会を含めて、大学設置基準の規定を満たしている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 2-1-5 経営管理研究科開講科目一覧（P1-5） 

  資料 2-3-1 2009 年度経営管理研究科開講科目時間割（P.1-2） 

 

（理論教育と実務教育の架橋） 

 

2-17 理論教育と実務教育の架橋を図るために、カリキュラム編成、授業の内容、履修方

法等について工夫がなされているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、理論教育と実務教育の架橋を図るために、カリキュラム編成にお

いて、実践教育を中心とするプログラム科目群とその前提となる理論教育を行う基礎・基

幹科目群に開設科目を分類し、開講時期の設定や履修指導によって、理論教育と実務教育

の効果的な履修を可能にしている。 

 具体的な内容に立ち入って述べれば、次のようなカリキュラム編成をとっている。例え

ば、＜創造人材分野＞については、基幹科目の「組織と個人」「人的資源管理」といった当

該分野の基本理論に精通したうえで、「キャリア開発」「コーチング」「人材戦略」などとい
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った実践的技法も含むプログラム科目を受講して、応用展開能力を身につける。＜マーケ

ティング分野＞であれば、基幹科目「マーケティング」でコトラーの基本理論を修得した

上で、「ブランド戦略」「顧客創造」「市場戦略」などのプログラム科目を受講する。たとえ

ば、「顧客創造」では、現代の顧客像に照らした顧客創造のあり方を社会人受講者各自が従

事するビジネス分野で以下に展開するか、その応用方法を考えるといった授業を行う。＜

ファイナンス分野＞であれば、基幹科目の「経営財務」「ファイナンス」で基礎理論を学ん

だ上、プログラム科目である「株式投資戦略」では株価の推定を試みる等、応用的展開を

図る。このように、基礎・基幹科目では理論的アプローチにもとづいて授業展開を行うが、

こうした科目群は主にアカデミック教員が担う。他方、プログラム科目群が実践的応用的

アプローチから多彩な授業を行うが、その担い手には本学が多数擁する経験豊富かつ多様

なノウハウを有する実務家教員が担っている。本学では、このようなカリキュラム編成を、

「プラカデミック・アプローチ」と称して特色を出している。 
 また、客員教授による特殊講義は、おおむね実務・時代の先端を行く発想や知見を提供

しており、たとえば国際経営特殊講義「新興国ビジネス」はロシア・ビジネスの開拓者で

ある商社役員が担当しており、日本企業のロシア進出の生きたケースが授業で披歴される。

あるいは、創造人材特殊講義「経営と松下哲学」では松下幸之助氏と最も親交の篤かった

ひとりである前 PHP社長が担当し、松下哲学のリアリティを伝えている。このように、生
きた企業経営のエッセンスを直に共有できる授業を多数提供し、社会人受講生の明日のビ

ジネスに直接応用できる知見を与えるように配慮している。 
 他方、＜アカウンティング分野＞では、「財務諸表」「会計基準」「会計職業倫理」「租税

法」「企業法」等、科目名は標準的な名称の授業においても、現役の公認会計士・弁護士・

監査法人スタッフ等による授業を多数配置しており、法や基準それ自体を語りつつも会

計・監査実務の実際を講義にふんだんに織り交ぜ、理論と実践を統一した授業実践を行っ

ている。 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-5 大学院等の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由を記載した書類 

       （P.13. 教育方法の特色、P.33 資料２ 経営管理研究科のカリキュラム、 

        P.34 資料８ 経営管理研究科の教育方法の特色） 

 

2-18 職業倫理を養う授業科目が開設されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科において開設されている職業倫理を養う授業科目は、「企業経営コース」

では「ＣＳＲ（企業の社会的責任）」を開講し、「経営倫理、コンプライアンス、ＣＳ

Ｒ、リスクマネジメント、および内部統制について、構造的知見の修得、さらに、
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実践的課題把握力と課題解決力の練成をめざす。」ことを到達目標としており、「企

業会計コース」では「会計職業倫理」を開講し、「将来会計プロフェッションを目指すも

のとして、①現代社会における会計情報機能の位置付けが理解できること②その会計

情報に対する監査業務の独占権付与の見返りとしての基本的義務はどのようなもの

であるのかを認識すること③最後には「プロフェッション」の誇りに触れることによ

り自らの進路選択への強い動機付けを得ること。」を到達目標として職業倫理教育を

行っている。 

 また、各科目の事例においても社会的問題を扱うなど、ビジネスにおける職業倫理

の醸成に努めている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-2-1 経営管理研究科開講科目シラバス 

           （P.52 「ＣＳＲ（企業の社会的責任）」シラバス） 

 資料 2-2-1 経営管理研究科開講科目シラバス 

           （P.81 「会計職業倫理」シラバス） 

 

（導入教育と補習教育） 

 

2-19 多様な入学者に対応した導入教育が実施されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、多様な入学者に対応した導入教育として授業科目を開設している

わけではない。しかし、本研究科における教育指導上での特徴である「アカデミック・ア

ドバイザー」の教員が学生個人毎に学修指導を行うこととしている。これは、入学者の多

様性のみならず、学生個人の過去の学習暦や知識などに応じて、研究科開設科目の履修に

備えさせるものであり、導入教育から課題研究論文の執筆に至るまで、一人の教員が一環

して行うことで効果を発揮している。 

 なお、全学生を対象とした導入教育として、課外の「入学時オリエンテーション」や「情

報リテラシー講座」を実施している。 

 また、以上に言う「導入期」とは入学後のことである。入学前には、合格直後に、＜入

学前に何冊かお読みいただきたい書籍＞を例示し、この読了を奨励している。また、アカ

ウンティング分野への進学者には、簿記２級程度の実力を備えるべきことを奨励している。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 1-13-1 大学院入学前の課題について（P.1-4） 
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2-20 基礎学力の低い学生に対応した補習教育等の措置がとられているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、基本的に入学試験において研究科の教育課程に対応できない学生

については受け入れないこととしている。従って、基礎学力の低い学生に対応した補習教

育についても、正課・課外を問わず、授業科目は開設していない。しかし、導入期教育同

様に、「アカデミック・アドバイザー」の教員が学生個人毎に研究科の教育課程を履修する

うえで、不足しているという領域について学習指導を行うこととしている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 1-1-3 2009 年度履修要項 

         （P.19 １．履修登録とアカデミック・アドバイザー制度について） 

 

2-21 教育研究の国際化について、当該経営系専門職大学院内で方向性が明らかにされて

いるか。また、海外の大学との連携等、国際化を進めるための具体的なプログラム

は定められているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科において、現時点では、海外の大学との連携および国際化を進めるため

の具体的なプログラムは定められていない。むしろ、世界水準の企業経営と企業会計の内

容をいかに翻案して授業で伝えるのかについて、カリキュラム・教員編成で腐心している。

なぜなら、こんにち多くの社会人受講者は断片的な場合もあるが、日常のビジネスで多く

の国際化体験を有しているからである。だが、ストレートマスター（学部からの直接的な

進学者）については、国際化を体験的に修得させることも有意義である。 

そこで現在、米国シカゴにあるデポール大学MBAコースと連携して DMDP（Dual Master 
Degree Program）を開発中である。 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 8-3-1 経営管理研究科 2012 年度カリキュラム改革に向けた取り組みについて 

        （P.4 デュポール大学とのデュアル・ディグリープログラム） 

 資料 2-13-2 デポール大学ＭＢＡ資料 

 

2-22 海外の大学との連携等、国際化に関する取組みの実績はあるか。また、今後の具体

的な取組みの計画は定められているか。  

 

 



 30

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、現時点において海外の大学との連携等の実績は未だないものの、

米国のデポール大学と DMDP（Dual Master Degree Program）協定締結に向けて話し合いを

続けてきており、現在先方の最終合意確認を待っている。 

デポール大学（DePaul University）は米国イリノイ州シカゴの私立大学であり、そのビジ

ネススクール（The Charles H. Kellstadt Graduate School of Business）の社会人向け

パートタイム MBA プログラムは全米で高い評価を得ている。 

 本 DMDP は、海外留学を希望する学生および外資系企業や日系企業の海外拠点での勤務を

希望する学生のニーズに応えることを意図している。デポールで英語教育を受けることに

よる英語力の増強、更に米国および世界各国からデポールに学ぶ学生と交流することによ

って得られる異文化とのコミュニケーション能力の向上が期待できる。 

 具体的な DMDP の履修プログラムについては、協定締結時に最終確認する必要があるが、

現在までの話し合いの中で基本的に合意された内容としては、 

（１） 当初は本学から学生をデポールに送り出すことから始める。将来デポールの学生で

日本語による授業を理解し本学への留学を希望する者が現れた場合には、その受け

入れに向けて協議する。 

（２） 本学の学生でデポールへの留学を希望する者は、入学後の最初の半年間（2 学期）

は本学にて基礎科目の履修および留学に向けた準備を行い、その後 1 年間デポール

にて勉学し、所定の科目数（デポール卒業に必要な 18科目の半分にあたる 9科目）

を履修する。 

（３） 留学後の最後の半年間は再び本学に戻り、卒業のために必要な科目を履修し、課題

研究論文を提出する。そして本学卒業時にデポールからも修士号（MBA または MS）

を取得する。 

本 DMDP の導入時期については、デポールの最終合意確認が早急に得られるようであれば、

2011 年入学の学生から適用対象としたい。   

 

＜根拠資料＞ 

 資料 8-3-1 経営管理研究科 2012 年度カリキュラム改革に向けた取り組みについて 

        （P.4 デュポール大学とのデュアル・ディグリープログラム） 

 資料 2-13-2 デポール大学ＭＢＡ資料 

 

2-23 教育課程の編成や教育水準の設定のプロセスにおいて、教職員や学生のみならず、

ビジネス界その他の外部の意見・要望が適切に反映されているか。意見反映のため

の手続は明文化されているか。 
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＜現状の説明＞ 

 教育課程の編成や教育水準の設定のプロセスにおいて、ビジネス界その他の外部の意

見・要望を適切に反映させるべく、まず設置認可申請時に連続公開シンポジウムを開催し

た（＜根拠資料＞『ビジネス発見、ビジネス創造』を参照）。2005年 12月のシンポジウム
「異質の知を融合する経営 －顧客、価値、文化の創造－」においては、常盤文克氏（前・

花王会長）を招聘し、本学教員予定者とともに現代社会のイノベーションのあり様につい

て議論し、本学MBA教育におけるものづくりの知の融合において「米国流にならないよう
に」という貴重な示唆を受けた。また、2005 年 12 月のシンポジウム「グローバル時代の
会計プロフェッショナルの役割」においては、藤沼亜起氏（当時の日本公認会計士協会会

長）及び高原宏氏（武田薬品工業㈱経理部長：当時）から、「会計では世界は一つ」であり、

世界に通用する会計知識の教育を行うべく進言を受けた。さらに、2006年 1月のシンポジ
ウム「企業価値創造を推進する CFOの役割」では、藤田純孝氏（伊藤忠商事㈱副社長 CFO：
当時）、永井秀哉氏（りそな銀行取締役：当時）を招聘し、本学 MBA に対して「日本の企
業価値創造に向けた経営革命」を担うべきとの示唆を受けた。このようなビジネス界の英

知を授かり、これをもとに設置申請時のカリキュラム・教員編成を行った。 
 本研究科教員の多数は実務家教員として、専任教員就任後も実務界での企業経営・企業

会計実践を継続している。それゆえ研究科開設後は、FD活動等をつうじてビジネス界の変
化やニーズが常に議論に反映され、新規の特殊講義の開設やリレー講義（国際経営特殊講

義「戦略経営の実践」、あるいは各講義におけるゲスト講師の招聘などに反映されてきた。 
 たとえば、開設当初は韓国・中国を中心とする授業科目（「韓国ビジネス」「中国ビジネ

ス」）を開講していたが、「新興国ビジネス」として現在は対象国をロシアにフォーカスし

て、新興国ビジネスの授業展開を行っている。この例のように、各分野で常にビジネス界

の声やニーズを反映して、カリキュラムの微調整を行っている。 
 こうした特殊講義に関わらず、アカウンティング分野では、会社法・金融商品取引法の

抜本改定、内部統制の導入、会計基準のコンバージェンスないし IFRS（国際財務報告基準）
のアドプションなど次々と事態が展開し、その授業内容も日々変化を遂げている。科目名

称に変化はなくても、常にビジネス界の変化を取り入れている現状がある。 
 このように外部の意見・要望をカリキュラムや教育水準に適切に反映しているが、現在

のところはアドバイザリー・コミッティのような外部諮問機関は設置しておらず、その意

見反映のための手続きは明文化していない。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 8-3-1 経営管理研究科 2012 年度カリキュラム改革に向けた取り組みについて 

 資料 1-3-1 立命館大学経営管理研究科 開設シンポジウム 開催リスト 

                    「ビジネス発見、ビジネス創造」（P.1） 
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2-24 教育内容について特色ある取組みを行っている場合は、その取組みの趣旨・内容は、

当該経営系専門職大学院固有の使命・目的および教育目標の達成にとって有効なも

のとなっているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、「高度な戦略眼と実践スキルの修得」という教育目標の達成に向け、

上述のような特色のある取組みにおいては、現在進行形の経営諸問題に触れ、これに対し

て創造的な議論や問題解決に取り組む機会を提供している。これらの諸科目は、より基礎

的な科目で修得した理論やケース学習の成果を具体的に展開する場となっており、カリキ

ュラム全体として教育目標を達成するものとなっている。 

 なかでも、隔年で開講している「国際経営特殊講義（戦略経営の実践）」では、地元有力

企業等のトップ経営者を招聘して、その経営政策、経営意思決定、経営哲学を直に聴くこ

とができる機会を提供している。経営教育においてはケース討論や経営シミュレーション

等、経営実践から学ぶことが重要視されている。本講義は、現下のトップ経営者の経営実

践を直接に聴き、討論する機会を提供するものであり、本研究科の特色ある取組みの一つ

となっている。 

 経営実践を模擬体験させる教育方法として、インターンシップやフィールドスタディが

普及しているが、本研究科でもこれに取り組んでいる。とりわけフィールドスタディに関

しては、夏期集中として実務実習科目「フィールドスタディ」を開講している。同講義で

は、数日間東京都心に駐留して街頭調査を行うことによって、生活デザインの新しい変化

を発見して新しい市場コンセプトを創造する。これも、本研究科の特色ある取組みの一つ

である。 

 経営実践を模擬体験させる教育方法を取り入れているもう一つの科目は、マーケティン

グ特殊講義「ビジネスプランコンテスト」である。本講義では、消費財メーカーからリニ

ューアル課題を受託した特定商品について、当該メーカーから最新の市場調査資料の開示

を受けたうえ、革新商品の提案を受講生が競うというものである。提案づくりにおいては、

商品開発コンサルタント、パッケージデザインコンサルタント等による協力が得られ、受

講生は革新商品の提案をメーカー担当者によって審査される。これも、本研究科の特色あ

る取組みの一つである。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-2-4 特色ある取組み① 国際経営特殊講義「戦略経営の実践」 

             （トップ経営者リレー講義）2008 年度講師一覧、2006 年度講師一覧 

 資料 2-2-5 特色ある取組み② 実務実習科目「フィールドワーク」 

              2009 年度スケジュール表 

 資料 2-2-6 特色ある取組み③ マーケティング特殊講義「ビジネスプランコンテスト」 
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              2007～2009 年度のゲスト講師一覧 

 

2-25 取組みの成果について検証する仕組みが整備されているか。また、検証結果を取組

みのさらなる改善に結びつける仕組みが整備されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 2-24 で説明した特色ある取組みは、すべて自らの修得成果の総合性を試される授業であ
る。つまり、基幹科目をつうじて企業経営をとらえる理論的枠組みを得て、各プログラム

科目では個別専攻分野の応用科目を修得するが、自らの修得成果の総合的力量が形成され

て初めて、先述のような科目が効果的に修得できる。 
 特色ある取組み①のように、他社のトップマネジメントと直に接触し質問できる機会は

現役社会人学生にとっても必ずしも多くはない。そこで有意義な質問するには、企業経営

分野全般について一定の総合的理解が前提となる。同科目について、何よりもその効果を

検証できるのは、講師に招いたトップマネジメントから得られる講義の感想である。手ご

たえのある質問を受けたトップマネジメントは、質問の水準に応じた反応を示す。殆どボ

ランティアで来校されトップマネジメントは、本学の教育に対して忌憚のない意見をいう。

この点が、もっとも厳しい検証手段である。 
 特色ある取組み②は、自らの観察眼が育っていないと何も発見できないし、修得できる

ものも少ない。同様に、特色ある取組み③は、自らの発想力が育っていないと、有効な提

案ができない。いずれも、たんに知識を詰め込むだけでは太刀打ちできず、マーケッター

として実践に応用のきく総合力が試される。検証結果は、学生各自の調査報告や商品提案

に如実に表れる。 
 最終的には、授業改善アンケートで、これらの科目に対して示される高い満足度によっ

て、これらの取組みが成功的に行えたかどうかが明らかとなる。ビジネスの現実に直に触

れるこれらの科目においては、各自の到達点や力量に応じて修得するものに違いがあると

しても、自らに欠けているものが何かが自ずと明らかとなるため、おおよそ高い満足度を

示しているのである。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 2-11-3 経営管理研究科講義アンケート全体結果 

 
（２）教育方法等 

 

＜概要＞ 

経営管理研究科の理念と関わった教育方法として、「プラカデミック・アプローチ」を重

視する。プラクティスとアカデミックを融合した「プラカデミック」（米国では実務家教員
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比率の高さ指標を表現するものとして使用）を重視した教育を行う。そのため、第一線で

活躍する企業人や専門家を実務家教員として採用し、実務的・実践的な教育を展開する。 
教育手法としては、レクチャーやセミナーはもちろんのこと、ケーススタディやプロジ

ェクトスタディなど取り入れ、実践的で双方向型の授業を積極的に導入する。科目毎の教

育目標と教育内容に照らして、レクチャーを重視した手法やケース討論を重視した手法を

採用する。セミナーは学生の課題研究を進めるための手法であり、少人数による授業を実

施する。プロジェクトスタディは、実務実習科目や課題研究科目を中心に取り入れ、特に

フィールドワークでは、実習の中で集団的討議・検討を行い、一定の課題にソリューショ

ンを与え、提案する授業を展開する。 
こうした教育方法による授業の展開によって、激動する社会・経済環境、企業環境の中で

積極的に問題を発見し、かつそれを解決していくことができる人材を養成する。 
 

（授業の方法等） 

 

2-26 実践教育を充実させるため、講義、討論、演習、グループ学習、ケーススタディ、

ゲーム、シミュレーション、フィールド･スタディ、インターンシップ等、適切な

教育手法や授業形態が採用されているか。（「専門職」第 8条第 1項）（Ⅰ◎） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、実践教育を充実させるため多様な教育手法を用いた授業形態が採

用されている。例えば「企業会計コース」を例に取ると以下のような形態で実践教育を展

開している。 

 「企業会計コース」において、「事実に即して具体的な問題を解決していくために必要

な分析能力及び議論の能力，会計判断を関係当事者に正しく伝える能力その他の会計職業

人として必要な能力」を養成させるために採用している多様な手法・形態による教育は以

下のとおり。 

①教員陣の多数が経験豊富な職業経験を持つ公認会計士であり、授業において会計職業人

としての必要な理解や認識を提供できるようになっている。 

②ゲスト講師として、ＣＦＯ・企業経理部門、監査法人トップ、先端分野で働く会計士、

コンサルティング会社で働く会計士等、学生が自らの将来像を描くことができるような

ロールモデルを招くようにしており、ゲスト講師との討論・質疑などから、最新の実務

応用分野について深い洞察を得ることができている。 

③カリキュラム上は、財務会計ケーススタディ、管理会計ケーススタディ、監査ケースス

タディ、企業法ケーススタディがあり、これらの諸科目で事例を通じて問題を分析し、

判断する能力を培っている。 
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④会計大学院協会と日本公認会計士協会主催による監査法人インターンシップに、毎年派

遣を行っており、新日本監査法人、監査法人トーマツ、あらた監査法人で実績がある。 

⑤経営管理研究科の修了要件ともなっている、課題研究論文の執筆では、論文の執筆指導

を通じて、課題を論じる能力を培っている。 

⑥チームで問題解決やプレゼンテーションを行なう科目を数多く設けている。 

⑦アカウンティング・プログラムは主に朱雀キャンパスでの講義を受講しているが、社会

人院生向けのサテライトキャンパスであるアカデメイア＠大阪での授業を通じて、学部

卒学生と社会人学生の相互の交流により、会計人・職業人として必要な能力の育成を図

っている。 

 「企業経営コース」においても基本的には同様に、講義、討論、演習、グループ学習、

ケーススタディ、ゲーム、シミュレーション、フィールド･スタディ、インターンシップ等

の教育手法を科目の特性に応じて採用しており、教育効果をあげている。 

 「企業経営コース」では、一つの科目の中でも、多様な教育方法が併用されている場合

が多い。講義・討論・演習・グループ学習・ケーススタディ等の方法は、殆どすべての科

目において併用されている。 
 たとえば、基幹科目「企業分析」は、「マーケティング」「組織と個人」「競争戦略」「経

営財務」等の授業成果をもとに、第２クォーターにおいて学ぶ。まず、企業分析を行うに

あたって必要となる財務データの入手活用法について講義が行われる。次に、企業分析ケ

ースを読了して、これをもとにプレゼンターが報告し、討論を行う。そして、学生たちは 3
名程度のグループ編成を行い、各グループは注目すべき企業の分析を目指して課外で情報

収集を開始する。ゲスト講師として招かれたトップマネジメントや CFOに対して質問・ヒ
アリングを行い、その方法を訓練する。そして、夏期休暇中にグループとして多角的に当

該企業について分析及びヒアリングを行い、企業分析レポートを作成する。夏期休暇明け

には、企業分析コンテストが行われ、各グループの分析レポートを報告し、投資アナリス

ト等からコメントと評価を受ける。このように、一つの科目の中で、講義、討論、ケース

スタディ、グループ学習、ヒアリング、プレゼンテーション等の方法をつうじて、企業分

析方法を修得する。これは一例にすぎず、多くの科目がこのように多様な方法を取り入れ

ている。 
 特徴的な方法を採る授業を上げれば、例えば、「ネゴシエーションとプレゼンテーション」

では、ロールプレイイングというゲーミング手法を取り入れている。たとえば、＜北朝鮮

をめぐる 6 カ国会議＞といった素材をもとに、受講者が各国首脳の立場に立ってネゴシエ
ーションのロールプレイイングを行うといった方法論である。いかにして、異質のコミュ

ニケーション主体がネゴシエーションをつうじて合意形成を行うかといった点が、修得ポ

イントである。 
 フィールドスタディを取り入れた授業としては、すでに 2-24（特色ある取組み②）で解
説しているように、街頭調査を実習として行うものが特色ある授業方法である。 
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 インターンシップは、派遣先企業に応じた多様な方法で行われているので一概に説明で

きないが、特にビジネス経験を持たないストレートマスター（学部からの進学者）を対象

としたものは、当研究科とネットワークのある中小零細企業に派遣し、経営幹部に随行さ

せて当該企業の全体がとらえられるように工夫している場合が多い。トップマネジメント

の目線から、マーケティング、財務管理、人材マネジメント等の経営機能の位置づけを修

得できるからである。 
 
＜根拠資料＞ 

  資料 2-2-1 経営管理研究科開講科目シラバス 

           （P.2 「競争戦略」シラバス） 

  資料 2-2-1 経営管理研究科開講科目シラバス 

           （P.22 「ファイナンス」シラバス） 

  資料 2-2-1 経営管理研究科開講科目シラバス 

           （P.28 「市場戦略」シラバス） 

  資料 2-2-1 経営管理研究科開講科目シラバス 

           （P.57 「マーケティング特殊講義」シラバス） 

   
2-27 実践教育に関する授業の水準を適切に把握し、向上させていくための取組みが行わ

れているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 実践教育に関する授業の水準を適切に把握し、向上させていくために、経営管理研究科

では、学生による授業アンケートと教授会でのＦＤ活動によって取り組んでいる。 
 授業評価アンケートは年 2 回、全ての科目で実施しており、学生は理解度などの視点か
ら教育手法についても意見を記述できる様式となっており、各科目で全学生からアンケー

トを回収し、その内容を集約のうえ、教授会と同時開催されるＦＤ委員会においてその内

容を共有するなかで、授業の水準を的確に把握し、水準向上のための議論を行っている。

また、ゲストスピーカーなどを招聘した場合には、担当教員が授業終了後に意見交換を行

うことによって、授業水準向上に役立てている。 
 
＜根拠資料＞ 

 資料 2-11-2 授業評価アンケート様式（P.1-2） 

 資料 2-11-3 経営管理研究科講義アンケート全体結果（P.1-15） 

 資料 2-11-1 経営管理研究科ＦＤ委員会規程（P.1） 

 資料 2-11-2 ＦＤニュースレター（第 1号～第 7号） 
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2-28 多様なメディアを利用して遠隔授業を行う場合は、その教育効果が十分に期待でき

る専攻分野および授業科目をその対象としているか。（「専門職」第 8条第 2項） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、その人材養成の目的および教育目標に対して対面授業を重視して

おり、そのため、現段階では遠隔授業を実施しないことにしている。 
 
＜根拠資料＞ 

 資料なし 
 
2-29 通信教育によって授業を行う場合は、その教育効果が十分に期待できる専攻分野お

よび授業科目をその対象としているか。（「専門職」第 9条） 

 

＜現状の説明＞ 

  経営管理研究科では、その人材養成の目的および教育目標に対して対面授業を重視し

ており、そのため、現段階では通信教育を実施しないことにしている。 
 
＜根拠資料＞ 

 資料なし 
 
2-30 授業のクラスサイズは、授業の内容、授業の方法および施設・設備その他の教育上

の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられる適切な人数となっているか。

（「専門職」第 7条） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科の授業クラスサイズは、企業経営コースおよび企業会計コースの各プロ

グラムにおいて、15 名～30 名を目処として毎年の入学者数を設定している。各クラスの規

模は、この入学者数によって決まり、計算上は各クラスとも少人数での授業が行われる制

度設計になっている。もっとも、これは全員が均等に受講科目を選択するという前提での

クラス規模を示すものであり、たとえば 2008 年度の受講状況を見ると、最小規模クラス２

名～最大規模クラス２６名、とクラス規模にはバラツキがあるが、最大規模でも２６名で

あり、行き届いた指導ができる水準におさまっているといえる。 

 
＜根拠資料＞ 

 資料 2-2-2 2008 年度プログラム別受講生数一覧（P.1-2） 
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2-31 個別的指導が必要な授業科目については、それに相応しい学生数が設定されている

か。（「専門職」第 7条） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科において個別的指導を行っている科目は「課題研究（論文）」であり、課

題の設定から調査・分析・論点整理・必要知識の学習・論文執筆指導に至るまで丁寧な指

導を行っている。従って、一人の教員が多くの学生の指導を行うのは教育効果が損なわれ

るため、可能な限り専任教員で均等に割り当てることにしており、この科目の 2008年度実
績では教員一人あたり 1名～5名の学生を指導している。 
 
＜根拠資料＞ 

 資料 2-2-3 課題研究担当教員一覧（P.1-2） 

 
2-32 教育課程の編成の趣旨に沿って、毎回の授業の具体的な内容･方法、使用教材、履

修要件および一年間の授業日程等が明示されたシラバスが作成されているか。（「専

門職」第 10 条第 1項） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、文部科学省「専門職大学院設置基準」第 10条第 1項に規程された

授業の方法及び内容、一年間の授業の計画について全ての科目であらかじめ明示している。

全ての開講科目においてシラバスが作成され、学生向けのＷｅｂサイトで自由に閲覧が可

能になっている。シラバスの内容は科目概要、到達目標、毎回の具体的な授業内容、方法、

使用教材、参考資料、成績評価の方法と基準などが明記されており、1年間の授業日程につ
いては学年暦として、Ｗｅｂサイトで自由に閲覧が可能になっている。 
 

＜根拠資料＞ 

  資料 2-2-1 経営管理研究科開講科目シラバス（P.1-129） 

 
2-33 授業時間帯や時間割等は学生の履修に配慮して作成されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 授業時間帯や時間割の編成にあたっては学生が事前事後の学習を含めて効果的な履修を

可能とするため適切な配慮が行われている。 

 年間時間割と全科目のシラバスについて年度の初めに提示されており、学生は年間を通

じた履修計画をたてることができる。本研究科の時間割は、3時間×８週間を単位として年

間４シーズンに分かれているが、各シーズンで計画変更が容易にできるようになっている。
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また、１シーズンに履修する科目は３～５科目であり、集中してそれらの予復習ができる

仕組みになっている。時間割上は午前９時～午後４時の間に全科目が配置され、午後４時

以降は予復習に充てられるようになっている。 

 また、社会人学生を対象に授業を行っているアカデメイア＠大阪では、平日は午後 6 時

30 分から午後 9時 30 分までの２コマを配置し、その他、土曜日と日曜日の午前９時～午後

４時の間に配置している。 

 なお、シラバス以外にも、各科目の授業に際しては詳細な授業用資料が配布され、学生

はこれにもとづいて予復習ができるように配慮されている。 

 一方、集中講義は夏期休暇中に「インターンシップ」「フィールドワーク」のみを開港

しており、事前研修・事後報告会を行い、レポート提出期間を考慮するなど、予習復習の

時間を充分に与えるよう、配慮している。 

 
＜根拠資料＞ 

 資料 2-3-1 2009 年度授業時間割（P.1-2） 

 

2-34  授業はシラバスに従って適切に実施されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、授業評価アンケートを全ての開講科目で行っており、アンケートの質問項

目に「詳細シラバスは、受講登録する際の参考になった」という項目を設けて、シラバスの内容の妥

当性を評価し、「講義運営は体系的に進められ、適切であった」という項目でシラバスに基づく体系

的な講義運営の適切性を問うている。また、自由記述欄にもシラバスに関わる指摘事項を記述でき

るが、これまでのアンケート結果からは概ね適切に運営できていると考える。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-11-2 授業評価アンケート様式（P.1-2） 

 資料 2-11-3 経営管理研究科講義アンケート全体結果（P.1-15） 

 
2-35 経営系専門職大学院の目的に応じた成績評価、単位認定の基準および方法が策定さ

れ、学生に対してシラバス等を通じてあらかじめ明示されているか。（「専門職」第

10 条第 2項） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、成績評価の基準は「履修要項」に、成績評価の方法は各科目の「シ

ラバス」に明記している。成績評価の基準および方法については、入学後のオリエンテー

ションや履修要項に記載し、履修ガイダンスにおいて学生に周知している。 
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 また、成績評価について疑問がある場合には、異議を申し立てる手続を措置していおり、

FD委員会等で科目ごとの成績評価を概観し、問題点を抽出している。問題点については、

教授会で議論するとともに各教員に改善を要請している。  

 セメスターごとに成績発表・履修ガイダンスで、個人ごとにＧＰＡを記載した成績通知

表を交付し、到達度を確認できるようにしている。 

 成績評価の認定方法等については、客観性、公平性および厳格性を確保し、評価基準を

あらかじめ学生に明示することを基本としており、FD 委員会において全体的に評価し、科

目間や担当者間の採点分布に関するデータを関係教員の間で共有することに努めている。 

成績評価は、多くの科目で検証テスト（小テスト）を中心に行う。さらに、レポート試

験や日常点評価などでも評価している。 

成績評価は、科目担当教員が行い、客観性および厳格性を確保するため、筆記試験、口

述試験または提出論文、日常の授業への取り組みとその成果等の評価基準をあらかじめ学

生に明示した上で、素点による評価を行う。すなわち、100 点満点中、概ね 90 点以上を A＋、

80～89 点を A、70～79 点を B、60～69 点を C、60 点未満を Fと評価する。A＋、A、B、C を

合格とし、所定の単位を認定する。 

なお、各科目のシラバスには、平常点評価 100 点満点のうち、授業参加・レポート・検
証テスト等の評価手法と評点配分が示されており、学生はこれにもとづく評価を受ける。 

課題研究論文の審査については、主査と副査で審査し、50 分程度の口頭試問を行う。こ

の場合、指導教員は副査を担当し、主査の教員が主導する。 

 
＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-3 2009 年度履修要項（P.10-11 Ⅲ．成績評価について） 

 資料 2-2-1 経営管理研究科開講科目シラバス（P.1-129） 

 
2-36 明示された基準および方法に基づいて成績評価、単位認定が統一的な方法で公正か

つ厳格に行われているか。（「専門職」第 10 条第 2項） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、教員に対して成績評価に関する資料を毎年配布し、統一的な方法

によって、厳格な成績評価・単位認定が行われるよう周知している。また、成績分布など

を研究科執行部の教員が監視しており、問題がある場合には研究科長から当該教員に改善

のための指示・注意がなされるようにしている。従って、文部科学省「専門職大学院設置

基準」第 10 条第 2項に規程された成績評価基準の明示等に関して、客観性及び厳格性を確

保するために 2-35 で示したとおり、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、

当該基準にしたがって適切に行っている。 
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＜根拠資料＞ 

 資料 2-10-3 採点報告表について（P.1-2） 

 資料 2-9-1 成績分布表（P.1-5） 

 
2-37 学修の成果に対する評価、単位認定において、評価の公正性および厳格性を担保す

るために、成績評価に関する学生からのクレームに対応するなど、適切な仕組みが

導入されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 学修の成果に対する評価、単位認定において、評価の公正性および厳格性を担保するた

めに、成績評価に関する学生からのクレームの対応策として、立命館大学では、全学の学

部・研究科において成績評価の疑義照会制度を運用しており、経営管理研究科においても、

成績発表後一定期間内において、学生が評価された成績に疑義のある場合は、書面で成績

の疑義照会を受け付け、当該教員が調査のうえ、間違いがあった場合には成績評価の修正

を行っている。なお、成績評価疑義照会制度については履修ガイダンスで告知し、成績通

知表に記載し、学生に周知している。 
 
＜根拠資料＞ 

 資料 2-10-1 成績疑義等調査申込書（P.1） 

 資料 2-10-2 成績通知表（P.1） 

 
2-38 学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位や当該経営系

専門職大学院に入学前に修得した単位を、当該経営系専門職大学院で修得した単位

として認定する場合、教育上有益と認められ、かつ、その認定が法令上の基準の下

に、当該経営系専門職大学院の教育水準および教育課程としての一体性を損なわな

いよう十分に留意した方法で行われているか。（「専門職」第 13 条、第 14条） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、教学上有益と認められる場合には、入学前に本研究科において習

得した単位（科目等履修生として習得した単位を含む）を、修了に必要な単位として認定

する場合がある。また、教学上有益と認められる場合には、入学前に本学他の研究科及び

他大学大学院（外国の大学院を含む）において習得した単位（科目等履修生として習得し

た単位を含む）についても、修了に必要な単位として認定する場合があり、過去の実績は

以下のとおりである。 
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過去の認定実績 

 2007年度 2008年度 合計 

人数（名） 3 5 8

認定数（科目） 5 13 18

 

 また、立命館大学の他の研究科及び他大学大学院（外国の大学院を含む）で習得した単

位を修了に必要な単位とした認定する場合があり、その場合、単位の認定方法は、修得科

目名および科目内容がわかるシラバスなどを添付した書類にもとづき、研究科教授会にお

いて個々の科目ごとに審査を行っている。なお、認定手続きは、副研究科長と科目担当者

と協議の上、教授会の議を経て認定することとしている。 

 実質的に経営管理研究科における入学前習得科目の単位認定は、主要には本研究科の入

学前履修によるものを認定するものであり、当然のことながら、本研究科の教育水準およ

び教育課程としての一体性を損なわないものである。従って、文部科学省「専門職大学院

設置基準」第13条、第14条における定めを遵守していると判断する。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-13-1 大学院入学前の課題について 

 
2-39 入学前における学生の多様なバックグランドや職業観に配慮するなど、個々の学生

のキャリアに応じた履修指導が行われているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、入学直後のオリエンテーションからそれぞれの学生にアカデミッ

ク・アドバイザーの教員がアサインされ、将来の志望進路を想定しつつ、入学前における

学生の多様なバックグラウンドや職業観に配慮しつつ、適切な履修指導を行っている。 
 とりわけ、企業会計コースのアカウンティングプログラム受講者は、難関国家試験を前

提とする公認会計士を職業として選択する者と企業経理・財務職を志向する者とが未分化

であり、個々人の経歴や適性に即したきめ細やかな指導が必要であり、＜根拠資料＞に示

すようなアドバイザー・シートを特に用意している。 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-1-2 アカデミック・アドバイザー面接用シート 

 
2-40 入学時のオリエンテーションやオフィス・アワーを設定するなど、教員による履修指導

や学習相談体制が整備され、学生への学習支援が組織的、効果的に行われている

か。 
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＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では以下のとおり教員による履修指導や学習相談体制を整備し、学生へ

の学生支援を組織的かつ効果的に行っている。 
① 入学時のオリエンテーション 
 入学時のオリエンテーションとして、就学ガイダンス（研究科での学修についてのガイ

ダンス）、履修ガイダンス（受講登録等の手続に関わるガイダンス）、情報リテラシーガ

イダンス（オンラインデータベース等の利用についてのガイダンス）、図書館ガイダンス

等の各種ガイダンスを実施している。また、それぞれの学生にアカデミック・アドバイザ

ーとして教員が履修について個人面談を行なっている。このアカデミック・アドバイザー

面談のなかで、研究指導教員を院生に紹介し、その後当該教員との面接を経て、研究指導

教員を決定します。事実上１回生の秋には研究指導教員が確定し、論文（課題研究論文）

指導が開始される。 

② 履修指導・学習相談 

 前述のとおり、入学直後には個々の学生にアカデミック・アドバイザー教員が割り当て

られ、入学前の学習内容や将来の進路を踏まえて、履修指導・学習相談を行なっている。

その後、研究指導教員が決定してからは、原則として研究指導教員が学習相談・助言にあ

たっている。また、プロフェッショナルスクール事務室窓口においても、履修相談や学習

相談を受け付け、研究指導担当教員や副研究科長、研究科長に引継ぎを行なう体制を整備

している。 

③ 学生の教員に対する相談機会の提供 

 経営管理研究科ではオフィスアワーを設定していないが、各教員の多くは３～４クオー

ターにわたり科目を担当しており、各授業終了後に時間を取って質問への対応を行なって

いる。また、教員個々の電子メールアドレスを学生に開示しており、電子メールで質問に

答える体制を整備している。 

④ 学生に対する相談・助言を有効に機能させるための施設・環境整備 

 相談、助言を有効に機能させるために、本研究科では各教員に個人研究室を一人 1 室な

いしは、2人 1室の基準で貸与している。経営学部との兼務教員については、共同研究室

を整備し、学習相談・助言ならびに研究指導が行なえる施設を整備している。さらに、研

究科事務局のプロフェッショナルスクール事務室では、経営管理研究科担当の専任職員を

３名（うち事務長１名は他研究科担当と兼務）、契約職員を２名、派遣職員を１名窓口に

配置している。 

以上、アカデミック・アドバイザーの制度を核とし、多様な環境整備、取り組みによって、

教員による履修指導や学習相談体制が整備され、学生への学習支援が組織的、効果的に行

われていると判断する。 
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＜根拠資料＞ 

 資料 2-1-1 入学オリエンテーション資料 

 資料 2-1-2 アカデミック・アドバイザー面接シート 

 資料 2-8-1 学生相談記録(個人面談シート） 
 
2-41 試験やレポート評価の結果について適切なフィードバックが組織的に行われてい

るか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、統一的ではないが、個々の教員の判断により試験やレポート評価

の結果についてフィードバックを行っている。しかし、経営管理研究科として方針を持っ

て全教員に試験やレポートの結果についてフィードバックを行っているわけでは無いため、

組織的に行われているとは言えない。 
 

＜根拠資料＞ 

  資料なし 
 
2-42 通信教育や多様なメディアを通じた教育を行う場合には、そのための学習支援、教

育相談が適切に行われているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、通信教育や多様なメディアを通じた教育は行っていない。 
 
＜根拠資料＞ 

  資料なし 
 
2-43 アカデミック・アドバイザーやティーチング・アシスタント等による学習相談体制

が整備され、学生への学習支援が適切に行われているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、アカデミック・アドバイザーの制度を履修指導・学習相談体制の

柱として位置づけ、2-40 で詳しく示したように、学生への学習支援の根幹となり、適切に
行われ、効果を発揮している。 
 ティーチング・アシスタント制度については、立命館大学では全学的な制度として運用

され、経営管理研究科においても、この制度を活用することができるが、主に大規模講義

や実験・演習課目における指導補助の役割を担わせることとしており、経営管理研究科で
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は該当する科目が無いため、運用していない。 
 
＜根拠資料＞ 

 資料 2-1-2 アカデミックアドバイザー資料 

 
2-44 インターンシップ等を実施する場合、守秘義務に関する仕組みが規程等で明文化さ

れ、かつ、適切な指導が行われているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、立命館大学の全学方針に従ってインターンシップを実施しており、

守秘義務など就業上の遵守事項などについて契約書に明記するとともに、学生に対して、

その内容について周知徹底し、事前研修、事後報告を合わせて適切な指導を行い、所定の

条件を満たせば、単位認定を行っている。 
 また、立命館大学では、インターンシップを実施する場合、受け入れ先の企業や組織と

の間で協定ないしは覚書を締結することとしており、守秘義務など就業上の遵守事項など

について明記している。契約書の内容については法務コンプライアンス室でチェックを行

い、受け入れ先の法務部門と協議のうえ、締結している。また、送り出す学生に対しては

事前の研修を行い、その内容について周知徹底し、一定の指導を行っており、事後の報告

会を通じて、総括と今後の改善課題の議論を行っている。 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-6-1 経営大学院インターンシップ資料（P.1-3） 

 資料 2-6-2 インターンシップ・プログラム研修書類（P.1-3） 
 
2-45 経営系専門職大学院の授業の内容および方法の改善と教員の資質向上を図るため

に、組織的な研修および研究を継続的かつ効果的に行う体制（ＦＤ体制）が整備さ

れ、かつ、適切に実施されているか。（「専門職」第 11条） 
 

＜現状の説明＞ 

  経営管理研究科では、授業の内容および方法の改善と教員の資質向上を図るために、

組織的な研修および研究を継続的かつ効果的に行う体制として、教授会構成員によるＦＤ

委員会を組織し、ＦＤ活動を行い、その活動内容をニューズレターとして公表している。 

 ＦＤ委員会は、研究科の教育内容・方法の改善のために定期的に教授会開催に合わせて

委員会を開催し、研修・研究の機会の提供、学内外の経験・情報交流、教育内容・方法・

教示の問題点や改善点などについて議論している。（2008年度は６回開催） 

また、外部講師を招聘しての研修会も開催している。例えば、2008年7月5日（土） 夏
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目達也教授（名古屋大学高等教育研究センター）をお招きし、研修会（テーマ「授業改善

のためのツールの開発と活用ープロフェッショナル・スクールの授業改善へのヒント」）

を行なった。また、立命館大学の「大学教育開発・支援センター」と協同し、教育システ

ムの開発と推進を図っており、2008年2月10日（日）に木野茂教授（立命館大学教育開発・

支援センター）による研修会（テーマ「よりよい授業をするために」）を実施したことは

その一例である。 

 なお、活動の成果を「ＦＤ委員会ニューズレター」として全構成員に公表しており、Ｆ

Ｄ委員会ニューズレターは現在まで第 4号を発行しています。 

 
＜根拠資料＞ 

 資料 2-11-2 ＦＤニュースレター（第 1号～第 7号） 

 
2-46 学生による授業評価が組織的に実施され、その結果が公表されているか。また、授

業評価の結果を教育の改善につなげる仕組みが整備されているか。さらに、こうし

た仕組みが教育の改善に有効に機能しているか。 
 

＜現状の説明＞ 

経営管理研究科では、開設第1年度の後期より、すべての授業において「授業評価アンケ

ート」を実施し、結果を担当教員に報告するとともに、学期（クォ－ター）ごとにまとめ

たものをＦＤ委員会における討議資料として活用している。 

また、2007年度後期からは「アンケート結果」に対するコメントの提出を担当教員に求

めており、2008年度からは、「アンケート結果」「担当教員のコメント」「科目ごとの成

績評価分布」を公表している。 

 

 2008年度授業評価アンケート結果は、以下のとおりです。 

 

2008年度授業評価アンケート結果一覧 

質問

区分 

質問

番号 

 

質問 

１Q 

（４～５月）

２Q 

（6～7月）

３Q 

（ 10～ 1 1月 ）

４Q 

（12～ 1月）

A-1 この講義によく出席し、集中して受

講した 

 6.11  6.24 6.03 6.15 

A-2 この講義の予習復習を十分に行っ

た 

 5.20  5.46  5.18  5.51 

回
答
者
自
身
に
関
わ
る

質
問

A-3 詳細シラバスが受講登録する際の

参考になった 

 5.63  5.94  5.64  5.86 
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B-1 講義運営は体系的に進められ適切

であった 

6.10 6.23  5.95  6.19 

B-2 テキストや教材は適切であった 6.08  6.22  5.94  6.19 

B-3 レポートやプレゼン等の課題の質

と量は適切であった 

5.90  6.07  5.86  6.16 

B-4 教員はわかりやすく明瞭な話し方

をしていた 

6.17 6.32  6.00  6.28 

B-5 教員は受講者のやる気や気づきを

引き出す講義を行った 

6.16  6.25  5.99  6.28 

B-6 この講義であなたの理解が深まリ、

能力が向上した 

6.17  6.32  6.03  6.26 

授
業
及
び
教
員
に
関
わ
る
質
問 

B-7 この講義に全体として満足してい

る 

6.20  6.40  6.08  6.28 

（7：強くそう思う、６：そう思う、５：まあそう思う、４：どちらともいえない、３：あまりそう思わない、２：そう思わない1：全くそう思わない) 

 

上記「アンケート結果」に見るように、院生は高い満足度を示しており、2007年度結果

と2008年度結果の比較を行なったが、すべての項目において改善が見られ、ＦＤ活動等の

成果が表れていると考える。 

 
＜点検・評価＞ 

 経営管理研究科では、現状説明に示したとおり、学生による授業評価が組織的に実施さ

れ、その結果を公表している。また、授業評価の結果をＦＤ委員会における審議資料とし

て活用され、教育の改善につなげる仕組みを整備している。さらに、経年変化の考察によ

り、こうした仕組みが教育の改善に有効に機能していると判断する。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-11-2 授業評価アンケート様式（P.1-2） 

 資料 2-11-3 経営管理研究科講義アンケート全体結果（P.1-15） 

 
2-47 ＦＤ活動に学生や教職員の意見・要望が反映されているか。 
 

＜現状の説明＞ 

 学生や教職員の意見・要望の把握は多様なルートを通して行われているが、大づかみに

示すと次の 4 通りがある。①入学年度当初は学生とアカデミック・アドバイザーとの個人
面談をつうじて、入学前の期待と入学後の感想について一定のギャップが明らかとなる。

②個々の授業運営のあり様については各科目の授業改善アンケートをつうじて、各教員の
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目標と学生の到達点とのギャップについて明らかとなる。③教授会・FD活動において、各
教員の授業を提供する立場からの学生の特徴と指導の困難点について明らかとなる。④各

年度終盤においては、後述のように、院生連絡協議会をつうじて集約される院生側の組織

的要望から、研究科全体の改善方法が明らかとなる。 
 ここではまず、アカデミック・アドバイザーとしての学生指導について説明する。アド

バイザー活動において主に遭遇するのは、次の3点である。第1は、入学前と入学後のギャ
ップである。社会人にしてもストレートマスターにしても学部教育の延長上に大学院教育

を想定していることが多いのであるが、大学院教育では授業準備・授業参加が求められる

ため自己管理及び時間管理が厳しく問われる。とくに社会人学生からは予想を上回る充実

感を覚えるとの声が聴かれるが、その場合でも仕事との両立の厳しさから当初は消化不良

感にとらわれ易い。ストレートマスターの学生は、授業内容について消化不良を感じてい

る場合が多い。第2は、課題研究論文の作成とも関わるが、自らの研究テーマを持つという
ことの大変さである。たとえビジネス経験のある社会人学生であっても、自らの問題意識

をいったいどのように整理すればよいのか、どのような領域のどのような理論的枠組にお

いて論じればよいのか、これを見つけるのは容易ではない。第3は、ストレートマスターの
場合に顕著であるが、自らのキャリア形成の展望と課題研究との関わりを見出しておく必

要があるが、なかなか焦点を絞り切れないことが多い。このようにアドバイザー活動にお

いては、学生の入学動機の根底にあるものを引き出し、当研究科での大学院生活を自らの

キャリア形成の跳躍台と位置付けることができるように、各自の声を聴きつつその望むと

ころへと正しく導く必要がある。このようにアカデミック・アドバイザーは、キャリア形

成および課題研究テーマの構想にフォーカスしつつ新入学の院生と面談し、今後の履修計

画や公認会計士を目指す者については受験計画との両立などについて相談に乗る（この役

割は、初年度の後期以降は課題研究の指導教員に引き継がれる）。 

 立命館大学では学生の学習する権利を尊重し、学習者の視点で教育内容の改善を図る取

り組みを重要視しており、全学部・研究科の自治組織と学部・研究科の執行部が教育の質

的向上のため協議する場を必ず設けている。 

 経営管理研究科においても、毎年度大学院学生の自治組織である経営管理研究科院生連

合協議会との研究科懇談会を実施し、大学院生の要望や意見について意見交換を行なって

いる。 

 この懇談会の院生からの要望によって、新たな授業科目を新設し、授業内容の充実をは

かったり、授業時間が重複し履修できない科目について時間割配置上の配慮をおこなうな

ど、これら院生の目線に立った具体的な改善措置も講じてきている。 

 また、経営管理研究科の管理運営の支援を行う職員も教授会やＦＤ委員会に出席し、発

言の機会を得ており、学生や教職員の意見・要望が反映されている。 
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＜根拠資料＞ 

 資料 8-3-3 院生・経営管理研究科院事務折衝報告 

 
2-48 ＦＤ活動や自己点検・評価等が、個々の教員の教育内容、授業運営方法、教材等に

反映されるなど教育内容・方法の改善に有効に機能しているか。また、反映の状況

を把握する措置がとられているか。 
 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、ＦＤ活動や自己点検・評価等が、個々の教員の教育内容、授業運

営方法、教材等に反映されるなど教育内容・方法の改善に有効に機能させるため、教授会

とＦＤ委員会を一体的かつ機動的に運用している。これにより、前述した「授業評価アン

ケート」「経営管理研究科院生連合懇談会」をはじめとして学生の意見・要望を充分共有

するなかで、それを基にカリキュラム改革や授業改善の議論を教授会において、短いサイ

クルとして進めることを可能にしている。また、反映の状況についても恒常的に監視し把

握することができる。 

 

＜点検・評価＞ 

 経営管理研究科では、教授会とＦＤ委員会を一体的かつ機動的に運用することによって、

ＦＤ活動や自己点検・評価等が、個々の教員の教育内容、授業運営方法、教材等に反映さ

れるなど教育内容・方法の改善に有効に機能させている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-11-2 授業評価アンケート様式（P.1-2） 

 資料 2-11-3 経営管理研究科講義アンケート全体結果（P.1-15） 

 資料 8-3-3 院生・経営管理研究科院事務折衝報告 
 

2-49 学生の修学等の状況や各教員の授業内容、指導方法、さらには教育研究の質向上の

ための自主的取組みの実施状況、成果、問題点等が大学院内、学内、関係者間で適

切に情報共有され、それが更なる改善に結びついているか。 
 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、「履修登録資料」など学生の修学状況を把握する資料や「シラバス」

など各教員の授業内容、指導方法を把握する資料のほか、前述した「授業評価アンケート」

「経営管理研究科院生連合懇談会」の詳細内容を全て教授会で共有し、教育研究の質向上

のための自主的取組みの実施状況などは逐次ＦＤ委員会で共有しているため、成果、問題

点等が研究科内で適切に情報共有され、教授会において即座に改善・改革の議論に結びつ
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けることを可能にしている。また、研究科長・副研究科長を中心とした研究科執行部の教

員が問題点の発生をチェックし、個々の教員や教授会での改善指導を行っている。 

 また、立命館大学では全学の全ての学部・研究科が自己点検評価に基づき、次年度の開

講方針やカリキュラム改革を機関会議に提起することになっており、学内・関係者間での

情報共有がなされ、全学的な改善・改革に資する情報共有と取り組みが行われている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-11-2 ＦＤニュースレター（第 1号～第 7号） 

 資料 7-4-1 経営管理研究科教授会議案 

 資料 8-3-6 経営管理研究科 2008 年度の教学総括と 2009 年度の課題について 

 
2-50 教育方法について特色ある取組みを行っている場合は、その取組みの趣旨・内容は、

当該経営系専門職大学院固有の使命・目的および教育目標の達成にとって有効なも

のとなっているか。 
 

＜現状の説明＞ 

経営管理研究科では、その理念・目的と関わった教育方法として、「プラカデミック・ア

プローチ」を重視しており、プラクティスとアカデミックを融合した「プラカデミック」（米

国では実務家教員比率の高さ指標を表現するものとして使用）を重視した教育を行ってい

る。そのため、第一線で活躍する企業人や専門家を実務家教員として多く採用し、実務的・

実践的な教育を展開している。 
 教育手法としては、レクチャーやセミナーはもちろんのこと、ケーススタディやプロジ

ェクトスタディなど取り入れ、実践的で双方向型の授業を積極的に実践している。科目毎

の教育目標と教育内容に照らして、レクチャーを重視した手法やケース討論を重視した手

法を採用した。セミナーは学生の課題研究を進めるための手法であり、少人数による授業

を実施している。プロジェクトスタディは、実務実習科目や課題研究科目を中心に取り入

れ、特にフィールドワークでは、実習の中で集団的討議・検討を行い、一定の課題にソリ

ューションを与え、提案する授業を展開している。 
 このように、本研究科の実践的教育を重視した理念・目的に沿い、教育目標達成にとっ

て有効なものとして展開している。これらは授業評価アンケートなどに見る学生の満足度

の高さに現れている。 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-2-4 特色ある取組み① 国際経営特殊講義「戦略経営の実践」 

             （トップ経営者リレー講義）2008 年度講師一覧、2006 年度講師一覧 

 資料 2-2-5 特色ある取組み② 実務実習科目「フィールドワーク」 
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              2009 年度スケジュール表 

 資料 2-2-6 特色ある取組み③ マーケティング特殊講義「ビジネスプランコンテスト」 

              2007～2009 年度のゲスト講師一覧 

 資料 2-2-1 経営管理研究科開講科目シラバス（P.65 「フィールドワーク」シラバス） 

 
2-51 取組みの成果について検証する仕組みが整備されているか。また、検証結果を取組

みのさらなる改善に結びつける仕組みが整備されているか。 
 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、毎年、全学の全ての学部・研究科がその年度におおける自己点検評価

となる教学総括を行い、それに基づいて、次年度の開講方針やカリキュラム改革を機関会

議に提起することになっており、学内・関係者間での情報共有がなされ、全学的な改善・

改革に資する情報共有と取り組みが行われている。 

 また、経営管理研究科では、毎年の教学総括および次年度開講方針の提起、ならびに５

年に 1 度の第三者評価受審による大規模なカリキュラム改革によって、取組みの成果につ

いて検証する仕組みが整備し、検証結果を取組みのさらなる改善に結びつける仕組みを整

備している。 

  

＜根拠資料＞ 

 資料 8-3-1 経営管理研究科 2012 年度カリキュラム改革に向けた取り組みについて 
 
（３）成果等 

 

＜概要＞ 

 経営管理研究科における修了回生在籍院生数に対する学位授与数は 2007 年度（70/146
名）、2008 年度（57/146 名）であり、教育目標に照らして適切な教育指導が成され、適切
な学位授与が行われている。 
 また、教員およびプロフェッショナルスクール事務室とキャリアセンターの密接な連携

のもと、修了者の進路を把握する体制が整備されており、修了生の校友会組織「RIMO」を
設置し、教職員がその会合に恒常的に参加することによって、修了生の活躍状況について

も情報収集している。 
 教育効果の測定に関しては、立命館大学独自の指標を開発し、その指標に沿った測定・

検証・改善に取り組んでいる。 
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（学位授与数） 

 

2-52 収容定員や在籍学生数に応じて、学位授与が適切に行われているか。 
 

＜現状の説明＞ 

経営管理研究科の修了要件は、所定の期間在学し所定の単位を50単位以上修得すること

であり、本研究科へ入学する前に本学の他の研究科および他大学院において修得した単位

並びに科目等履修生として修得した単位は、研究科教授会が認めたときは20単位以内に限

り本研究科所定の修了に必要な単位数に含めることができる。修了判定については、判定

資料に基づき、教授会で審議し議決することとしている。 

2007年度と2008年度における在籍学生数と学位授与数は以下のとおりとなっており、前

述のアカデミック・アドバイザーおよび課題研究指導教員の丁寧な履修指導に基づき、所

定の在学期間での教育目標を達成し、適切な学位授与が行われている。 

 

各年度における在籍学生数と学位授与数 

年度 2007年度 2008年度 

在籍学生数 146名 146名 

学位授与数 70名 57名 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 3-1-2 経営管理研究科教授会規程（P.1 第 4条(4)） 

  資料 2-13-3 2009 年度学位授与審議資料 

 
2-53 学位の授与状況等を調査・検討する体制は整備されているか。また、その調査・検

討結果の学内や社会への公表が定期的かつ継続的に実施されているか。 
 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、特別に学位の授与状況等を調査・検討する体制は整備していない

が、学位授与に関して全て教授会において把握し、審議・議決しているため、教授会がそ

の機能を果たしている。また、公表は学内のみで行っている。 
 

＜根拠資料＞ 

  資料 3-1-2 経営管理研究科教授会規程（P.1 第 4条(4)） 

  資料 2-13-3 2009 年度学位授与審議資料 
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（修了生の進路および活躍状況の把握） 
 
2-54 修了者の進路を把握する体制が整備されているか。また、その学内や社会への公表

が、定期的かつ継続的に実施されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、キャリアセンターが学生の進路・就職のサポートを担っており、修了

者の進路を把握する体制としても機能している。また、得られた進路情報については学内

のみならず、社会への公表を定期的かつ継続的に実施している。 

 また、経営管理研究科では、独自に修了生の進路把握に努めている。修了時点において、

修了生の進路調査を行っている。さらに、前述の校友会（Rimo：Rit's Master's Organization の略称）では、

毎月の幹部会、不定期のセミナーや研究会、年次総会を開催し、修了生の活動状況を把握

している。 

特に社会人として入学修了した院生の活躍は目覚ましく、経営幹部や管理職への昇格昇

進、東京本社や本省への栄転、事業継承の実現等、枚挙に暇がない。 

 また、修了生の所属企業等における活躍状況については、院生を派遣戴いている企業を

副研究科長が定期的に訪問し、所属部門担当役員並びに人事担当役員、人事部長と面会し、

次年度の派遣勧誘と共に、意見交換を行い、修了生の現在の活躍状況をフォローしている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-1-4 経営管理研究科修了生進路一覧 

 
2-55 修了者の進路先等における評価や活躍状況の把握を行う体制が整備されているか。

また、その学内や社会への公表が、定期的かつ継続的に実施されているか。 
 

＜現状の説明＞ 

 2-54 と同様に、キャリアセンターが学生の進路・就職のサポートを担っており、修了者
の進路先等における評価や活動状況について、恒常的な企業訪問を行うことによって、把

握している。また経営管理研究科においては独自の校友会組織を設立し、人的ネットワー

クを構築するなかで、修了生の評価や活動状況について把握する取り組みを行っている。 

 なお、修了生の評価や活動状況については、基本的には学内のみで共有しており、特筆

すべき修了生の活動状況についてはパンフレットなどに掲載し、公表するに留まっている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料なし 
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（教育効果の測定） 

 

2-56 使命・目的および教育目標に即した教育効果について評価する仕組みが整備されて

いるか。 
 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、全学組織として立命館大学自己評価委員会を設置し、各学部・研究科

の自己評価推進委員会と連携し、各学部・研究科ならびに立命館大学全体の使命・目的お

よび教育目標に即した教育効果について評価する仕組みが整備されている。 

 経営管理研究科では、研究科長および副研究科長を中心に経営管理研究科自己評価推進

委員会を設置し、経営管理研究科の使命・目的および教育目標に即した教育効果について

評価する取り組みを行っている。 

 特に、院生を派遣して戴いている企業等の役員や人事部長との意見交換は、高度専門職

業人の輩出を使命とする経営管理研究科にとって、極めて重要である。 
先行き不透明な経営環境にあって、ビジネスリーダーとして存分に機能する有為な人材

を育成していく為には、人材の受け手である企業等役員の意見を聴くことが必要であり、

新たなニーズの発見にも繋がるといえる。 
また、修了生が新たな出願希望者を紹介し、入学を果たすという良い意味での連鎖が始ま

っている。 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 8-1-1 立命館大学自己評価委員会規程 

 
2-57 使命・目的および教育目標に即した修了者を輩出しているか。 
 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科においては、開設以降、このようなビジネス界のニーズに応えるため、

自ら学び続け問題解決に挑み、高度な戦略眼と実践スキルを磨きたいと願うビジネスパー

ソン等を受け入れている。企業経営と企業会計の両コースを設置、社会に貢献出来る高度

専門職業人の輩出に努めている。 
 この結果、設置後 4年目であるにも関らず、公認会計士、経営者、経営企画等HQ人材、
本省勤務者、日本とアジアの架け橋的な起業を果たす者等、多数の有為な人材を輩出して

いる。 
  経営管理研究科では、研究科長および副研究科長を中心に経営管理研究科自己評価推

進委員会を設置し、全学組織である立命館大学自己評価委員会と連携し、経営管理研究科

の使命・目的および教育目標に即した教育効果について評価する取り組みを行っている。 
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 今後は、教育効果を客観的に評価しうる指標や基準について整備していく所存である。 

 
＜根拠資料＞ 

 資料 2-1-4 経営管理研究科修了生進路一覧 

 
2-58 教育効果を評価する指標や基準の開発に取り組んでいるか。  

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、教学部の大学教育開発支援センターが主導して教育効果の検証、測定

に関してのいくつかの取り組みを行う中で、大学内における FD活動全体を包括的に評価す
ることを目的とした独自の指標「教育改革総合指標（Total Education Reform Indicator：
TERI）」を開発し、大学における教育効果の測定、教育実践の妥当性について「挙証」し
ていく取り組みを始めている。 
 この指標（TERI）は教育改革活動を計画策定、進捗管理、評価、改善の循環、いわゆる
PDCAサイクルの中に位置づけ、適切に実行していくことを目的に開発された指標である。
TERIでは、むこう４年間の行動計画を各学部、教学機関などの教育活動実践主体が記して
いく。その中で、すべての教育改革活動について、「成熟度（maturity）」として包括的に
定性的評価を行うと同時に、IR（Institutional Research：大学内の教育研究活動や財政・
経営等に関する情報を効果的に収集・管理・分析することで意思決定や戦略策定に活用し

ていく機能あるいは部門）として実装しそれらを利用することで、定量的評価に関しても

達成しようとする試みである。その評価・検証のサイクルの中で成熟度レベルを高めてい

くことによって活動の改善を図っていく取り組みであり、またすべての教学活動の自己点

検（計画的実施・企画）と、行動目標・計画、達成状況の全学横断的な可視化がなされる

という点でも大きな役割を担う。この TERIに基づくシステムは、2007年度からのパイロ
ット運用を経て、2008年９月からはオンラインシステムとして全学規模の運用を開始する
に至った。 
 
＜根拠資料＞ 

 資料 8-3-4 「教育改革総合指標・行動計画」に基づいた 2008 年度からの教学改革 

       策定・運用方針について（検討素案） 

 資料 8-3-5 教育研究等の PDCA と評価活動の新たな推進に向けて 
 
2-59 教育効果の評価結果を組織的に教育内容・方法の改善につなげる仕組みが整備さ

れているか。 

 

＜現状の説明＞ 
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 立命館大学では、2-58に示した教育効果を評価する独自の指標「教育改革総合指標（Total 
Education Reform Indicator：TERI）」を活用し、毎年、各学部・研究科の自己点検評価の
取り組みを組織的に行い、PDCAサイクルとして改善につなげる仕組みを整備している。 
 
＜根拠資料＞ 

 資料 8-3-4 「教育改革総合指標・行動計画」に基づいた 2008 年度からの教学改革 

       策定・運用方針について（検討素案） 

 資料 8-3-5 教育研究等の PDCA と評価活動の新たな推進に向けて 
 

【点検・評価】 

 
「長所」 

 
関連する評価の視点： 

（１）２－１～２－１８ 

（２）２－９～２－１３ 

（３）２－９～２－１６、２－３３ 

（４）２－１７、２－２４、２－２６ 
 
（１）本学経営管理研究科は、「高度な戦略眼と実践スキルを有する経営プロフェショナル

の養成」を掲げ、専門職大学院に相応しく実践力を重視した教育課程（カリキュラ

ム）の編成を行っている。また、その教育の担い手として多数の実務家教員・客員

教授を擁している。このような実務家重視の編成原理を、「プラカデミック・アプロ

ーチ（プラクティスとアカデミックの融合）」と呼んでおり、他校に比して際立った

本学の特色であると考えている。設立後 4 年を経て、改めてこのコンセプトに確信
を持つに至っている。確信の拠り所は、ゲスト講師等として招聘したトップ・マネ

ジメントの感想や意見、授業改善アンケートに示されている学生の高い満足度、さ

らに修了生の実社会での活躍および校友会への結集などである（関連する評価の視

点 2-1～2-18）。 
 
（２）本研究科の教育課程（カリキュラム）は、「企業経営コース」（創造人材プログラム、

マーケティングプログラム、国際経営プログラム）と「企業会計コース」（アカウン

ティングプログラム、ファイナンス＆アカウンティングプログラム）とに大別され

るが、その相互履修が可能となっている。主として社会人学生が学ぶアカデメイア

＠大阪教室では、創造人材、マーケティング、ファイナンス＆アカウンティングの 3
プログラムが展開されており、社会人学生は自らが専門とするプログラムだけでな
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く、幅広い分野の履修が出来る。 
 本研究科は、業種・職種、キャリア・職務など多様な属性の社会人学生を受け入

れているが、各自が自らの課題に即した履修を行うことが出来る仕組みとなってい

る。例えば、ある地域金融機関の取締役支店長を受け入れたが、同氏は部下の人材

マネジメントを主眼として創造人材プログラムを修得しつつ、自らの事業に係るフ

ァイナンス＆アカウンティングプログラム科目も多数履修するなどして自らに即し

た受講を行っている。 
 多様な社会人に対応できるように、アカデメイア＠大阪教室で企業経営の全分野

にわたるプログラム・カリキュラムの展開を行っていることが本学の長所である（関

連する評価の視点 2-9～2-13）。 
 
（３）時間割編成においても、多様な社会人の履修を保障すべく工夫を凝らしている。平

日に受講時間を確保できる社会人と週末に受講できる社会人の両方に対応できるよ

うに、平日夜間（月～金の 18:30～21:30）と週末（金土日の 9:00～21:30）に同一
科目の複数開講を行っている。 
 また、第 1 クォーター（４～５月）～第 2 クォーター（６～７月）に基礎・基幹
科目を多数開講して、各分野の理論的枠組みや基本的手法を修得できるようにして

いる（教育経験が豊富な研究者教員が主に担当）。第 3 クォーター（10～11 月）～
第 4 クォーター（12～１月）には実務家教員を担い手とするプログラム科目を多数
開講し、実践的応用力を修得できるようにしている。さらに、経営者リレー講義や

フィールドスタディ、ビジネスプランなどの「特色ある科目」（2-24）を通じて、自
らの総合的な実践力を試すことが出来るようにしている。このように基礎・基幹科

目から順次応用・発展科目へと段階的に履修できるように時間割編成を行っており、

習熟度を異にする学生も無理なく実践力を高めることができるように工夫している。 
 なお、個々の学生の履修計画については、アカデミック・アドバイザーが入学後

面談の中で適切なアドバイスを行っている。きめ細やかな対応と配慮を行い、個々

の学生に即した履修を保証していることが本学の長所である（関連する評価の視点

2-9～2-16、2-33）。 
 
（４）個々の科目においてもプラカデミック・アプローチを図ることができるように、仕

組みを創っている。ケース教材にもとづくディスカッション、ロール・プレイイン

グなど、模擬体験的な手法を用いた教育は日常的に行われているが、各授業におい

て１度はゲスト講師を招聘できる制度があり、これにより臨場感のある生きたケー

スを学ぶ機会を提供している。 
 また、特殊講義においては、余人をもって代え難い知見や経験を有する客員教授

を招聘し、学生にとって復とない貴重な授業体験を提供している（例えば、2008年
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度のドラッカー翻訳家・上田惇生氏による「ドラッカー経営学」、2009年度の前 PHP
社長・江口克彦氏による「経営と松下哲学」、2010 年度のさわかみファンド代表・
澤上篤人氏による「株式投資戦略」など）。 
 さらに、2-24 で説明したように、「特色ある取組み」として、経営者リレー講義、
フィールドスタディ、ビジネスプランなどの科目を開講し、臨場感のある授業展開

のなかで総合的な実践力を試す機会を提供している（関連する評価の視点 2-17、2-24、
2-26）。 
（２）～（４）で示したようなカリキュラム、時間割、ゲスト講師、客員教授、特

色ある科目などの仕組みは、（１）で述べたプラカデミック・アプローチにもとづく

展開であり、これが本学経営管理研究科の教育上の長所といえる。 
 
＜根拠資料＞ 
 資料 1-1-5 大学院等の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由を記載した書類 

       （P.13. 教育方法の特色、P.33 資料２ 経営管理研究科のカリキュラム、 

        P.34 資料８ 経営管理研究科の教育方法の特色） 

 資料 3-1-10 専任教員経歴年齢一覧 

 
「問題点と今後の方策」 
 
関連する評価の視点： 

（１）４－９、６－７ 

（２）４－９ 

（３）２－１３、４－１、４－１９ 

 
（１）立命館大学は学部教育の基盤を京都・滋賀においており、アカデメイア＠大阪教室

に拠点を置く経営管理研究科は地元・大阪で未だ十分な認知を得ていない。この 4 年間で
約 3,000 部の研究科紹介パンフレットが行き渡っているが、入学者の可能的人口はこれが
限度となっている。プラカデミック・アプローチを標榜し社会人教育に尽力している本学

が、いまだ社会人学生の定員充足ができていない現状があり、これが最大の問題点である。

日本のビジネス・キャリア形成やMBA教育の位置づけ、関西経済と企業の消長、本社機能
の首都移転、国公立に対する私学の相対的高学費など、環境条件の厳しさは他校を含めて

共通する悩みであるが、その中で本学は社会人学生が活用しやすいように一層の努力を行

うほかない。 
 その一つとして、これまで拠点としてきたアカデメイア＠大阪教室（大阪淀屋橋）を、

2010年度末に大阪梅田に建設される「大阪キャンパス（富国生命ビル）」へと移転する計画
である。大阪梅田駅は 6本の鉄道（JR西日本・阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線・地
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下鉄谷町線・地下鉄四つ橋線）が交差しており、従来の淀屋橋駅（地下鉄御堂筋線・京阪

電鉄が交差）と比べて社会人の通学条件が大きく拡大する見通しである。 
 
（２）入学定員確保と関わるもう一つの解決策は、経営管理研究科修了生に依拠した入試

広報の展開である。この 4年間ですでに 200名を超える修了生（2007～2009年修了者）を
社会に輩出している。彼らは修了時に高い満足度を示しており、校友組織への結集や持続

的に研究会を開くなど、課程修了後も意欲的に実践及び研究を行っている。修了生こそ本

学の教育の長所に精通しており、今後は入試広報や入学者確保において修了生の協力を得

ていく仕組みを検討する。すでに経営管理研究科校友会（RIMO）は結成されて数年が経過
しており、また本研究科が母体となり公認会計士校友会を昨年に結成している。こうした

校友会活動の一環として、入試広報及び入学者確保にむけた活動を提起していく予定であ

る。 
 
（３）上記課題とも関わるが、CFO 人材の養成を標榜するファイナンス＆アカウンティン
グプログラムを志向する社会人入学者が相対的に少ない現状がある。金融業務従事者や企

業財務・経理従事者の業務の現状が、必ずしもMBA教育と対応していないのが原因である。
他方、ストレートマスター（学部からの進学者）の中には高度なファイナンス教育を期待

する者が一定数でてきている。そこで、従来は社会人学生に限定してきたファイナンス＆

アカウンティングプログラムへの受入れについて、今後はストレートマスターも受入れら

れるよう改革を図る予定である。創造人材やマーケティングのように一定の社会人経験が

無ければ学習効果が出ない分野とは異なり、ファイナンス＆アカウンティング分野は必ず

しも社会人経験を事前に必要としないし、また統計や数学に明るいストレートマスターが

同分野の授業への貢献を果たしている実績もあることから、門戸を開放してもよいと考え

られる。これも、入学者確保に寄与する解決策の一つとなるであろう。 

 

＜根拠資料＞ 
  資料 8-3-1  経営管理研究科 2012 年度カリキュラム改革に向けた取り組みについて 
  資料 6-4-10 大阪オフィスおよびアカデメイア＠大阪の富国生命ビルへの移転の 

        進捗および名称変更について 

  資料 4-4-3  経営管理研究科における企業等推薦入学試験の拡充について 

  資料 4-4-4  ファイナンス＆アカウンティング・プログラムにおけるストレート 

        マスター（学部進学者）の受入れについて 
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３．教員組織 

 

＜概要＞ 

 経営管理研究科の教員組織は、教育課程の編成方針に基づき、企業経営コースおよび企

業会計コースという 2 つのコースに応じたバランスの良い教員配置を行なっている。各コ
ースに豊富な教育・研究実績と大学院運営の経験を有する研究者教員を配置し、適切な運

営を担保できるように配慮している。また、実務家教員を積極的に活用して、実務的・実

践的な教育を取り入れている。 
 また、専任教員の年齢構成は 30 歳代から 60 歳代まで幅広い構成となるよう配慮し、そ
れぞれの年代に応じた教育・研究を実践し、教育内容の充実を図るとともに、教育研究活

動が持続的に行えるよう、工夫している。 
 さらに本研究科の目的に照らし、豊富な実務実績を有する実務家の登用や、実務界での

動向を積極的に教育に反映させていく必要があることから、他の職業と兼務する教員や任

期を定めた教員を任用している。この場合は、満 70歳までの雇用であるが、全体の年齢構
成も考慮し、教員組織を編成している。 
 

（専任教員数） 

 

3-1 専任教員数に関して、法令上の基準を遵守しているか。（「告示第 53号」第１条第１項）  

   （Ⅰ◎） 

 

＜現状の説明＞ 

本研究科では、表 3-1-1のとおり 22名の教育上の指導能力を有する専任教員を配置して
いる。従って、「文部科学省告示第 53 号」第 1条 1項による必置教員数 13名（200/15=13.3

名）に対して、22名の専任教員を配置しているため、法令上の基準を遵守している。 

 
         表 3-1-1 研究者・実務家別教員数一覧 

   区分 教授 准教授 計 
 研究者教員 1名 1名 2名
 研究者教員（兼担） 3名 1名 4名
 実務家教員 14名 2名 16名

合計 18名 4名 22名
 

＜根拠資料＞ 

 資料  基礎データ P.2（表２ Ⅱ教員組織） 
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3-2 専任教員は、１専攻に限り専任教員として取り扱われているか。（「告示第 53 号」第１

条第２項。なお、平成 25 年度まで､専門職大学院設置基準附則２が適用される｡）  

   （Ⅰ◎） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科に配置されている専任教員は経営管理専攻の１専攻の配置であり、文部

科学省告示第 53 号第 1条 2項に示されているとおり、１専攻に限り専任教員として取り扱

われている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料  基礎データ P.2（表２ Ⅱ教員組織） 

 
3-3 法令上必要とされる専任教員数の半数以上は原則として教授で構成されているか。

（「告示第 53 号」第１条第３項） （Ⅰ◎） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科に法令上必要とされる専任教員数 13 名を超えて配置されている専任教員

22 名に対して、82％にあたる 18 名が教授で構成されている。従って、文部科学省告示第

53 号「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」第 1 条第 3 項に示されている必

要とされる専任教員数の半数以上は教授で構成されている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料  基礎データ P.2（Ⅱ教員組織 １．教員組織） 

 
（専任教員としての能力） 

 

3-4 教員は、以下のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の指導能

力を備えているか。 

    １．専攻分野について、教育上または研究上の業績を有する者 

    ２．専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 

    ３．専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者  

  （「専門職」第 5条） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科に配置されている教員は、基礎データのⅡ．教員組織の３．専任教員の

教育・研究業績に詳述しているように、全教員について１～３のいずれかの条件に該当し、
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担当する専門分野に関して高度の指導能力を備えている。 

１．専攻分野について、教育上または研究上の業績を有する者として、教授５名准教授１

名、計 6名が従来より研究者として研鑽を積んだうえで、経営管理研究科において教育

に当たっている。また、教授 12 名、准教授２名、計 14名が従来実務家として経営・会

計に携わってきたものであるが、うち 13 名は経営管理研究科設置以来教育にあたって

きており、高い指導能力を身に着けるにいたっている。 

２．専攻分野について、高度の技術・技能を有する者としては、上記実務経験豊かな教員

14 名はすべからく、経営・会計の領域において高度の技術・技能を有している。 

３．専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者としては、研究者として研

究教育を続けてきた 6名の教員、経営・会計の領域で実務的力量を備えて経理管理研究

科で教育に当たっているが、それぞれがそれぞれの専攻分野において特に優れた知識お

よび経験を有しており、立命館大額大学院経営管理研究科の教育を特色あるものとする

のに貢献している。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料  基礎データ P.10 表３ Ⅱ教員組織 3.専任専任教員の教育・研究業績） 
 資料 3-1-10 専任教員経歴年齢一覧 
 
（実務家教員） 

 

3-5 専任教員のうち実務家教員数は、当該分野で必要とされる一定の割合が確保されてい

るか。（「告示第 53 号」第２条） 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科に配置されている専任教員 22 名のうち 72％にあたる 16 名が実務家教員

である。従って、文部科学省告示第 53号「専門職大学院に関し必要な事項について定める

件」第 2 条に示された専任教員のうち実務家教員数の指針（おおむね三割以上）を確保し

ている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料  基礎データ P.2（Ⅱ教員組織 １．教員組織） 

 資料  基礎データ P.10 （Ⅱ教員組織 3.専任専任教員の教育・研究業績） 
 資料 3-1-10 専任教員経歴年齢一覧 
 
3-6 実務家教員は、５年以上の実務経験を有し、かつ高度の実務能力を有する教員で構成

されているか。（「告示第 53 号」第２条） 
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＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科に配置されている実務家教員は、基礎データのⅡ．教員組織の３．専任

教員の教育・研究業績に詳述しているように、全実務家教員について 5 年以上の実務経験

を有し、かつ高度の実務能力を有する教員で構成している。 

 なお、主な実務家教員の実務経験は以下のとおり。 

 

松本 稔教授： 米国会計事務所，国内監査法人（国際室長，研修担当理事歴任）， 

        現会計事務所所長，公認会計士 

大西寛文教授： 国内監査法人，日本公認会計士協会近畿会会長，日本公認会計士協会 

        副会長，現国内監査法人監事 

平野敦士教授： 会計事務所所長，公認会計士 

谷口学准教授： 監査法人代表社員，公認会計士 

勝井良光准教授：弁護士 

島 義夫教授： 米国投資銀行アナリスト，米国格付け機関格付け担当， 

        現国内証券系研究所常務取締役 

森 利博教授： 総合商社勤務ののち，米国投資銀行で米国モーゲージ証券， 

        資産担保証券プロダクトマネージャー 

三好秀和教授： 日系投資銀行において資産運用システムの構築を行うなどの後， 

        日本の証券電子化に寄与する。 

濱田初美教授： 大手電機メーカー研究所 取締役兼チーフアナリスト 

伊藤康敬教授： 食品メーカー 代表取締役 

 杉山慎策教授： 消費財メーカー 常務取締役副社長、代表取締役社長 

 

 このように、文部科学省告示第 53 号「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」

第 2 条に示された「実務家教員は、５年以上の実務経験を有し、かつ高度の実務能力を有

する」教員で構成されている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料  基礎データ P.2（Ⅱ教員組織 １．教員組織） 

 資料  基礎データ P.10 （Ⅱ教員組織 3.専任専任教員の教育・研究業績） 
 
(専任教員の分野構成、科目配置） 

 

3-7 経営系分野の特性に応じた基本的な科目、実務の基礎・技能を学ぶ科目、広い視野や

周辺領域の知識を涵養する科目、基礎知識を展開発展させる科目、先端知識を学ぶ科

目について専任教員が適切に配置されているか。  



 64

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科のカリキュラムは，大別すると，「基礎科目」、「基幹科目」、「プロ

グラム科目」から構成している。さらに「プログラム科目」は，５つのプログラムから構

成されている。すなわち，それは「創造人材プログラム」、「マーケティング・プログラ

ム」、「国際経営プログラム」、「ファイナンス＆アカウンティング・プログラム」なら

びに「アカウンティング・プログラム」からなっており、「アカウンティング・プログラ

ム」の中には「財務会計」「管理会計」「監査」「法律」といった４つの系の科目群で構

成されている。これら４つの系の科目群は合計２９科目からなっている。本研究科全体で

は８２科目（算出はカリキュラム構成に基づき、科目コード数による算出とするため、特

殊講義は 1 科目とする）からなっており、アカウンティング・プログラムを主として学習

しようとする学生にとっても、これらすべての科目の中から選択履修することが可能であ

る。 

 企業会計コースに所属する学生の履修要件は基礎科目・基幹科目１２単位以上，履修す

るプログラム科目１０単位以上、課題研究科目８単位必修、その他からなっており、総修

得単位数５０単位以上となっている。企業会計コースのアカウンティング・プログラムを

履修する者については，基礎科目・基幹科目８単位以上，アカウンティング・プログラム

科目でも財務会計１０単位以上，管理会計６単位以上，監査６単位以上，法律４単位以上，

課題研究科目８単位必修，その他，合計５０単位以上となっている。 

このような科目については高度の教育上の指導能力を有した専任の研究者教員および実

務家教員が必要十分な数（必置基準数１３名に対し２２名）をもって担当している。さら

に別に述べるようなＦＤ活動により，相互にその教育能力を高めあっている。科目の種別

にみた専任教員の配置状況は次の通りです。 

基礎・基幹科目 12 名、アカウンティング 8 名、ファイナンス 6 名、国際経営 2 名、創

造人材 4名、マーケティング 3 名（いずれものべ人数）が担当している。教育体制は万全

であり，教育効果が上がるよう，各科目の履修者の数も適切であり，受講者の評価も高い。 

基礎科目，基幹科目，プログラム科目は学生の効率的体系的な履修ができるよう，４クォ

ーターに分けて開講しており，順次履修していけば体系的に学修できるように配置してお

ります。とりわけ基幹科目の多くは専任教員が担当しております。とりわけアカウンティ

ング専攻の学生にとって重要なアカウンティング，企業分析，経営財務などの科目はすべ

て専任教員が担当している。また一方で、客員教授による最先端の多彩な教育が行われて

いるのも本研究科の特徴である。 

それ以外のプログラム科目もその多くを専任教員が担当し，学生の十分な理解を担保する

ために各科目，クラスの受講登録者数は適切な規模となっています。その大半の科目で少

人数制のきめ細かな指導体制がとれている。 
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＜根拠資料＞ 

 資料 3-1-9 2009 年度開講科目・担当教員一覧 

 
3-8 経営系専門職大学院において教育上主要と認められる授業科目については、原則とし

て、専任の教授または准教授が配置されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科のカリキュラムにおいて、必修科目は「課題研究論文」のみであり、こ

の科目については、必ず専任教員が担当している。 

 他方、それぞれのコース、プログラムにおいては科目選択の自由度を高めつつも、科目

群での修了要件単位数を設定し、概ねそれぞれのプログラムに適合した科目を履修させる

ような枠を設けている。このことによって、教育上主要と認められる授業科目について多

くを履修させる指導を行っており、これらの科目については専任の教授または准教授が配

置されている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-1-9 2009 年度開講科目・担当教員一覧 

 

3-9 経営分野において実践性を重視する科目に実務家教員が配置されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科の特徴である豊富な実務実績を有する実務家の登用や、実務界での動向

を積極的に教育に反映させていく必要があることから、実践性を重視する科目ないしは実

践上の最新テーマを取り扱う必要のある科目については可能な限り実務家教員を配置して

いる。なお、企業経営コースにはメーカー、コンサルタント企業などの役員、コンサルタ

ント会社経営者、弁護士など、また、企業会計コースには銀行、監査法人の役員、公認会

計士などの実務家教員を配置している。 
 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-1-9 2009 年度開講科目・担当教員一覧 

 資料 3-1-10 専任教員経歴年齢一覧 
 
 
3-10 教育上主要と認められる授業科目を兼担・兼任教員が担当する場合、その教員配置

は、適切な基準および手続によって行われているか。  
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＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では全ての授業科目の担当について、教授会で審議し、決定することに

しており、兼担・兼任教員についても同様である。また、所属学部・研究科の教授会でも

同様の手続きにより、本研究科の授業科目担当を承認している。 

 なお、授業担当資格の判断は任用時に基準に基づき行っているため、改めて教授会で判

断することは無い。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-1-11 経営管理研究科教授会議事録 

 
（教員の構成） 

 

3-11 専任教員は、職業経歴、国際経験、年齢や性別のバランス等を考慮して適切に構成

されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科の教員組織は、教育課程の編成方針に基づき、企業経営コースおよび企

業会計コースという 2 つのコースに応じたバランスの良い教員配置を行なっている。各コ
ースに豊富な教育・研究実績と大学院運営の経験を有する研究者教員を配置し、適切な運

営を担保できるように配慮している。また、実務家教員を積極的に活用して、実務的・実

践的な教育を取り入れている。また、専任教員の年齢構成は 30 歳代から 60 歳代まで幅広
い構成となるよう配慮し、それぞれの年代に応じた教育・研究を実践し、教育内容の充実

を図るとともに、教育研究活動が持続的に行えるよう、工夫している。 
 本経営管理研究科に占める実務化教員の割合が高いことはひとつの特色となっているが、

それはまた国際経験豊かな教員でもある。とりわけ企業経営コースの実務家教員は、海外

駐在も長く、海外ＭＢＡ出身者も多い。研究者教員のなかでも元来商社勤務でその後研究

者に転じた者もおり、こちらも海外経験豊富である。これらの海外経験が本経営管理研究

科における「グローバル化したビジネス社会」に適した教育、「グローバルな視点」をもっ

た教育に貢献している。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-11-1 専任教員経歴年齢一覧 
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（教員の募集・任免・昇格） 

 

3-12 教授、准教授、客員教授、任期つき教授、講師、助教等の教員組織編制のための基

本的方針を有しており、それに基づいた教員組織編制がなされているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、全学の教員編成のための基本的方針として、教員整備計画を策定し、

数年毎に見直しを行い全学的なオーソライズがなされている。その全学方針に基づき、経

営管理研究科における教員整備計画を策定し、経営管理研究科の教育研究を担う教授、准

教授、客員教授、任期制教授、助教等の教員組織編制を行っている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-1-12 経営管理研究科の教員編成の基本的な考え方について 

 
3-13 教員の募集・任免・昇格について、適切な内容の基準、手続に関する規程が定めら

れ、運用されているか。特に、教育上の指導能力の評価が行われているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 

 経営管理研究科における教員の人事に関する基準・手続きについては、任用・昇任等に

関して「立命館大学教員任用規程」及び「立命館大学大学院経営管理研究科教授会規程」

として定め、同規程の第４条（５）教員の人事に関する事項、（６）科目担当者に関する

事項、に従っている。本研究科における科目担当資格については，「立命館大学大学院担

当教員選考基準 ３専門職大学院担当教員の資格」に則って選考している。 

 また、教員採用及び昇任における教育上の指導能力の評価については、上記規程に基づ

き，人事委員会において，候補者の能力を評価し、教員の採用及び昇任を検討している。

また、採用にあたっては、その際必ず模擬授業を行ない教育上の能力を評価している。な

お、日常的な教育及び研究能力の維持向上のために、研究科主催のＦＤ委員会を開催しそ

の能力の維持向上に努めている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-1-6 立命館大学教員任用・昇任規程 

 資料 3-1-2 立命館大学大学院経営管理研究科教授会規程 

 資料 3-1-1 教員任用基準および大学院担当資格の運用に関する全学ガイドライン 
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3-14 教員の募集・任免・昇格は、その規程に則って、教授会等の経営系専門職大学院固

有の教員組織の責任において適切に行われているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、「立命館大学教員任用規程」「立命館大学大学院経営管理研究科教

授会規程」「立命館大学大学院担当教員選考基準」に教員の募集・任免・昇格について定め、

経営管理研究科全学人事委員会及び経営管理研究科教授会の責任において教員の募集・任

免・昇格を行っている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-1-6 立命館大学教員任用・昇任規程 

 資料 3-1-2 立命館大学大学院経営管理研究科教授会規程 

 資料 3-2-1 立命館大学大学院担当教員選考基準 

 資料 3-1-1 教員任用基準および大学院担当資格の運用に関する全学ガイドライン 

 
3-15 任期制の適用や特定分野について高度の知見を有する内外の専門家の処遇など、教

育研究の必要性に応じた配慮が可能な制度となっているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、教員の任期制の適用については、「経営管理研究科任期制教員規程」

を定め、特定分野の高度の知見を有する内外の専門家の処遇などについては、「経営管理研

究科客員教授規程」及び「立命館大学客員教授規程施行細則」を定め、教育研究の必要性

に応じた配慮が可能となっている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-1-5 経営管理研究科任期制教員規程 

 資料 3-1-3 経営管理研究科客員教授規程 

 資料 3-1-4 立命館大学客員教授規程施行細則 

 
3-16 専任教員の後継者の養成または補充について適切に配慮しているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科における専任教員の後継者の養成・補充については経営管理研究科教員

整備計画にその方針を示し、年齢構成及び定年退職を考慮した整備計画により、後継者の

養成・補充について適切に配慮している。また、予定外の教員の退職については補充につ

いて迅速に行うよう研究科長を中心とする経営管理研究科執行部が責任を持って募集・任
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用の手続きを進めている。 

 経営管理研究科は 2 年間のいわば修士課程のみの教育を行っているだけであるが、すで

に多くの修了生が立命館大学大学院経営学研究科博士後期課程に進学しており、ここから

後継者を輩出することが期待できる。いずれこの中から本研究科で教鞭を取れる者が出て

くることを期待したい。すでに、現在の修了生の中には、大学院ではないけれど、関西の

大学で学部の非常勤講師を務める者も輩出している。また、すでに修了生の中から多くの

会社社長も輩出しており、これらが実務経験を積む中で、本研究科の教員スタッフとなれ

る人材が育つことを期待している。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-1-12 経営管理研究科の教員編成の基本的な考え方について 

 
（教員の教育研究条件） 

 

3-17 専任教員の授業担当時間は、教育の準備および研究に配慮したものとなっているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、「立命館大学専任教員責任時間規程」を制定し、毎年申し合わせを全学

的に確認するなかで、専任教員の標準的な授業担当時間を定めており、教育の準備および

研究に配慮したものになっている。経営管理研究科では、基本的にはこの「立命館大学専

任教員責任時間規程」に基づき、授業担当時間を調整している。 

経営管理研究科における専任教員の授業責任担当時間は，「立命館大学専任教員責任時間

規程」により「専任教員の講義責任時間は、1年間を通算して、教授および准教授は 1週 4

授業時間(1 授業時間は 90 分 以下同じ)」となっており，これは 8 単位に相当する。なお

任期制教員については「通年 4 授業時間(1 授業時間は 90 分 以下同じ)とする。」とされ

ており、8単位に相当する。 

 なお、2008 年度における本研究科における専任教員の授業負担は，22 名の教員のうち、

経営学部の兼務教員 1 名を除いて８単位以上といる。また、22 名の教員のうち、3 名が 24

単位を超えて、25～26 単位を負担しているが、本研究科の教育課程で重視している課題研

究論文審査（8単位）の担当数が多いことに起因している。 
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氏名 教員区分 教員種別 担当 経営管理研究科 学部
他研究科
（博士前期）

他研究科
（博士後期）

合計

千代田 邦夫 教授 専任 AC 16 16
藤田 敬司 特任教授 実務家専任 AC 16 6 22
堀井 悟志 准教授 専任 AC 6 8 2 2 18
大西 寛文 特契教授 実務家専任 AC 16 16
勝井 良光 特別契約准教授 実務家専任 AC 12 12
谷口 学 特別契約准教授 実務家専任 AC 16 16
平野 敦士 特契教授 実務家専任 AC 16 16
松本 稔 特契教授 実務家専任 AC 16 16
島 義夫 特契教授 実務家専任 FC 16 16
濱田 初美 教授 実務家専任 基幹 26 26
三好 秀和 教授 実務家専任 基幹 16 4 20
森 利博 教授 実務家専任 基幹 18 4 2 24
渡辺 峻 教授 専任 基幹 8 6 14
奥村 陽一 教授 専任 基幹 12 10.5 2 24.5
松村 勝弘 教授 専任 基幹 12 13.71 25.7
伊藤 泰敬 特契教授 実務家専任 基幹 16 16
杉山 慎策 特契教授 実務家専任 基幹 16 16
麻殖生 健治 特契教授 実務家専任 国際 16 16
石津 孝義 特契教授 実務家専任 創造 16 16
佐藤 修 特契教授 実務家専任 創造 16 16
谷口 正和 特契教授 実務家専任 創造 16 16

担当単位数

 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-1-7 立命館大学専任教員責任時間規程 

 
3-18 専任教員に対する個人研究費が適切に配分されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、専任教員に対する個人研究費の取り扱いについて「立命館大学個人研

究費取扱規程」を定めており、経営管理研究科では、この規程に基づき、研究資料費 24万

円（年額）および研究旅費 15万円（年額）を一律支給している。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-1-8 立命館大学個人研究費取扱規程 

 
3-19 研究専念期間制度（サバティカル・リーブ）等、教員の研究活動に必要な機会が保

証されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

立命館大学では、「立命館大学学外研究規程」「立命館大学学外研究規程施行細則」「立

命館大学専任教員学位取得支援規程」により，専任教員についてはこれら規程により研究

専念期間が与えられる。 

 その期間を「学外研究 A は 1 カ年の国外における研究、同 B は 3 カ月を超え 6 カ月以内
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の国外における研究とし、同 Cは、3カ月を超え 6カ月以内の国内、国外における研究とす

る。ただし、6カ月の上限については、学年暦との関係でこれを超えることがある。」とし

て定め、その資格は「本規程による学外研究を命ぜられるものは、本学の専任の教授、准

教授、専任講師として、本規程による学外研究を開始する時期において満 3 カ年以上本学

に勤務した者とする。」となっている。その他詳細は上記規程ならびに細則に定められて

いる。ただし，任期制教員についてはこの規程は適用されない。 

 経営管理研究科に所属する教員はこの制度により申請することによって研究活動に必要

な機会が保障されている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-2-2 立命館大学学外研究規程 
 資料 3-2-3 立命館大学学外研究規程施行細則 

 資料 3-2-4 立命館大学専任教員学位取得支援規程 

 
（教育研究活動等の評価） 

 

3-20 専任教員の教育活動について、適切に評価する仕組みが整備されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、専任教員の教育活動について、｢授業評価アンケート」により経営

管理研究科の自己点検評価の取り組みのなかで評価を行っている。また、立命館大学の全

学的な表彰制度により、毎年、研究科長が特に教育活動に成果のあった教員を表彰対象者

として学長に推薦を行っている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 2-11-3 講義アンケート全体結果 
 資料 3-3-1 2009年度教職員評価制度の実施について 
 
3-21 専任教員の研究活動について、適切に評価する仕組みが整備されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、専任教員の研究活動については、専任教員は毎年当初に研究活動

計画書を提出し、年度待末に研究報告書を提出することとしている。これは個人研究費の

支出の適正を含めて確認するためであり、その内容について教員の個人毎の評価を行うに

は至っていない。しかし、立命館大学の全学的な表彰制度により、毎年、研究科長が特に

研究活動に成果のあった教員を表彰対象者として学長に推薦を行い表彰している。 
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＜根拠資料＞ 

 資料 3-21-1 研究計画書・研究報告書 
 資料 3-3-1 2009年度教職員評価制度の実施について 
 
3-22 専任教員の経営系専門職大学院の運営への貢献について、適切に評価する仕組みが

整備されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科における専任教員の研究科運営への貢献については、そのための仕組み

を有していないが、立命館大学の全学的な表彰制度のなかで、毎年、研究科長の判断によ

り、経営管理研究科の運営に特に評価に値する教員を推薦することができる。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 3-3-1 2009年度教職員評価制度の実施について 
 
【点検・評価】 

 

「長所」 

関連する評価の視点： 

（１）３－１、３－４、３－７、３－９、３－１１、３－１２、３－１５ 

 

（１）経営管理研究科の教員組織の一大特徴は多くの実務家教員を擁していることであり、

かつこれら実務家教員の多くが海外経験が豊富であることである。これまでの日本に

おける経営学研究が輸入学問的色彩を帯び、かつ理論志向が強すぎたという問題点が

あったが、その点を払拭できている。その点は受講生によって高く評価されていると

ころである。またその実務家教員のネットワークは学生の進路にも好影響を与えてい

る。実務家教員の多くはまた、任期制教員としての任用であり、時代の先端にふれた

実業を現に行いうる制度となっている。そのことが時代にフィットした教育を可能に

している。任期制とはいえ、安定的継続的に経営管理研究科の教育に貢献している。

その安定性が修了生とのネットワークの構築に生かされている。 

 専任教員に実務家教員が多いこともひとつの特徴ではあるが、そのほかにも客員教

授として現在経済社会の第一線で活躍している多くの実務家を迎えていることも、経

営管理研究科の特徴となっている。これら客員教授は時代の先端を行く情報を学生に

提供することにより、学生に大きな刺激を与えている。 
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＜根拠資料＞ 
 資料  基礎データ P.2（Ⅱ教員組織 １．教員組織） 

 資料  基礎データ P.10 （Ⅱ教員組織 3.専任専任教員の教育・研究業績） 
 資料 3-1-10 専任教員経歴年齢一覧 
 
 

「問題点」 

関連する評価の視点： 

（１）３－１１、３－１２ 

（２）３－１４ 

 

（１）せっかくの長所である実務家教員の多さであるが、これが研究者教員との交流が必

ずしも密となっていないことがひとつの問題点である。この点は、設置後 4年を経て

徐々に交流が深まりつつあり、その点の改善の必要が意識されつつある。これはまた

客員教授との関係でも言えることであり、専任教員と客員教員の交流をさらに深める

必要がある。 

（２）これまで、欠員補充も順調に行われてきているが、その募集・任免・昇格をスムー

ズに行うためには、経営管理研究科教員のネットワークをさらに広げておく必要があ

ると思われる。昇格に当たっては全学的な規定整備の中で、従来慣行的に行われてき

た嫌いはあったが、規定整備を進めてきている。 

 

＜根拠資料＞ 
 資料 3-2-5 大学院担当資格の運用に関する経営管理研究科取扱内規 

 資料 3-5-6 経営管理研究科特別契約教員の任用・契約更新に関わる申し合わせについて 
 
 
＜今後の方策＞ 
 実務家教員と研究者教員の交流はＦＤ活動などで行われてきているとはいえ、なお十分

に深まっているとはいいがたい。この点を深めていくことが立命館大学大学院経営管理研

究科の今後の発展の礎になると考え、その交流後深めていきたい。すでに研究科長と実務

家教員、さらには客員教授との懇談がもたれており、今後この方面のいっそうの拡充を図

っていきたい。 
 教員の任免・昇格についても規定整備も進んできており、今後欠員補充をスムーズにす

るためにも、教員の社会的学界的ネットワークをいっそう広めていく方向を追求したい。 
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４．学生の受入れ 

 

＜概要＞ 

 経営管理研究科の学生の受入れ対象は、その教育理念および人材養成目標に照らして、

学部からの進学者と社会人を中心に想定しており、留学生の受入れも考慮している。 

 アドミッションポリシーには、社会人の受入れに対しては「実際のビジネス課題を有し、

問題意識を持った人材を対象に教育を行なう。」こととし、「ビジネスにおける高い問題

意識、学習意欲、キャリアプランニングの明確さなどを確認し選抜する。」こととしてい

る。一方、学部からの進学者の受入れは、「経営学や会計学に関する基礎的学力を有する

者、語学力や簿記などの特定の能力・スキルを有する者、修了後のキャリアを見据えて高

い目的意識を持つ者を積極的に受入れる。」としている。 

 また、「企業経営コース」「企業会計コース」のそれぞれにおいて、入学対象者を明確に

しつつ、その特性に応じたプログラムを設定し、適切かつ合理的な教育を実践している。

そのため、入学試験要項には入学者の条件を明示するとともに、多様な入学試験を充分な

体制により厳格に実施している。 

 

（学生の受入れ方針等） 

 

4-1 専門職学位課程制度の目的に合致し、かつ、当該経営系専門職大学院の使命・目的

および教育目標に即した学生の受け入れ方針、選抜方法および選抜手続が設定され、

それが事前に入学志願者をはじめ広く社会に公表されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

１）アドミッション・ポリシー 

 経営管理研究科では、専門職学位過程制度および研究科の使命・目的および教育目

標に即して、学生の受入れについて以下のアドミッション・ポリシーを定めている。 

 

経営管理研究科アドミッションポリシー 

 

グローバル化が進展する現代には、国際的視野とリベラルアーツを素養とするビジネス

リーダーや，プロフェッショナルが求められています。こうしたニーズに応えるため、自

ら学び続け問題解決に挑み、高度な戦略眼と実践スキルを磨きたいと願う全てのビジネス

パーソン等を入学者として受け入れます。 
本研究科では、企業経営コースと企業会計コースを設置し、志を持つ（社会に貢献する）

高度専門職業人を養成します。 
 
企業経営コースが養成する人材像 
１．高度な戦略眼と実践スキルを併せ持つビジネスリーダー。 
２．市場の探索や顧客価値創造に邁進する経営プロフェッショナル。 
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３．経営環境をリアルタイムに把握し、企業の持続的繁栄に貢献するビジネスパーソ

ン。 
 
企業会計コースが養成する人材像 
１．高い倫理観と実践スキルを有する会計士として、監査法人等で活躍するプロフェ

ッショナル。 
２．ファイナンス・会計領域において経営トップを補佐し、企業価値の向上に寄与す

る CFO。 
 
 なお、社会人および学部からの進学者で以下の受入れを方針としている。 

①社会人 

 社会人を主な対象とするプログラムは、企業経営コースの創造人材プログラム、

マーケティング・プログラム、および企業会計コースのアカウンティング＆ファイ

ナンス・プログラムである。これらは、実際のビジネス課題を有し、問題意識を持

った人材を対象に教育を行う。社会人を、「3 年以上の社会人経験（企業等での勤

務経験）を有する者」として、これを入学の条件とし、ビジネスにおける高い問題

意識、学習意欲、キャリアプランニングの明確さなどを確認し選抜する。 

②学部からの進学者 

 一方、学部からの進学者を主な対象とするプログラムは、企業経営コースの国際

経営プログラム、および、企業会計コースのアカウンティング・プログラムである。

これらは、経営学や会計学に関する基礎的学力を有する者、語学力や簿記などの特

定の能力・スキルを有する者、修了後のキャリアを見据えて高い目的意識を持つ者

を積極的に受入れる。 

 また、学卒者の受入のための具体的方策は以下のとおり記載である。 

学部からの進学者受入れにあたっては、経営系学部を中心としつつも多様な学部か

らの進学者を受け入れるが、特に以下の者への受験促進を図る。 

・ 公認会計士を目指す者 

 立命館大学は、平成 16（2004）年度公認会計士試験第 2 次試験において 40 名の

最終合格者を出しており、増加傾向である。また、公認会計士を目指す学生も年々

増加しており、経営学部を中心としつつも全学部に資格取得志望者が存在してい

る。 

学内的には、エクステンションセンターで公認会計士講座を受講している学生に進

学を呼びかけるなど、多様な取り組みを展開する。また、ホームページや新聞・雑

誌の広告など多様な媒体を活用し、説明会の開催など学外からの学生確保について

も、積極的に推進する。 

・ 外国語運用能力に秀でた者 

 立命館大学は、文学部英米文学専攻、国際関係学部、政策科学部において特に英

語を重視したカリキュラムを持っている。さらに、平成 18（2006）年度からは、経
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済学部に国際経済学科、経営学部に国際経営学科を開設する。これらの学生に対し、

各学部の協力を得て、経営管理研究科進学を呼びかけ、優秀で意欲ある学生の発掘

に努める。さらに、入学試験要項において、TOEFL や TOEIC など一定以上の語学

のスコアを持っていることを書類選考時に加味することを明記し、学内外の英語能

力に秀でた学生確保に努める。 

 

２）入学定員および選抜方法 

  入学定員は 100 名とし、各プログラムについて概ね以下の人数を想定しており、 

 選抜方法は多様な方式を用意し、アドミッション・ポリシーにマッチした志願者の 

 受験機会を保証している。 

 ① 入学定員 １００人 

   企業経営コース：創造人材プログラム              約 20 名、 

           マーケティングプログラム           約 20 名、 

           国際経営プログラム              約 15 名 

   企業会計コース：ファイナンス＆アカウンティング・プログラム  約 15 名、 

           アカウンティングプログラム          約 30 名 

 ② 選抜方法： 

・社会人の方を対象とした入試方式 

 ① 社会人入学試験 

       選考方法：書類選考、筆記試験（論述試験）、面接試験 

②企業等推薦入学試験 

       選考方法：書類選考、面接試験、小論文 

・各種資格試験の合格者を対象とした入試方式 

  ③自己推薦入学試験 

       選考方法：書類選考、面接試験 

・主に学部卒業後進学される方を対象とした入試方式 

  ④一般入学試験 

       選考方法：書類選考、筆記試験（論述試験）、面接試験 

・留学生の方を対象とした入試方式 

  ⑤外国人留学生入学試験 

       選考方法：書類選考、筆記試験、面接試験 

・立命館大学および APU に在学中の方を対象とした入試方式 

  ⑥学内進学入学試験 

       選考方法：書類選考、面接試験 

  ⑦ＡＰＵからの特別受入入学試験 

       選考方法：書類選考、面接試験 
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  ⑧飛び級入学試験 

       選考方法：書類選考、筆記試験（論述試験）、面接試験 

３）入学試験に関する広報 

 アドミッションポリシーおよび入学対象者の条件ならびに選抜方法・選抜手続きは

入試要項に全て記載され、希望者に配布するとともに、ホームページに掲載し広く社

会に公表している。また、2008年度実績で年間38回におよぶ入試説明会を実施し、丁

寧な説明を行い、質疑に応答している。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-1 2009 年度経営管理研究科入学試験要項 

              （P.1 アドミッションポリシー、P.3～ 入試要項） 

 資料 4-1-1 入学試験案内ウェブページ（P.1-29） 

 

4-2 入学者選抜にあたっては、受け入れ方針・選抜基準・選抜方法に適った学生を的確

かつ客観的な評価によって受け入れているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 社会人、学部卒者ともに、明快なキャリア意識を持った人材を、アドミッションポ

リシーの核として置いている経営管理研究科では、実施するすべての入学試験におい

て、書類審査ならびに面接試験を課している。書類審査では、キャリアプランニング

シートを志願者に記入させているが、そこでは、学生時代や、社会人として携わった

経験の詳細と、そこから学んだ点について記載を求めている。さらに本研究科で学ぶ

目的と、そのキャリア形成上の意味を問い、また、修了後の計画についても記載を求

めている。 

 また、面接試験でもキャリアプランニングシート等をもとに、面接を行なうが、面

接票には、②本研究科を志望した理由・動機・問題意識③大学院での研究課題と計画

④終了後の計画と進路・分野、目標について、評価する項目を作成している。 

 さらに、自己推薦入学試験は、社会人・学部卒者ともに対象となる入学試験である

が、日商簿記検定１級合格者、税理士試験の税法・会計学科目の科目合格者、公認会計士

短答式試験合格者、米国公認会計士２科目以上の合格者、ＴＯＥＩＣ６５０点・ＴＯＥＦ

Ｌ５２０点取得者、不動産鑑定士試験論述式試験合格者、司法試験短答式試験合格に必要

な成績を得たものもしくは旧司法試験短答式合格者、証券アナリスト第２次レベル試験合

格者、中小企業診断士第２次試験筆記試験において口述試験を受験する資格を得た者、社

会保険労務士試験合格者、CFP資格審査試験合格者、グローバルCFO資格もしくはプロフェ

ッショナル CFO 資格取得者、のような各種資格試験等の合格者を対象とした推薦入学試

験である。これは、一定の能力・スキルを持つものや、ビジネスにおける高い問題意
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識、学習意欲、キャリアプランニングの明確さに対応する入学試験と位置づけてい

る。 

また、社会人入学試験、一般入学試験、外国人留学生入学試験、飛び級入学試験におい

ては、筆記試験を、企業等推薦入学試験においては小論文試験を行なっている。 

筆記試験・小論文試験の試験問題は、教授会にて選出された出題委員が、作題を担当し

ている。作成された問題は、出題委員会において、入学志願者の判断力、思考力、分析力、

表現力等が十分に評価できる問題であるか検討し、同時に専門職大学院としてふさわしい

水準にあるかについても確認を行なっている。 

 なお、評価の客観性を担保するために書類審査および面接の評価項目と配点基準を設け

るとともに、複数の評価者を設定している。 

 

入試方式ごとの選考方法・試験科目 

 書類選考 筆記試験 小論文試験 面接試験 

①社会人入学試験 ○ ○  ○ 

②企業等推薦入学試験 ○  ○ ○ 

③自己推薦入学試験 ○   ○ 

④一般入学試験 ○ ○  ○ 

⑤外国人留学生入学試験 ○ ○  ○ 

⑥学内進学入学試験 ○   ○ 

⑦ＡＰＵからの特別受入入学試験 ○   ○ 

⑧飛び級入学試験 ○ ○  ○ 

 
＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-1 2009 年度経営管理研究科入学試験要項（P.1-32） 

 資料 4-3-3 面接評価票 

 資料 4-3-4 書類（キャリアプラニング調書）評価票 

 

4-3 学生募集方法および入学者選抜方法は、当該経営系専門職大学院の入学資格を有す

るすべての志願者に対して、入学者選抜を受ける公正な機会を等しく確保したもの

となっているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 入学者選抜については、研究科ウェブサイトでの広報をはじめ、入試説明会を 2008

年度実績で年間で 38 回開催し、本研究科の情報提供に努めている。また、毎年１２月

に開催するシンポジウム「コトを起こすビジネスパーソン」をはじめ、一般市民に開放

した講演会、セミナーを開催し、本研究科の社会的役割や責務を周知しています。 

 また、アドミッション・ポリシーに即し、①社会人入学試験、②企業等推薦入学試

験、③自己推薦入学試験、④一般入学試験、⑤外国人留学生入学試験、⑥学内進学入
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学試験、⑦ＡＰＵからの特別受入入学試験、⑧飛び級入学試験といった多様な入学試

験において、広く多彩な方々の出願を受け付け、受験機会の豊富化に努めている。な

お、社会人の志願を考慮して、入学試験は土曜日に行っている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-1 2009 年度経営管理研究科入学試験要項（P.1-32） 

 資料 4-4-1 入試説明会・セミナー・公開授業開催案内ウェブページ 

 資料 4-4-2 2009 年度入試説明会日程 

 

4-4 入学希望者に対して、説明会や開放講座等を実施しているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、2008年度実績で学内外において年間38回の入試説明会を開催して

いる。ほかにも公開シンポジウム「コトを起こすビジネスパーソン」では、著名人を招

き、適時のテーマ設定によるシンポジウムを開催し、一般社会人に開放して好評を博

しているが、ここでも本研究科の教育内容と入学試験について紹介し、参加者やその

家族を志願に結び付けている。また、公開授業を3回開催し、延べ380名の入学志願者の

参加があった。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 4-4-2 2009 年度入試説明会日程 

 
（実施体制） 

 

4-5 入学者受け入れ方針に沿った学生の受け入れ方法が採用され、実際の入学者選抜が、

責任ある実施体制の下で、適切かつ公正に実施されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科の入学者受け入れ方針に沿った学生の受け入れ方法については 4-1で記

述したとおりである。 

 また、入学者選抜については、研究科長を入学試験実施の責任者とし、またプロフ

ェッショナルスクール事務室事務長を事務執行責任者として、独自に充分な体制を取

り、全学の入学試験執行基準に従い、綿密な計画により厳格に執行している。なお、

執行マニュアルも備え、不測の事態が発生しないよう充分に配慮している。 

 入学者の能力等の評価は、主に書類審査、筆記試験、面接試験によって行われる。 
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書類審査の審査委員、筆記試験の出題委員、面接試験の面接委員は研究科執行部会議

で選任され、合格者決定についての合否判定は、合否判定会議で審議の上、研究科教

授会において審議され決定される。 

 書類審査委員・出題委員・面接委員はいずれも教授会構成員の教員であり、責任の

所在が明確な体制が取られているとともに、審査・面接など試験執行・採点評価など

は複数の体制で行われており、恣意性や不正が生じないよう適切かつ公正に実施され

ている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-1 2009 年度経営管理研究科入学試験要項（P.1-32） 

 資料 4-3-1 大学院入試執行改善に向けた当面の具体化と課題について（P.1-5） 

 資料 4-3-2 入学試験の実施体制について（P.1-8） 

 

（多様な入学者選抜） 

 

4-6 複数の入学者選抜方法を採用している場合、各々の選抜方法の位置づけおよび関係

は適切であるか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科における入学者選抜方法はアドミッション・ポリシーにおいて詠ってい

る多様な受入れ対象者に対して最もマッチした受験機会を提供する目的で設定しており、

試験日の時期、選抜方法などがそれぞれの方式で最適になるよう配慮している。また、入

試方式によって有利・不利の関係が生じないよう適切に作題・執行・評価を行うよう配慮

している。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-1 2009 年度経営管理研究科入学試験要項 

     （P.1 アドミッションポリシー、P.3～ 入試要項） 

 

（身体に障がいのある者への配慮） 

 

4-7 身体に障がいのある者が入学試験を受験するための仕組みや体制等が整備されてい

るか。 

 

＜現状の説明＞ 

 入学試験が実施される本学の朱雀キャンパスの施設は障がい者に対応する設計がなされ
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ており、出願の段階で障がいのある者が判明した場合は、受験の対応について必要な体制

を取ると同時に準備を行うこととしている。 

 開設以来、該当者は無かったが、2010 年度入試において１名弱視の志願者があり、対応

した。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 4-3-7 入学試験実施に関わる弱視者の対応について 

 

（定員管理） 

 

4-8 経営系専門職大学院の教育にふさわしい環境を継続的に確保するために、入学定員

に対する入学者数および学生収容定員に対する在籍学生数は適正に管理されている

か。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、全学方針に基づき、入学定員に対して毎年の退学者数の平均を加

算した人数を限度に入学を許可する方針であるが、一定の学力に満たないものは、例え入

学定員を下回っても受け入れない方針である。この結果、定員充足率は設置以来、70％～

80％に留まっている。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 4-3-6 年度毎応募倍率表（P.1-4） 

 

4-9 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、または大幅に下回る状況になっている場

合、これを改善するための取組みが行われるなど、入学定員と実入学者数との関係

の適正化が図られているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科における入学者数は以下のとおりとなっており、この間の状況では入学

定員に対して７０％～８０％の入学者数で推移し、若干下回る状況となっている。 

このような状況を改善するため、今後において入試広報の充実とプログラム別の受入れ対

象者の見直しなどにより定員充足に向けて適正化を図っていく。 

 

 

 

入学者数の推移 
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 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

入学定員 100 100 100 100

入学者合計 79 70 72 68

比率 79％ 70％ 72％ 68%

 

＜根拠資料＞ 

 資料  基礎データ 表５ 

 

（入学者選抜方法の検証） 

 

4-10 学生の受け入れ方針・選抜基準・選抜方法等の学生受け入れのあり方について、継

続的に検証する組織体制・仕組みが確立されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科にでは、学生の受け入れ方針・選抜基準・選抜方法等の学生受け入れの

あり方について、教授会および執行部会議において継続的に検証している。 

 具体的には入試担当副学部長を委員長とした入試委員会から、当該年度の入学試験が終

了した段階で、志願者・入試合格者の統計資料などを用いて分析結果を教授会において報

告し、次年度入試の学生の受け入れ方針・選抜基準・選抜方法等の学生受け入れのあり方

について検証を行い、それを基に次年度入試企画を策定し、再度、教授会において審議決

定していく仕組みが確立されている。 

 

＜根拠資料＞ 

  7-4-2 経営管理研究科執行部会議議案 
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【点検・評価】 

 

「長所」 

関連する評価の視点： 

（１）４－１ 

（２）４－２、４－３ 

 

（１）経営管理研究科では、専門職学位課程制度の目的に合致し、かつ、当該経営系専門

職大学院の使命・目的および教育目標に即した学生の受け入れ方針、選抜方法およ

び選抜手続が設定され、それが事前に入学志願者をはじめ広く社会に公表してい

る。 

（２）入学選抜にあたっては、出題・試験執行・評価のどの段階においても責任ある教員

の複数体制、評価項目・基準の明確化などにより客観性を担保している。 

 また、当該経営系専門職大学院の入学資格を有するすべての志願者に対して、入

学者選抜を受ける公正な機会を等しく確保したものとなっている。それぞれの選抜

方法の受入れ対象者に最適の受験機会を提供するという位置づけであり、特定の入

試方式について有利・不利の無いよう、適切な関係である。さらには学生の受け入

れ方針・選抜基準・選抜方法等の学生受け入れのあり方について、継続的に検証す

る組織体制・仕組みが確立されている 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 1-1-1 2009 年度経営管理研究科入学試験要項 

              （P.1 アドミッションポリシー、P.3～ 入試要項） 

 資料 4-1-1 入学試験案内ウェブページ 

 資料 4-4-1 入試説明会・セミナー・公開授業開催案内ウェブページ 

 資料 4-4-2 2009 年度入試説明会日程 

 

 

「問題点および今後の方策」 

 

関連する評価の視点： 

（１）４－９ 

 

（１）入学定員１００名に対して開設以来、定員充足できず、７０％～８０％の充足率に

留まっている。この間の厳しい経済情勢により関西圏における社会人志願者の確保が

極めて厳しい状況にあることが一因であると考えているが、設置時に想定していた職

種・企業からの志願者を得られていないことから、社会人学生の志願動向を再調査し、
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学部進学者の志願動向も合わせて分析するなかで、入試政策の転換をはかり、優位な

教育内容と教員体制のもとでの定員充足をはかりたい。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 8-3-1 経営管理研究科 2012 年度カリキュラム改革に向けた取り組みについて 

  資料 6-4-10 大阪オフィスおよびアカデメイア＠大阪の富国生命ビルへの移転の 

        進捗および名称変更について 

  資料 4-4-3  経営管理研究科における企業等推薦入学試験の拡充について 

  資料 4-4-4  ファイナンス＆アカウンティング・プログラムにおけるストレート 

        マスター（学部進学者）の受入れについて 
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５．学生生活 

 

＜概要＞ 

 経営管理研究科では、学生が学習・研究・進路決定などの目標を達成できるよう、丁寧

な指導の工夫をしており、入学時のオリエンテーションとして、就学ガイダンス（研究科

での学修についてのガイダンス）、履修ガイダンス（受講登録等の手続に関わるガイダンス）、

情報リテラシーガイダンス（オンラインデータベース等の利用についてのガイダンス）、図

書館ガイダンス等の各種ガイダンスを実施している。また、それぞれの大学院生にアカデ

ミックアドバイザーとして教員が履修について個人面談を行なっている。さらに、このア

カデミックアドバイザー面談のなかで、大学院生の研究テーマと専門領域の近い教員を研

究指導教員候補として紹介し、その後当該教員との面接を経て、研究指導教員を決定して

いる。従って、事実上１回生の秋には研究指導教員が確定し、論文（課題研究論文）指導

を開始している。 
 また、その他の生活面においても、研究科の教職員がキャリアセンター、学生センター、

保健センター、エクステンションセンターなどの学内組織と密接に連携し、進路、奨学金、

心身の健康、資格取得対策など多方面にわたって支援を行っている。 
 

 

（支援・指導体制の確立） 

 

5-1 学生生活に関する支援・指導体制が確立しているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科の事務室機能を担うプロフェッショナルスクール事務室には、研究科担

当の職員が専任職員３名（うち事務長１名は他研究科兼務）、契約職員２名、派遣職員１

名が本研究科専属として勤務しており、窓口での様々な相談に対応している。また、学生

オフィスより奨学金およびカウンセリング受付担当として、派遣職員１名が常駐しており、

学生の相談体制をとっている。また、学生サポートルームが朱雀キャンパスの７階に設置

されており、カウンセラーによる面談により学生生活上のサポートをおこなっている。 

 さらに、経営管理研究科の専任教員から学生主事（兼ハラスメント相談員）1名が選任さ

れており、教育上の重要な相談事項、ハラスメントに関わる相談事項の対応を行っている。 

 このように、教員と職員が連携し、さらには学生サポートルームなどの他セクションと

も連携し、学生生活に関する支援・指導体制を確立している。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 2-1-1 入学オリエンテーション資料 
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  資料 5-2-2 立命館大学ハラスメント相談の手引き 
  資料 5-2-3 ハラスメント防止委員会ウェブサイト 

  資料 5-1-3 経営管理研究科懇談会報告 

  資料 6-4-1 プロフェッショナルスクール事務室要員一覧 
 
（学生の心身の健康の保持） 

 

5-2 学生の心身の健康を保持・増進するための適切な相談・支援体制が整備されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、全学部・全研究科の学生の心身の健康を保持・増進するための適切な

相談・支援を行うため、診療所機能をもつ保健センターおよびサポートルームを設置して

いる。経営管理研究科の基本施設がある朱雀キャンパスでは、７階に保健センターおよび

学生サポートルームを設置し、保健センターには医師が、学生サポートルームにはカウン

セラーが常駐し恒常的に対応している。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 5-1-1 サポートルームリーフレット 

  資料 5-1-2 保健センター健康ハンドブック 
 
（各種ハラスメントへの対応） 

 

5-3 各種ハラスメントに関する規定および相談体制が適切に整備され、それが学生に周知

されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 院生の各種ハラスメントの相談については、経営管理研究科教授会メンバーである専任

教員からハラスメント相談員を 1 名選任するとともに、経営管理研究科の事務室機能であ

るプロフェッショナルスクール事務室の専任職員からも 2 名のハラスメント相談員を任命

し、相談にあたっている。また相談員への直接相談のほか、メールや電話での相談受付も

行っている。各相談員には、通常のメールアドレスとは別に相談受付専用のメールアドレ

スが割り当てられている。 

なお、ハラスメントに関わる相談の方法、相談員の情報などはリーフレットやホームペ

ージによって学生に周知されており、相談が寄せられている。相談対応が適切に機能して

いるといえる。 
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 また、立命館大学の全学的組織としてハラスメント防止委員会が設置されており、ハラ

スメント防止ガイドラインの制定や日常的なハラスメント案件の調査や防止に向けた研修

会の開催などを行っている。（2009 年度は、相談員向けのガイダンスおよび研修会が 2回、

一般教職員向けの研修会が 11回、学内において開催されている。） 

 このように、立命館大学では、各種ハラスメントに関する相談体制が適切に整備され、

それが学生に周知されており、相談対応などが機能している。全学的組織が設置され、防

止ガイドラインなどが制定されている一方で、教職員懲戒規程などの関連規程の整備が遅

れている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 5-3-1 ハラスメント防止リーフレット（中国語版・韓国語版） 

  資料 5-3-2 ハラスメント防止ガイドライン 

  資料 5-3-3 ハラスメント相談員用ガイダンス 
 
（学生への経済的支援） 

 

5-4 奨学金その他学生への経済的支援についての適切な相談・支援体制が整備されている

か。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、プロフェッショナルスクール事務室において担当職員の配置によ

る相談・支援体制を整備し、学生への経済的支援について適切な相談・支援を行っている。

その支援の具体例として、入学時に学卒者に対しては、経営大学院奨励奨学金を、社会人

については、経営大学院社会人特別奨学金（ともに、学費減免型の給付奨学金）を独自に

設定し、2008 年度にはそれぞれ１６名、５名（合格者合計８６名）に支給を決定した。 

更に２回生進級時には、これも学費減免型の給付奨学金である、経営管理研究科育英奨

学金を２回生在学者の３３％の枠を設けている。2009 年度入学者からは、新たに、初年度

学費のうち、単位制授業料２５単位分（修了要件の半分）に相当する学費減免型の給付奨

学金を設け、２名（合格者合計８６名）への給付を決定した。 
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奨学金制度一覧 

対象 制度 金額など 

学卒者 経営大学院奨励奨学金
当該年度の固定授業料相当額 

審査により 2年間受給可能 

社会人特別奨学金 300,000 円 
ビジネスパーソン

(社会人) 
厚生労働省 

教育訓練給付金制度 
100,000 円 

 

 さらに、日本学生支援機構の奨学金についても、予約採用・年度途中の採用のいずれに

も、対応している。その他、民間奨学金財団の奨学金についても、研究科内での選考の上、

大学院全体として、応募している。2007 年度には、本研究科院生が電通育英会奨学財団に

採用された。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 5-3-1 経営管理研究科奨励奨学金規程 

  資料 5-3-2 経営管理研究科育英奨学金規程 

  資料 5-3-3 経営管理研究科社会人奨励奨学金規程 

  資料 5-3-4 各種奨学金の適用者 

  資料 5-3-5 日本学生支援機構奨学金採用案内・採用者リスト 

  資料 5-3-6 留学生春期・秋期募集案内・採用者リスト 

  資料 5-3-7 教育ローンのご案内 

  資料 1-1-1 2010 年度経営管理研究科入学試験要項（P.30） 

 
（キャリア教育の開発と推進） 

 

5-5 学生の課程修了後を見越したキャリア教育開発とともに適切な助言・指導の体制が整

備されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、｢ビジネスの発見と創造｣という教学理念を掲げ、高度な戦略眼と

実践スキルを有する経営プロフェッショナルの養成を実践している。各課題研究論文の指

導教員が、各学生の将来のキャリアプランに沿って、課程修了後を見越したキャリア形成

に関する適切な助言・指導を個別に行っている。とりわけ、実務家教員からは実体験に基

づくよりリアルな指導がなされていると考える。 

なお学生に対する指導状況は、教授会で情報を共有し、指導方法などの意見交換を行っ

ている。これらの情報を各指導教員が個別学生に対する指導にフィードバックすることに
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より、研究指導やキャリア支援の取り組みを、組織的に実践できるような体制を構築して

いる。 

また、2009 年度には、経営管理研究科独自のキャリア教育プログラムを新たに開発・開

講し、課外として受講機会を設けた。このキャリア教育プログラムは、人材ビジネスに関

する専門家によるセミナーと、個別カウンセリングによって構成されている。このプログ

ラムは、夏期休暇中に 3日間に渡って開講され、１回生の 25％が受講した。(またこのプロ

グラムのフォローアップ研修として、12 月に希望者に対する個別カウンセリングの機会を

設けた。) 

 また就職活動支援のための新たな取り組みとして、2009 年度からはキャリアセンターＨ

Ｐの更新情報を、研究科所属学生に対して週 1 回メールで通知する取り組みを開始し、支

援体制の整備向上に恒常的に取り組んでいる。 

 さらには、キャリアセンターが実施している全研究科の学生を対象としたキャリアセミ

ナーやトレーニングプログラムなどとも連携を取っている。 

 このように、経営管理研究科では、研究科の使命・目的および教育目標に照らして、課

題研究論文の指導教員やアカデミックアドバイザーを中心に研究科教授会として、学生の

課程修了後を見越したキャリア形成に関する適切な助言・指導体制を整備している。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 5-4-1 キャリアオフィス主催進路就職ガイダンスチラシ 

  資料 5-4-2 経営管理研究科院生のためキャリアセミナー・キャリアコーチング資料 

  資料 5-4-3 キャリアオフィスウェブサイト 
 

（進路についての相談体制） 

 

5-6 学生の進路選択に関わる相談・支援体制が適切に整備されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、進路･就職の専門部署としてキャリアセンターが全学部・研究科の学生

に対するサポートを担っている。同センターの主な窓口は、衣笠キャンパスおよび、びわ

こくさつ(ＢＫＣ)キャンパスの両キャンパスであるが、朱雀キャンパスに所属する本研究

科の大学院生も、プロフェッショナルスクール事務室を通じて、すべてのサービスを等し

く利用することができる。また本研究科所属学生は、社会人が多く、夜間での対応を行な

うことが不可欠である。そのため、衣笠･ＢＫＣキャンパスのほかアカデメイア＠大阪にも、

キャリアセンターの相談窓口を常設し、学生からの各種相談を受け付けている。 

 具体的な大学院生のキャリア支援の取り組みとしては、まず入学前プログラムとして、

大学院での研究を活かしたキャリア開発をサポートする「キャリアデザインプログラム」



 90

を用意している。その他に朱雀キャンパスにおいて、年 2回(6月･11 月)のキャリアガイダ

ンスを実施している。さらに毎年秋には就活フェアとして、さまざまなスキル獲得のため

のガイダンスを実施している。 

 また、研究科の設置科目には、「インターンシップ」が置かれ、就業体験を通じた学び

を提供している。特に会計専門職を目指す学生向けに監査法人インターンシップも提供し、

監査法人の業務についても体験を可能にしている。インターンシップの提携先として、2010

年度からは監査法人以外の組織が加わることが決定している。これにより,一層幅広いキャ

リア支援が可能になるといえる。 

 このように、経営管理研究科においては、キャリアセンターと緊密な連携により、学生

の進路選択に関わる相談・支援体制が適切に整備されている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 5-4-1 キャリアオフィス主催進路就職ガイダンスチラシ 

  資料 5-4-2 経営管理研究科院生のためキャリアセミナー・キャリアコーチング資料 

  資料 5-4-3 キャリアオフィスウェブサイト 
 

（身体に障がいのある者への配慮） 

 

5-7 身体に障がいのある者を受け入れるための適切な支援体制が整備されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、障害学生支援室を設け、身体に障害のある学生・教職員の支援を行っ

ている。入学試験要項上に「身体に障がいのある場合の受験について」のページを設け、

身体の障害のある者の入学試験実施上の配慮について周知しているが、現時点で経営管理

研究科には対象者が在籍していない。しかし、本研究科と同じキャンパスに設置している

法科大学院では、肢体に障害を持つ学生が学んでおり、そのためのすでに支援を行なって

いる。 

 従って、経営管理研究科では、身体の障害のある者に対して、受験機会を保障し、施設

設備の整備をはじめとした支援体制を整備している。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 1-1-1 入学試験要項 

  資料 5-5-1 障害学生支援室ウェブサイトプリントアウト 

 

（留学生、社会人への配慮） 
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5-8 留学生、社会人学生等を受け入れるための適切な支援体制が整備されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科には、2009年度 現在16名の留学生と77名の社会人学生が在籍している。 

(設置 4年での延べ人数は、それぞれ 29名。154 名である。) 

 経営管理研究科の事務室機能を担うプロフェッショナルスクール事務室には、研究科担

当の職員が専任職員３名（うち事務長１名は他研究科兼務）、契約職員２名、派遣職員１

名が本研究科専属として勤務しており、そのほか学生オフィスより奨学金およびカウンセ

リング受付担当として、派遣職員１名が常駐しており、必要に応じて、教務事務、学生相

談対応と同様に、留学生・社会人学生等受入れの支援を行っている。 

社会人学生の支援は、専任職員を中心に対応するよう配慮している。朱雀キャンパスお

よびアカデメイア＠大阪では、平日夜間 22時まで事務職員が常駐している。また社会人学

生の利用が多いアカデメイア＠大阪では、このほかに 土日の 9：00～17：00 も職員が常駐

対応している。 

留学生サポートに関しては、プロフェッショナルスクール事務室の職員が、国際部の各

課と連携して行っている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 5-1-4. 立命館大学外国人留学生ハンドブック 

 
（支援・指導体制の改善） 

 

5-9 学生生活に関する支援・指導体制を継続的に検証する仕組みが確立されているか。ま

た、その向上に向けて必要な改善が行われているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 学習に関する支援体制としては、研究指導が開始されるまでの１回生前期には＜概要＞

で述べたアカデミックアドバイザー制度が，研究指導が実質的にスタートする 1 回生後期

以降は研究指導担当教員が，それぞれ中心的役割を果たす。また課題研究論文の作成に関

しては、2回生進級時に課題研究論文作成ガイダンスを開催し，論文の質の向上に対して組
織的な取り組みを行なっている。 

 立命館大学では、学生の自治活動を尊重し、教育環境、教育内容、学生支援などに関し

て、学生の意見を管理運営に反映するため、各研究科において、「院生懇談会」を制度的に

運用している。これは、年間を通じて数回、研究科長、副研究科長をはじめとする研究科

執行部の教員と事務責任者の事務長が院生の代表と懇談し、教育内容、学生支援などに関

して要望の聴取や、意見交換をする制度である。 
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 懇談された内容をもとに必要に応じて改善措置を講じており、そのプロセスを通じて、

院生の学生生活に関する支援・指導体制を継続的に検証し、その都度、改善を行っている。 

 また、学生生活に関する支援機能を担うプロフェッショナルスクール事務室では、毎週

半日を割いて専任職員と契約職員が出席する業務会議を開催しており、その中で 1 週間内

に行った支援業務に関して問題・課題があった場合には内容を共有のうえ善後策を協議し、

支援業務の改善に繋げている。 

 このように、院生懇談会と事務室業務会議において、学生生活に関する支援・指導体制

を継続的に検証する仕組みが確立されており、必要な改善を恒常的に行っている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 5-1-3 経営管理研究科懇談会報告 
 
【点検・評価】 

 
「長所」 

関連する評価の視点： 

（１）５－１ 

（２）５－４ 

（３）５－５、５－６ 

（４）５－９ 

 
（１）経営管理研究科においては、執行部会議や研究科長・副研究科長で構成される三役

会において教員と職員が学生の状況について情報共有を行うとともに問題・課題を

協議し、学生を支援・指導する体制を整えている。加えて、学生オフィスとの連携

により事件・自己の対応を行ったり、学生サポートルームと連携して学生のメンタ

ルヘルスをケアするなどの他部署とも連携し、学生生活に関する支援・指導体制を

確立している。 

（２）立命館大学では１０億円以上の奨学金予算を確保し、学生センターが奨学金業務を

所管するなかで研究科事務室と連携し、学生に対する経済的支援を行う体制と制度

を確立している。 

（３）経営管理研究科では、研究科の使命・目的および教育目標に照らして、アカデミッ

ク・アドバイザーや課題研究論文の指導教員を中心に、学生の課程修了後を見越した

キャリア形成に関する適切な助言・指導体制を整備している。また、屈指の体制とサ

ービス内容を誇るキャリアセンターと密接な連携により、学生の進路選択に関わる相

談・支援体制が適切に整備されていると考える。 

（４）経営管理研究科では、院生との懇談会において学生と教員・事務職員が直接懇談し、
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学生生活上の問題・課題を共有し真摯に協議することによって、院生と教職員が共

同して院生全体の学生生活を支えるシステムを有している。また、事務室業務会議

において、学生生活に関する支援・指導体制を継続的に検証する仕組みが確立され

ており、必要な改善を恒常的に行い、学生生活に関する支援・指導体制を継続的に

検証する仕組みが確立されており、その向上に向けて必要な改善が行われている。 

 
＜根拠資料＞ 

  資料 5-1-3 経営管理研究科懇談会報告 
  資料 5-2-2 立命館大学ハラスメント相談の手引き 

  資料 5-1-1 サポートルームリーフレット 

  資料 5-4-3 キャリアオフィスウェブサイト 

  資料 5-3-1 経営管理研究科奨励奨学金規程 

  資料 5-3-2 経営管理研究科育英奨学金規程 

  資料 5-3-3 経営管理研究科社会人奨励奨学金規程 

  資料 5-3-4 各種奨学金の適用者 

 
「問題点と今後の方策」 
関連する評価の視点： 

（１）５－３ 

 
（１）立命館大学では、各種ハラスメントに関する相談体制が適切に整備され、それが学

生に周知されており、相談対応などが機能している。全学的組織が設置され、防止ガ

イドラインなどが制定されている一方で、ハラスメント防止委員会に学内の専門家委

員が任用されておらず、ハラスメント防止委員会に直接提訴しなかった場合の調査・

審議の手続きや教職員懲戒規程などの関連規程の整備が遅れている。今後、教職員と

学生との関係で発生するハラスメント相当事案に関わる統一的な手続きや教職員懲

戒規程などを制定し、問題に迅速かつ正しく対処できるよう関連制度の整備を行う。 

 
＜根拠資料＞ 

  資料 5-3-2 ハラスメント防止ガイドライン 

  資料 5-3-3 ハラスメント相談員用ガイダンス 
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６．教育研究環境の整備 

 

＜概要＞ 

 経営管理研究科は立命館大学朱雀キャンパスを本拠としており、大学院生向けの専用施

設としてセミナールーム 3 室、ゼミ室 3 室、院生共同研究室、オープンパソコンルームの

ほか 1人１机の自習室を整備するとともに、共用施設として大講義室、図書館、ラウンジ、

レストランなどを整備している。また、教員向けの専用施設として個人研究室、教員共同

研究室、会議室、学部長室（教員執行部室）などを有している。 

 また、社会人を対象としたプログラムの実施拠点と位置づけられるアカデメイア＠大阪

においても、教室７室、演習室 3 室、情報語学室 1 室、図書室・ラウンジ、事務室が設置

されている。 

 一方、サポート体制として、事務室を設置し、担当職員を朱雀キャンパスに 6 名、アカ

デメイア＠大阪に 2名配置し、教員および院生の教育研究活動を支援している。 

 また、これらの運用にあたっては、院生懇談会を組織し、恒常的に院生の要望を取り入

れ改善を行うとともに、適切な管理を行い、教員および院生の教育研究活動に資している。 

 

（人的支援体制の整備） 

 

6-1 経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標に沿った優れた人材を育成するため

に、教務・技能・事務職員等の教育研究に資する人的な補助体制が適切に整備されて

いるか。 

 

＜現状の説明＞ 

経営管理研究科では法務研究科、公務研究科と３研究科の管理運営および教育研究に資す

る人的補助体制としてプロフェッショナルスクール事務室を設けており，そこに担当職員

を配置している。朱雀キャンパスでは，経営管理研究科担当職員は専任職員３名（うち事

務長は他研究科を兼務），契約職員２名，派遣職員１名を配置しており，大阪キャンパス

では契約職員２名（うち１名は専門職）、派遣職員２名を配置し，研究科の教育・研究の

円滑な遂行を支えている。 

主要業務は、①教学関連業務、②学籍関連業務、③奨学金関連業務、④志願者確保関連業

務、⑤入試関連業務、⑥経営管理研究科管理運営業務である。（詳細は資料 7-1-5 プロフ

ェッショナルスクール事務室業務一覧を参照） 

 このほかに図書館の管理運営に関わっては｢図書館サービス課」、情報システムおよび情

報演習室などの技術的サポートに関しては「情報システム課」がそれぞれ担当職員を常駐

させ、学生および教員の教育研究活動に関する支援・補助を行っている。 

 このように、経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標に沿った優れた人材を育
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成するために、教務・技能・事務職員等の教育研究に資する人的な補助体制が適切に整備

している。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 6-4-1 プロフェッショナルスクール事務室要員一覧 

  資料 6-4-2 学校法人立命館館則 

  資料 7-1-5 プロフェッショナルスクール事務室業務一覧 

 

6-2 ティーチングアシスタント制度等、教育効果を上げるための制度が十分に整備されて

いるか。 

 

＜現状の説明＞ 

 本研究科における教育指導上での特徴である「アカデミック・アドバイザー」の教員が

学生個人毎に学修指導を行っている。これは、学生個人の過去の学習暦や知識などに応じ

て、研究科開設科目の履修に備えさせるものであり、導入教育から課題研究論文の執筆に

至るまで、一人の教員が一環して行うことで教育効果を発揮している。 

 また、立命館大学では、教育効果を向上させる全学的な制度としてティーチングアシス

タント（ＴＡ）制度を有しており、ＴＡの雇用、スキル担保のための研修会開催、予算措

置、教育効果の検証などを統一的に行っている。各学部・研究科では大規模講義や演習を

中心にこの制度を活用してＴＡを雇用し、教育効果を上げている。従って、経営管理研究

科においても必要に応じてこの制度を活用することが可能である。しかし、現状として経

営管理研究科においては、少人数の授業運営がなされているため、ＴＡ制度を活用する場

面が少ない。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 1-1-3 2009 年度履修要項 

         （P.19 １．履修登録とアカデミック・アドバイザー制度について） 

  資料 6-4-4 ティーチングアシスタントに関するガイドライン 

 

（教育形態に即した施設・設備） 

 

6-3 講義室、演習室その他の施設・設備が、経営系専門職学位課程の規模および教育形態

に応じ、適切に整備されているか。（「専門職」第 17 条） 

 

＜現状の説明＞ 

（１）朱雀キャンパス 
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 経営管理研究科の本拠である、朱雀キャンパスでは、経営管理研究科は主に３階の教室

を公務研究科と共に利用している。３階には教室が５室、演習室が８室あり、７２名収容

の教室が１室、７０名収容の教室が１室、４８名収容の教室が３室、演習室は 20 名収容の

教室が 5 室、６名収容の教室が３室整備されている。そのほか４５名収容の情報処理演習

室を整備している。２階の教室は、原則として法科大学院が利用していますが、必要があ

れば、利用可能であり、１１０名収容の教室が１室、７０名収容の教室が２室、６１名収

容の教室（法廷教室）が１室、４０名収容の教室が６室整備されている。さらに３研究科

共用の施設として４５０名収容の大講義室（ホール）がある。 

図書館は、朱雀キャンパスに独自の朱雀リサーチライブラリーを設置している。また、

衣笠図書館、BKC メディアライブラリー、BKC メディアセンターの書籍を翌日には取り寄せ

て利用できる。 

事務室は朱雀キャンパス１階に、朱雀キャンパスにて開講している３研究科合同の事務

室としてプロフェッショナルスクール事務室をおいている。 

このほか、ラウンジやレストラン、文房具・書籍などの購買施設があり、自由に利用で

きる。 

（２）アカデメイア＠大阪 

 一方サテライトキャンパスである、アカデメイア＠大阪には、９０名収容の教室が１室、

４８名収容の教室が１室、４６名収容の教室が１室、３０名収容の教室が２室、２８名収

容の教室が１室、２５名収容の教室が１室整備している。演習室は１４名収容の教室が３

室あり、そのほか１６名収容の情報語学室が１室設置されている。また、小規模ではある

が、ラウンジと図書室も整備しており、図書の取り寄せサービスも朱雀キャンパス同様に

受けることができる。 

 このように、文部科学省専門職大学院設置基準第 17条に規程されている専門職学位課程

の規模および教育形態に応じた、必要充分な講義室、演習室その他の施設・設備が整備さ

れている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 基礎データ 表８   

  資料 6-3-1 朱雀キャンパス１～３、５階図面 

  資料 6-3-2 アカデメイア＠大阪、２，３，６，７階図面 

 

（学生用スペース） 

 

6-4 学生が自由に学習できる自習室および学生相互の交流のためのラウンジ等の環境が

十分に整備され、効果的に利用されているか。  
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＜現状の説明＞ 

 朱雀キャンパスの３階に自習室を設置しており、経営管理研究科院生専用のキャレルを

１１１席用意している。主に朱雀キャンパスにて開講している、アカウンティング・プロ

グラム、国際経営プログラムの学生（１００名）について全員が利用できるスペースとな

っており、利用時間については、７時～２２時３０分であるが、時間外利用届けの提出に

より２４時３０分までの利用を認めている。 

 自習室の利用状況は早朝から深夜まで多くの院生が活用しており、学習環境として院生

の評価が高い。 

 また、学生相互の交流スペースとしてラウンジと共同利用研究室が整備されている。さ

らに、必要に応じて事前申請を行うことによって、未使用の教室の使用も許可している。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 6-3-1 朱雀キャンパス１～３、５階図面 

 

（研究室等の整備） 

 

6-5 専任教員の個別研究室の整備等、十分な教育研究環境が用意されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

教員の研究室は、専任教員のうち５名が朱雀キャンパスに、５名がびわこくさつキャン

パスに一人１室の研究室を置いている。残りの１２名については、２名１室の基準で、朱

雀キャンパスに６室の研究室を利用している。この場合、出講日などにより組み合わせる

ことによって、実質的に 1名で利用できるよう配慮している。なお、研究室には机、椅子、

書架、電話、情報コンセントなどを２セット設備している。また、びわこくさつキャンパ

スに研究室を置く教員や、客員教員には別に教員共同研究室を置き、研究や院生指導に利

用している。また、非常勤講師の控え室はプロフェッショナルスクール事務室に設置して

いる。そのほか、パソコン、コピー機、印刷機などを設置し、研究や授業準備にしようを

来たさないよう、必要充分な設備を整備している。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 6-3-1 朱雀キャンパス１～３、５階図面 

 

（情報関連設備および人的体制） 

 

6-6 学生の学習および教員の教育研究のために必要な情報インフラストラクチャーおよ

びそれを支援する人的体制が適切に整備されているか。  
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＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、以下のとおり、教育研究に必要な情報機器および付帯設備を整備

している。 

（１）朱雀キャンパス 

 ここでは、教室、朱雀マルチメディアルーム、そのほかについて整備状況を示す。 

３階の教室については、５室の教室すべてで、マイク、プロジェクター、スクリーン、

ＰＣ、ＣＤ／ＤＶＤ／ＶＨＳビデオ再生装置、ＯＨＣ（教材提示装置）、ＲＧＢ入力端子

を備えており、そのほか８室の演習室のうち、20 名収容の５室については、スクリーンが

設置され、プロフェッショナルスクール事務室に配置されている、ノート型ＰＣ・プロジ

ェクターを持ち込み、映写することが可能である。 

４５名収容の情報処理演習室には、それぞれにＰＣを１台づつ配置し、さらに供託ＰＣ

の画面を写すことのできる液晶ディスプレイを、２人に１台ずつ配置しており、学内サー

バーのサービスや統計ソフトなどが使用できるようになっている。２階の教室も１０室あ

る講義室のすべてにマイク、プロジェクター、スクリーン、ＰＣ、ＣＤ／ＤＶＤ／ＶＨＳ

ビデオ再生装置、ＯＨＣ（教材提示装置）、ＲＧＢ入力端子を設置している。 

朱雀マルチメディアルームは経営管理研究科および公務研究科の大学院生共通のＰＣが

設置された部屋であり、ＰＣ２０台およびプリンター２台が設置され、いつでも利用可能

である。 

また、朱雀リサーチライブラリーには、図書館蔵書検索用端末３台、オンラインデータ

ベース閲覧用端末６台、LAN 対応 DVD 閲覧用端末２台、スタンドアローン端末１台が設置さ

れている。 

加えて朱雀キャンパスのすべてのフロアで、個人のノートパソコンを利用して館内でイ

ンターネットが出来るよう、無線 LAN 環境が整備されている。 

 

（２）アカデメイア＠大阪 

アカデメイア＠大阪においては、６Ａ、７Ｃ教室ではマイク、大型（リアプロ）モニタ

ー２台、プロジェクター、スクリーン、ＰＣ、ＤＶＤ／ＶＨＳビデオ再生装置、ＴＶ、Ｏ

ＨＣ（教材提示装置）、ＲＧＢ入力端子を備えている。２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、の各教室でも

マイク、プロジェクター、スクリーン、（２Ａにはプラズマモニター２台も）、ＰＣ、Ｄ

ＶＤ／ＶＨＳビデオ再生装置、ＴＶ、ＯＨＣ（教材提示装置）、ＲＧＢ入力端子を備えて

いる。７Ａ、７Ｂでは、マイク、プラズマモニター（７Ａ１台、７Ｂ４台）、ＰＣ、ＤＶ

Ｄ／ＶＨＳビデオ再生装置、ＴＶ、ＯＨＣ（教材提示装置）、ＲＧＢ入力端子を備えてい

る。３Ａ教室には、プラズマモニター、スクリーン、ＰＣ、ＯＨＣ（教材提示装置）、Ｄ

ＶＤ／ＶＨＳビデオ再生装置を設置している。３Ｂ、３Ｅ、３Ｆにはスクリーンを設置し、
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事務室に配置されているノート型ＰＣ・プロジェクターを持ち込み、映写することが可能

である。 

 

（３）情報関連設備のサポート体制 

 朱雀キャンパスにおいては、上記に記した情報機器および付帯設備に関して利用上の技

術的サポートを行うため、情報システム課が契約した技術者が 2 名（繁忙期は 3 名）が常

駐している。 

 

＜点検・評価＞ 

 経営管理研究科では、現状説明のとおり、学生の学習および教員の教育研究のために必

要な情報インフラストラクチャーおよびそれを支援する人的体制が適切に整備している。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 6-4-7 朱雀キャンパス設備一覧 

  資料 6-4-8 アカデメイア＠大阪設備一覧 

  資料 6-4-12 朱雀リサーチライブラリー入館者統計 

 

（施設・設備の維持・充実） 

 

6-7 施設・設備が適切に維持され、また教育研究内容、社会状況等の変化に合わせて、施

設・設備が整備されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、施設・設備の維持管理および教育研究内容、社会状況等の変化に応じ

た改修・整備に関して財務部管財課が所管しており、全学基準での管理運営が行われてい

る。施設の維持管理は契約会社により日常的に行われており、教室などの運用に支障を来

たすことは無い。また、設備の維持管理については授業運営などに支障を来たさないよう、

必要に応じて保守契約を結び、保守点検を行いトラブル防止対策を講じている。 

 教育内容や状況変化に対応した施設・設備整備については、緊急の場合は調達稟議決済

により行われ、計画的な整備に関しては年 1 回の管財課ヒアリングや事業計画に伴う稟議

によって整備している。 

 さらに、院生懇談会において出される学生からの施設・設備改善要求についても、必要

性を協議し、対応している。 

 このように、経営管理研究科では、全学基準に基づく施設・設備の維持管理を行ってお

り、教育内容や状況変化に対応した施設・設備の整備については、事業計画に伴い財務部

に要求し、整備が行われている。 
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＜根拠資料＞ 

  資料 5-1-3 経営管理研究科懇談会報告 

 

（身体に障がいのある者への配慮） 

 

6-8 身体に障がいのある者のために適切な施設・設備が整備されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、法令に基づく全学基準による身体傷がい者対応の施設整備を行ってお

り、経営管理研究科の本拠である朱雀キャンパスの中川会館においては、「京都府福祉のま

ちづくり条例」に基づき、トイレ、エントランス・スロープ、手すり、エレベーターなど、

既に適切な施設・整備が整備されている。また、教室などについても障がいのある者に配

慮した設計を行っている。 

 従って、経営管理研究科において利用する施設・設備について、身体に障がいのある者

のために適切な対応を行っている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 6-4-11 京都府福祉のまちづくり条例の概要 

 

（図書館等の整備） 

 

6-9 図書館には経営系専門職学位課程の学生の学習および教員の教育研究のために必要

かつ十分な図書および電子媒体を含む各種資料が計画的・体系的に整備されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 朱雀リサーチライブラリーは朱雀キャンパスに設置された３つの研究科（法務、公務、

経営管理研究科）共同の図書館として設置している。朱雀リサーチライブラリーの管理・

運営は全学の図書館委員会にて方針が決定される。また、朱雀リサーチライブラリー固有

の課題については、３研究科の図書委員の打ち合わせによって調整を行ない、資料の収集

については教員及び院生の購入希望を基に行なっている。 

 なお、朱雀リサーチライブラリーの施設管理およびサービス業務全般は業務委託されて

おり、現在 5 名のスタッフが配置している。スタッフは全員が司書資格を有し、うち 1 名

が初級システムアドミニストレータ資格所有者、3名が情報検索応用能力試験 2級取得者で

ある。情報検索に関する資格未取得者も含めて総合的に、実務経験や業務委託先に蓄積さ

れた経験知をもとにしてデータベースを中心とした情報収集を行い、利用者サービス業務

に充分対応できる力量を備えている。 
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 朱雀リサーチライブラリーには、朱雀キャンパス所属の３研究科（法務、公務、経営管

理研究科）共用の資料として、図書および製本雑誌が約 42,000 冊所蔵されており、それ以

外にも製本されていないカレント雑誌（約 450 タイトル）やインターネットで閲覧可能な

電子ジャーナル（約 29,000 タイトル）があり、それらを合わせると利用可能な資料を 5万

冊以上有している。 

 また教員および院生は衣笠キャンパス、びわこくさつキャンパス、立命館アジア太平洋

大学のそれぞれの図書館から、図書の取り寄せ、雑誌の複写の取り寄せを行うことが出来

る。つまり立命館大学全体で所蔵している約 270 万冊の資料を利用することが可能である。 

 朱雀リサーチライブラリーに受入・登録された資料は立命館大学図書館システム

（RUNNERS）に書誌・所蔵データが登録されており、図書館職員はそれに基づいて資料の管

理を行っている。利用者はこの図書館システムにインターネットでアクセスすることで求

める資料がどこにあるかを検索することが出来る。また資料の貸出・返却をシステムで処

理することで、適切な利用提供と管理を実現している。 

 図書はその内容に応じて付される請求記号によって、雑誌はタイトルの頭文字のアルフ

ァベットによって書架に配列されており、配架の順番に乱れがないか、不明資料がないか

について定期的に確認が行われている。 

 このように、経営管理研究科の院生の学習および教員の教育研究のために必要かつ十分

な図書および電子媒体を含む各種資料が計画的・体系的に整備されている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 6-3-1 LIBRARY GUIDE  

  資料 6-3-2 蔵書冊数一覧 

 

6-10 図書館の利用規程や開館時間は経営系専門職学位課程の学生の学習および教員の教

育研究に配慮したものとなっているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 朱雀リサーチライブラリーは、平日および土曜 9 時～２２時、日曜１０時～１７時（開

講期以外は平日９時～２０時、土曜１０時～１７時、日曜休館）の時間帯で開館しており、

5名のスタッフが平日は３交替制（開講期以外は２交替制）、日曜・開講期以外の土曜は常

時２名体制で勤務している。スタッフは図書館と所蔵資料の管理を行うと同時に、個人の

スキルと業務委託先で蓄積された経験知をもとにして利用相談・所蔵調査・レファレンス

業務を行っている。 

 なお、経営管理研究科の大学院生は貸出冊数上限 100 冊で 100 日間借りることができる。 

 また朱雀リサーチライブラリーには情報検索に活用出来る機器として、図書館蔵書検索

用端末３台、オンラインデータベース閲覧用端末６台、LAN 対応 DVD 閲覧用端末２台、スタ
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ンドアローン端末１台が設置しており、加えて個人のノートパソコンを利用して館内でイ

ンターネットが出来るよう、無線 LAN 環境が整えられている。 

そのほかマイクロ資料を閲覧するためのマイクロリーダー・プリンター１台、視聴覚資料

を閲覧するための AV 機器３台、所蔵資料の複写を行うためのコピー機３台が設置されてい

る。 

 経営管理研究科における学生・教員の教育研究活動に資するライブラリー施設として完

結できるものでは無いが、衣笠キャンパス、びわこくさつキャンパスの図書館の蔵書活用

を含めたサービス機能を有しており、経営管理研究科の教育研究活動に十分に資するもの

として整備されている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 6-3-1 LIBRARY GUIDE  

  資料 6-3-2 蔵書冊数一覧 

 

6-11 国内外の大学院・研究機関等との学術情報・資料の相互利用のための条件整備を行

っているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学図書館は多くの図書館と相互利用の協定を結んでおり、国内外の大学院・研

究機関との学術情報・資料の相互利用を行っている。 

 従って、経営管理研究科の院生や教員は必要な文献や学術資料をインターネットで検索

するなどして探索し、朱雀リサーチライブラリーのカウンターで相互利用の申請を行うこ

とによって、それらを入手できる。 

 このように、立命館大学図書館では、学術情報・資料の相互利用のための条件整備を行

っており、経営管理研究科の院生・教員はそのサービスを受けることができる。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 6-4-13 立命館大学図書館協定締結図書館一覧 

 

(財政的基礎） 

 

6-12 経営系専門職大学院における教育活動等を適切に遂行できる財政的基礎を有してい

るか。 

 

＜現状の説明＞ 
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 立命館大学経営管理研究科を設置している学校法人立命館では、学園全体における消費

収支の均衡を財政運営の基本方針としているため、設置する各校や部門（研究科、学部な

ど）ごとの独立採算制度はとっていない。その基本方針のもとで、部門の新設にあたって

は、当該部門において完成年度以降に消費収支均衡を見通せる財政計画を持つことを原則

としている。 

 私立大学の収入構造は、その７割以上を学納金が占めているため、財政基盤の形成は学

費政策に連動しているが、2006 年度に開設した経営管理研究科においても上記原則にそっ

て学費額を設定しており、本研究科での教育活動等に必要な経常的経費については、学納

金を中心とする自己収入を前提とした財政運営を行っている。 

 そのうえで、たとえ支出経費が学納金収入総額を下回った場合においても、その後の事

業計画の検討はなされるが、短期間においては学園全体で支える構造となっているため、

教育研究の内容についてその質を後退させることは無い。従って、経営管理研究科におけ

る教育活動等を適切に遂行できる財政的基礎を有している。 

 学園全体の財政状況は参考資料のとおりであり、消費収支計算書における当年度消費

収支差額および累積（次年度繰越）消費収支差額の 2008 年度決算はともに収入超過で

あり、健全な財政状況となっているため、現状説明のとおり、経営管理研究科における教

育活動等を適切に遂行できる財政的基礎を有している。 

 また、経営管理研究科の本拠となる朱雀キャンパスは、学園本部機能と本研究科を含

む専門職大学院の新たな教育・研究拠点として 2006 年 9月に竣工した。 

 朱雀キャンパス建設は、学園全体の財政で事業経費を負担し、教室や図書館をはじめ、

大学院生の自習室や共同研究室、教員個人研究室を整備し、専門職大学院での教育・研

究環境の充実を図っている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 6-4-9 予算関係資料（P.13-21 収支計算書） 

 

（教育研究環境の改善） 

 

6-13 教育研究環境について、学生や教職員の意見要望を把握し、施設の改善等に結び付

けていくために、継続的に検証する組織体制・システムが確立されているか。また、

教育研究環境の向上に向けて必要な改善が行われているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 学校法人の財政構造は、支出の増加に対応して収入の増加を図ること、あるいは収入の

減少に即応して支出の圧縮を図ることが難しい非弾力的な構造となっている。教育研究諸



 104

事業の永続性と財政の健全性を維持していくためには、中長期的な視点にたった事業計画

とそれを裏付ける財政計画が必要となる。 

 これらの計画を効果的に遂行するために、予算制度は重要な役割を果たしており、本学

園では、中期的な事業計画を各部毎に各年度の執行計画として精緻化する作業と並行して

予算編成を行っている。 

 また、本学園では予算編成において、それぞれの部門における事業計画に基づいて予算

査定を行っており、各部門の事業計画が予算に反映される方式となっている。また、期中

における執行計画の変更に対して、必要なものについては予算の追加更正を行っており、

学園全体の財政計画をふまえたうえで、柔軟な対応を可能としている。なお、事業計画の

提起は前年度までの事業総括を含んでおり、継続的な検証機能も有していると言える。 

 さらに各研究科に対する予算配分は経常経費のほかに教育強化予算枠を設定し、各研究

科の推進課題について事業計画を申請して査定される制度も導入している。これらは、研

究科執行部の教員に対するヒアリングも行われるため、教職員の意見要望を反映する機会

ともなる。 

 学生に対しては「院生懇談会」制度を利用して、学生の教育研究環境の改善について意

見をオープンに聞く機会を設けている。従って、経営管理研究科において、学生や教職員

の意見要望を把握し、必要な教育研究環境の改善が継続的に行われるシステムが確立され

ている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 6-4-9 予算関係資料（P.1-21） 

  資料 5-1-3 経営管理研究科懇談会報告 
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【点検・評価】 

 
「長所」 

関連する評価の視点： 

（１）６－１、６－２ 

（２）６－３、６－４、６－５ 

（３）６－６ 

（４）６－１３ 

 
（１）現状説明のとおり、経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標に沿った優れ

た人材を育成するために、教務・技能・事務職員等の教育研究に資する人的な補助体

制が適切に整備している。教員体制としては設置基準上の必要人数に対して充実した

体制を整え、とりわけ実務家教員を多く配置することによって、専門職大学院として

の教育実践に資する体制としている。本研究科の教育上の特徴としている「アカデミ

ック・アドバイザー」の教員が学生個人毎に学修指導を行っている。これは、学生個

人の過去の学習暦や知識などに応じて、研究科開設科目の履修に備えさせるものであ

り、導入教育から課題研究論文の執筆に至るまで、一人の教員が一環して行うことで

教育効果を発揮している。 

また、必要な事務体制を整え、他部署ならびに教員と強力に連携し、学生生活および

教育上の支援を行っている。 

（２）現状説明のとおり、文部科学省専門職大学院設置基準第 17 条に規程されている専門

職学位課程の規模および教育形態に応じた、必要充分な講義室、演習室その他の施

設・設備が整備されている。とりわけ、学生が自由に学習できる自習室および学生

相互の交流のためのラウンジ等の環境が十分に整備され、効果的に利用されており、

十分な教育研究環境が用意されている。 

（３）学生の学習および教員の教育研究のために必要な情報インフラストラクチャーは、

「RAINBOW システム」として全学規模で統一的に整備され、全国トップレベルを誇っ

ている。また、管理運用においても充分な事務体制とアウトソーシングによる技術

者を多数配置して、教育研究上の円滑な運営を行っている。 

（４）教育研究環境について、学生の意見要望を把握し、施設の改善等に結び付けていく

ために、継続的に検証する組織体制・システムとして、院生との「研究科懇談会」を

定期的に開催しており、教員・事務職員が院生と直接懇談・協議するなかで共同して

改善に取組んでいる。また、教職員が意見要望を把握し、施設の改善等に結び付けて

いくために、継続的に検証する組織体制・システムとして、予算（事業計画）制度が

ある。これは、各研究科に対する予算配分について、経常経費のほかに教育強化予算

枠を設定し、各研究科の推進課題について事業計画を申請して査定される制度も導入
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している。これらは、研究科執行部の教員に対するヒアリングも行われるため、教職

員の意見要望を反映する機会ともなる。このように、教育研究環境について、学生・

教職員の意見要望を把握し、施設の改善等に結び付けていくために、継続的に検証す

る組織体制・システムを確立している。 

 
＜根拠資料＞ 

  資料 基礎データ 表２ 表８   

  資料 6-4-2 学校法人立命館館則 

  資料 7-1-5 プロフェッショナルスクール事務室業務一覧 

  資料 6-4-9 予算関係資料（P.1-21） 

  資料 5-1-3 経営管理研究科懇談会報告 

  資料 6-3-1 朱雀キャンパス１～３、５階図面 

  資料 6-4-7 朱雀キャンパス設備一覧 

  資料 6-3-2 アカデメイア＠大阪、２，３，６，７階図面 

  資料 6-4-8 アカデメイア＠大阪設備一覧 

 
「問題点と今後の方策」 
関連する評価の視点： 

（１）６－３，６－４、６－７ 

（２）６－５ 

 
（１）社会人学生を対象としているプログラムの拠点であるアカデメイア＠大阪は、教育

課程に必要な施設・設備を整備しているが、１階あたりのフロアー面積が狭くが複数

のフロアーに教室などが分散しているため、機能的に合理的とは言えず、授業運営上

も効率が悪い。従って、今後、移転による改善策を講じる計画である。 

（２）経営管理研究科の拠点施設である朱雀キャンパスに教員の個人研究室を整備してい

るが、その多くが複数の教員による共同研究室となっており、改善が望まれる。今後、

他学部との兼務を解消していく予定であるが、その計画に合わせた個人研究室の整備

を行う必要がある。 

 
＜根拠資料＞ 

  資料 6-3-2 アカデメイア＠大阪、２，３，６，７階図面 

  資料 6-4-8 アカデメイア＠大阪設備一覧 

  資料 6-3-1 朱雀キャンパス１～３、５階図面 
  資料 6-4-10 大阪オフィスおよびアカデメイア＠大阪の富国生命ビルへの移転の進捗 

        および名称変更について 
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７．管理運営 

 

＜概要＞ 

 経営管理研究科の固有の管理運営体制として、独自の教授会を置くとともに、教授会規

程を制定し、重要事項を審議している。年間６～７回教授会を開催し、重要事項について

審議・承認を行っている。 
 また、本研究科には、総長の任命により研究科長が置かれ、本研究科の教育研究活動を

統括しており、副研究科長 2 名（教学担当、入試・就職担当）のほか 5 名の教員と研究科
長を合わせて 8 名の教員で研究科執行部を構成し、日常的な研究科の管理運営を担ってい
る。 
 一方、事務長 1名、専任職員 2名、契約職員 3名、派遣職員 2名、計 8名の事務組織を
設置し、教員および他部門との密接な連携により、研究科の管理運営を担っている。 
 なお、研究科長および副研究科長を中心とした自己点検評価委員会による点検評価を実

施するとともに、教授会メンバーによる FD委員会が教授会開催とほぼ同様の頻度で開催さ
れ、恒常的な FD活動も行っている。 
 

（学内体制・規程の整備） 

 

7-1 経営系専門職大学院を管理運営する固有の組織体制が整備され、その活動のために適

切な規程が制定されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科は、基礎となる学部を置かない独立の研究科として設置され、独自の教

授会を置き、重要事項を審議している。年間６～７回教授会を開催し、２週間ごとに執行

部会議を開催し、日常の意思決定については、そこで行なう。 

 また、経営管理研究科には、総長の任命により研究科長が置かれ、本研究科の教育研究

活動を統括している。また、副研究科長 2 名（教学担当、入試・就職担当）のほか 5 名の

教員と研究科長を合わせて 8 名の教員で研究科執行部を構成し、日常的な研究科の管理運

営を担っている。 

 なお、教授会の運営にあたっては、経営管理研究科教授会規程を制定し、これに基づき

運営されている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 3-1-2 経営管理研究科教授会規程 

  資料 3-1-11 経営管理研究科教授会議事録 
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  資料 7-4-3 経営管理研究科教授会審議事項の経営管理研究科執行部会議への 
        付託について 

 
(法令などの遵守） 

 

7-2 関連法令等および学内規程は適切に遵守されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、法務コンプライアンス室を設置し、関連法令および学内規程の遵守に

ついて学内構成員に対して啓蒙するとともに、業務遂行にあたってチェック機能を果たし

ている。経営管理研究科の教育研究活動において様々な業務遂行課題について法令遵守に

努めるとともに、契約締結など必要な場合は、必ず法務コンプライアンス室のチェックを

受けることが義務づけられている。また、業務遂行上、疑問がある場合には必ず相談する

ような運用になっている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 7-1-4 規程・契約書・重要文書の点検依頼書 

 
（管理運営体制） 

 

7-3 経営系専門職大学院の設置形態にかかわらず、当該専門職大学院の教学およびその他

の管理運営に関する重要事項については教授会等の当該専門職大学院固有の専任教

員組織の決定が尊重されているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、教育課程，教育方法，成績評価，修了認定，入学者選抜に関する

重要事項については、教授会にて決定している。 

 なお、経営管理研究科教授会における審議事項は経営管理教授会規程の第 4 条に以下の

とおり規定されている。 

 (1) 研究科への入学に関する事項 

 (2) 学科課程および学科考査に関する事項 

 (3) 学生の資格、課程修了の認定その他の身分に関する事項 

 (4) 学位授与の審査および授与した学位の取消しに関する事項 

 (5) 教員の人事に関する事項 

 (6) 科目担当者に関する事項 

 (7) 学則の変更および研究科に関する規程の制定または改廃に関する事項 
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 (8) 教授会の組織に関する事項 

 (9) 科目等履修生、研修生および奨励研究員等に関する事項 

 (10) 学則および関連する規程等により教授会の議を経ることを要すると定められ 

    た事項 

 (11) その他重要な事項 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 3-1-2 経営管理研究科教授会規程（第４条） 

  資料 7-4-3 経営管理研究科教授会審議事項の経営管理研究科執行部会議への 
        付託について 

  資料 3-1-11 経営管理研究科教授会議事録 

  資料 7-1-3 経営管理研究科執行部会議議事録 

 

7-4 経営系専門職大学院固有の管理運営を行う専任教員組織の長の任免等に関して適切

な基準が設けられ、かつ、適切に運用されているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科の研究科長は、全学人事委員会において任用された経営管理研究科専任

教員のなかから適任者を総長の任命によって置かれている。 

 また、経営管理研究科の研究科長の任免に関して規程に定められており、これに則って

適切に運用されている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 3-1-2 経営管理研究科教授会規程 
 
（関係組織等との連携） 

 

7-5 経営系専門職大学院と関係する学部・研究科等が設置されている場合、それとの連

携・役割分担は適切に行われているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科は他の学部・研究科と相対的に独立した研究科として設置されているが、

経営学部および経営学研究科とは領域が近似しているため、教員・学生の交流が多く、兼

務教員が中心となり、企業分析コンテストの実施、論文集の共同掲載など様々な場面で連

携を行っている。 

 



 110

＜根拠資料＞ 

  資料 2-13-4 立命館経営学院生論集 
 
7-6 企業、地方自治体、その他外部機関との連携・協働を進めるための協定、契約等の決

定・承認や資金の授受・管理等は適切に行われているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、法務コンプライアンス室を設置し、関連法令および学内規程の遵守に

ついて業務遂行にあたってチェック機能を果たしており、経営管理研究科の教育研究活動

において、企業、地方自治体、その他外部機関との連携・協力を進めるための協定、契約

等の決定・承認を受ける場合には、必ず法務コンプライアンスのチェックを受けるルール

になっている。また、資金の授受・管理は必ず財務経理課の手続きを行うことになってい

る。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 7-1-1 学校法人立命館稟議規程 
  資料 7-1-2 文書規程 
 
(点検・評価および改善） 

 

7-7 経営系専門職大学院の管理運営に関する学内規程の内容および形式に関する点検・評

価は適切に行われているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、学部・研究科の管理運営に関する規程の内容および形式に関する点検・

評価は、必ず法務コンプライアンス室が行うルールになっている。従って、経営管理研究

科の管理運営に関する規程についてもそのような運用がなされている。また、法令や全学

制度の変更に伴う整合性の点検についても法務コンプライアンス室が行っている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 7-1-4 規程・契約書・重要文書の点検依頼書 
 
7-8 点検・評価に基づき管理運営の改善の努力が適切に行われているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 点検・評価に基づき管理運営の改善に結びつける取り組みは、日常的に経営管理研究科
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執行部会議、経営管理研究科三役会議（研究科長・副研究科長２名、事務長）、事務室業務

会議の場で、問題課題を共有するとともに、改善について協議し、必要な措置を講じてい

る。また、年度単位での取組みとしては、経営管理研究科の教学総括を行い、次年度の課

題を設定するなかで、教学面以外の課題についても議論し、改善策を協議している。さら

に、第三者評価を軸として中期的な改革を推進する方針を持ち、推進することを計画して

いる。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料8-3-1 経営管理研究科２０１２年度カリキュラム改革に向けた取り組みについて 
  資料 8-3-2 経営管理研究科における自己点検評価と改革実施のプロセスについて 
 
（事務組織の設置） 

 

7-9 経営系専門職大学院を管理運営し、その使命・目的および教育目標の達成を支援する

ために適切な規模と機能を備えた事務組織を設置しているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では法務研究科，公務研究科とともにプロフェッショナルスクール事務

室を設けており，そこに担当職員を配置している。朱雀キャンパスでは，経営管理研究科

担当職員は専任職員３名（うち事務長は他研究科を兼務），契約職員２名，派遣職員１名

を配置しており，大阪キャンパスでは契約職員２名（うち１名は専門職）、派遣職員２名

を配置し，研究科の教育・研究の円滑な遂行を支えている。 

なお、主な業務は以下のとおりであり、経営管理研究科を管理運営し、その使命・目的お

よび教育目標の達成を支援するために適切な規模と機能を備えた事務組織を設置している。 

① 教務関連業務、② 学籍関連業務、③ 院生支援関連業務、④ 志願者確保関連業務、 

⑤ 入学試験関連業務、⑥ 経営管理研究科管理運営業務、⑦ ＦＤ関連業務、⑧ その他 

（詳細は、資料 7-1-5 プロフェッショナルスクール事務室業務一覧を参照） 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 6-4-2 学校法人立命館館則 
  資料 7-1-5 プロフェッショナルスクール事務室業務一覧 
 
 
（事務組織の運営） 

 

7-10 事務組織は、関係諸組織と有機的連携を図りつつ、適切に運営されているか。  
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＜現状の説明＞ 

  前述した経営管理研究科の管理運営の支援機能を果たすプロフェッショナルスクール

事務室は、事務部門として、他学部・研究科事務室と同様に教学部に所属し、密接に連携

を取るとともに、教学部と他部門との連携については、毎週開催される部次長会議をによ

って調整を行うなかで有機的に連携を図りつつ適切に運営されている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 7-4-4 学校法人立命館機構図 
 
（事務組織の改善） 

 

7-11 事務組織の活動を向上せるために、組織的な研修システムの導入等、必要な工夫・

改善が行われているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、事務組織の活動を向上させるため、人事課による研修制度が設けられ、

職種、職階、担当業務、経験年数に応じて、適切な研修を企画・実施している。また、日

常的には毎週半日を割いて行われる業務会議において、適宜研修課題を設定し、会議の研

修的運営を行い、職員の資質向上に図っている。 

 また、経営管理研究科の管理運営の支援機能を果たすプロフェッショナルスクール事務

室では、全学の研修参加や業務会議の研修的運営によって、組織的な研修システムの導入

等、必要な工夫・改善が行われている 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 7-4-5 事務職員研修制度について 
 

 
「長所」 

関連する評価の視点： 

（１）７－３ 教員組織 

（２）７－９、７－１０、７－１１ 事務組織 

 
（１） 経営管理研究科では、現状説明に記したとおり、教学およびその他の管理運営に

関する重要事項については当該専門職大学院固有の専任教員組織である経営管理研

究科教授会の決定が尊重されている。なお、経営管理研究科は多くの実務家教員が
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配置されている関係で、教授会開催日程に制約があるため、日常的な意思決定を担

う経営管理研究科執行部会議を設け、教授会審議事項の一部を執行部会議に付託す

る形で円滑な運営がはかれるよう、工夫をしている。 

（２） 経営管理研究科の管理運営を担うプロフェッショナルスクール事務室は専任職員 3

名のほか、契約職員、派遣職員で構成し、経営管理研究科の管理運営に必要な業務

を分担を明確にしつつ、遂行している。なお、学内の他部門とも密接な連携をはか

り、教育研究活動を支えている。また、職員の資質向上のため研修にも取組んでい

る。従って、経営管理研究科の使命・目的および教育目標の達成を支援するために

適切な規模と機能を備えた事務組織を設置しているといえる。 

 
＜根拠資料＞ 

  資料 3-1-2 経営管理研究科教授会規程（第４条） 

  資料 7-4-3 経営管理研究科教授会審議事項の経営管理研究科執行部会議への 
        付託について 

  資料 3-1-11 経営管理研究科教授会議事録 

  資料 7-1-3 経営管理研究科執行部会議議事録 

  資料 6-4-2 学校法人立命館館則 
  資料 7-1-5 プロフェッショナルスクール事務室業務一覧 
  資料 7-4-4 学校法人立命館機構図 
  資料 7-4-5 事務職員研修制度について 
 
「問題点と今後の方策」 
関連する評価の視点： 

（１）７－１、７－２、７－７ 

 
（１）経営管理研究科では、法令遵守に基づく教育研究活動を行うため、全学方針に則り、

法務コンプライアンス室の検査・指導のもとで規程・運用ルールの整備を行っている。

しかし、全学的な規程の整合性や不備などについて未だ解決すべき事項が残っており、

現在、鋭意、規程改廃を伴う精査作業が行われている。経営管理研究科においても慣

例的に行ってきた意思決定などについて、内規や要綱として整備していく予定である。 

 
＜根拠資料＞ 

   資料 7-1-4 規程・契約書・重要文書の点検依頼書 
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８．点検評価 

 

＜概要＞ 

 立命館大学では、全ての学部・研究科において毎年自己点検・評価を行っており、その

内容は教育分野の全学機関会議である教学対策会議において確認されています。経営管理

研究科においても、前年度１０月ごろに開講方針として、次年度の教学についての方針を

決定しており、その後、当該年度の３月に教学総括として、その年度の教学運営のまとめ

を行い、教学についての振り返りを行なっている。このように立命館大学全体として、こ

の PDCAサイクルによる自己評価のプロセスとして実施している。 
 なお、研究科として、研究科長および副研究科長を中心とした自己点検評価委員会を設

置し、これらの点検評価を実施するとともに、その内容について教授会で共有している。 
 また、院生からの意見聴取を目的として授業アンケート、生活アンケートの実施や院生

懇談会を組織し、協議懇談を行い、点検評価に資している。 
 

（自己点検・評価） 

 

8-1 自己点検・評価のための仕組みおよび組織体制を整備し、適切な評価項目および方法

に基づいた自己点検・評価を、組織的、継続的な取組みとして実施しているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 

 経営管理研究科における教育内容の自己点検・評価・改善を図るための組織的かつ継続

的な研修・研究の実施については、基本的に、「授業アンケート」「ＦＤ委員会」「執行

部での議論」「教授会での議論」を柱としている。 

 

（1）講義アンケート 

 

 経営管理研究科では、開設第1年度の後期より、すべての講義において「講義アンケート」

を実施し、結果を担当教員に報告するとともに、学期（クォ－ター）ごとにまとめたもの

をＦＤ委員会における討議資料として活用している。 

 また、２００７年度後期からは「アンケート結果」に対するコメントの提出を担当教員

に求めています。そして、２００８年度からは、「アンケート結果」「担当教員のコメン

ト」「科目ごとの成績評価分布」を公表している。 

 

 2008年度授業評価アンケート結果は、以下のとおりである。 
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表8-1 2008年度授業評価アンケート結果一覧 

質問

区分 

質問

番号 

 

質問 

１Q 

（４～５月）

２Q 

（6～7月）

３Q 

（ 10～ 1 1月 ）

４Q 

（12～ 1月）

A-1 この講義によく出席し、集中して受

講した 

 6.11  6.24 6.03 6.15 

A-2 この講義の予習復習を十分に行っ

た 

 5.20  5.46  5.18  5.51 

回
答
者
自
身
に
関
わ
る
質
問 

A-3 詳細シラバスが受講登録する際の

参考になった 

 5.63  5.94  5.64  5.86 

B-1 講義運営は体系的に進められ適切

であった 

6.10 6.23  5.95  6.19 

B-2 テキストや教材は適切であった 6.08  6.22  5.94  6.19 

B-3 レポートやプレゼン等の課題の質

と量は適切であった 

5.90  6.07  5.86  6.16 

B-4 教員はわかりやすく明瞭な話し方

をしていた 

6.17 6.32  6.00  6.28 

B-5 教員は受講者のやる気や気づきを

引き出す講義を行った 

6.16  6.25  5.99  6.28 

B-6 この講義であなたの理解が深まリ、

能力が向上した 

6.17  6.32  6.03  6.26 

授
業
及
び
教
員
に
関
わ
る
質
問 

B-7 この講義に全体として満足してい

る 

6.20  6.40  6.08  6.28 

（7：強くそう思う、６：そう思う、５：まあそう思う、４：どちらともいえない、３：あまりそう思わない、２：そう思わない1：全くそう思わない) 

 

 

 上記「アンケート結果」に見るように、院生は高い満足度を示している。また、以下の

研究科全科目アンケート結果平均値において、2007年度結果と2008年度結果の比較を行な

った。すると、すべての項目において改善が見られ、ＦＤ活動等の成果が表れていると言

える。 
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表8-2 研究科全科目における授業評価アンケート結果2007年度・2008年度対比 

1Q 2Q 3Q 4Q 計 1Q 2Q 3Q 4Q 計
A-1．この講義に、よく出席し、集中して受講した。 6.05 5.79 5.88 5.82 5.89 6.11 6.24 6.03 6.15 6.14
A-2．この講義の予復習を十分に行った。 5.01 4.89 4.82 5.12 4.95 5.20 5.46 5.18 5.51 5.33
A-3．詳細シラバスは、受講登録する際の参考になった。 5.41 5.13 5.34 5.68 5.37 5.63 5.94 5.64 5.86 5.79
B-1．講義運営は、体系的に進められ、適切であった。 5.67 5.39 5.74 6.05 5.69 6.10 6.23 5.95 6.19 6.13
B-2．テキストや教材は、適切であった。 5.68 5.33 5.70 5.98 5.65 6.08 6.22 5.94 6.19 6.12
B-3．レポートやプレゼン等の課題の質と量は、適切であった。 5.63 5.35 5.50 5.87 5.57 5.90 6.07 5.86 6.16 6.00
B-4．教員は、分かりやすく明瞭な話し方をしていた。 5.80 5.57 5.95 6.03 5.83 6.17 6.32 6.00 6.28 6.20
B-5．教員は、受講者のやる気や気づきを引き出す講義を行った。 5.78 5.51 5.79 6.12 5.78 6.16 6.25 5.99 6.28 6.17
B-6．この講義であなたの理解が深まり、能力が向上した。 5.71 5.46 5.87 6.10 5.77 6.17 6.32 6.03 6.26 6.21
B-7．この講義に、全体として満足している。 5.81 5.57 5.94 6.19 5.86 6.20 6.40 6.08 6.28 6.26

2007年度 2008年度

授業評価アンケート結果比較2007-2008

5.89

4.95

5.37
5.69 5.65 5.57

5.83 5.78 5.77 5.86
6.14

5.33

5.79
6.13 6.12 6.00

6.20 6.17 6.21 6.26

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2007

2008

2007 5.89 4.95 5.37 5.69 5.65 5.57 5.83 5.78 5.77 5.86

2008 6.14 5.33 5.79 6.13 6.12 6.00 6.20 6.17 6.21 6.26 

A-1．この講義に、よく出席

し、集中して受講した。

A-2．この講義の予復習を

十分に行った。

A-3．詳細シラバスは、受講

登録する際の参考になった。

B-1．講義運営は、体系的

に進められ、適切であった。

B-2．テキストや教材は、適

切であった。

B-3．レポートやプレゼン等

の課題の質と量は、適切で

あった。

B-4．教員は、分かりやすく

明瞭な話し方をしていた。

B-5．教員は、受講者のや

る気や気づきを引き出す講

義を行った。

B-6．この講義であなたの理

解が深まり、能力が向上し

た。

B-7．この講義に、全体とし

て満足している。

 

 

 （2）ＦＤ委員会 

 

 本研究科では、2006年度の開設と同時に教授会構成員によるＦＤ委員会を設置し活動し

ている。 

 ＦＤ委員会は、研究科の教育内容・方法の改善のために定期的に委員会を開催し、研修・

研究の機会の提供、学内外の経験・情報交流、教育内容・方法・教示の問題点や改善点な

どについて議論している。なお、ＦＤ委員会は、2008年度において６回開催されている。 

 また、学外講師を招いた研修会も開催しています。例えば、2008年7月5日（土） 夏目

達也教授（名古屋大学高等教育研究センター）をお招きし、研修会（テーマ「授業改善の

ためのツールの開発と活用ープロフェッショナル・スクールの授業改善へのヒント」）を

行なった。 
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 さらに、ＦＤ委員会は立命館大学の「大学教育開発・支援センター」と協同し、教育シ

ステムの開発と推進を図っている。2008年2月10日（日）に木野茂教授（立命館大学教育開

発・支援センター）による研修会（テーマ「よりよい授業をするために」）を実施したこ

とはその一例である。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料2-11-3 経営管理研究科講義アンケート全体結果 

  資料2-11-1 経営管理研究科FD委員会規程 

  資料 2-12-1 ＦＤニューズレター 
 
8-2 自己点検・評価の結果を広く公表しているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、自己・点検評価の内容については、学内のみで公表し全学で共有

している。またＦＤ活動の成果についても、「ＦＤ委員会ニューズレター」として公表し

てる。なお、学外への公表は大学全体として概要をホームページで公表しているに留まっ

ている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 8-3-6 経営管理研究科 2008 年度教学総括と 2009 年度課題について 

  資料 2-12-1 ＦＤニューズレター 

  資料 9-2-2 大学評価公表ホームページ  

 

（改善・向上のための仕組み整備） 

 

8-3 自己点検・評価および第三者評価等の結果を当該経営系専門職大学院の教育研究活動

の改善・向上に結びつけるための仕組みを整備しているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、毎年、各学部・研究科が自己点検・評価を行い、教学総括として教学

関連の機関会議である教学対策会議に報告し、その結果を改善に反映した形で次年度の開

講方針を教学対策会議に改めて提起するというプロセスで運用されている。経営管理研究

科においてもこれに従い、自己点検・評価を改善・向上に結びつける仕組みは整備されて

いるといえる。 

 また、第三者評価の結果を経営管理研究科の教育研究活動の改善・向上に結びつける点

については、今次の認証評価受審が初めてであり、2012年度カリキュラム改革に結びつけ
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る予定であり、今後においても、数年に一度行うカリキュラム改革に自己点検・評価の結

果とともに反映させることとしている。 

＜根拠資料＞ 

 資料 8-3-1 経営管理研究科 2012 年度カリキュラム改革に向けた取り組みについて 

 資料 8-3-2 経営管理研究科における自己点検評価と改革実施のプロセスについて 

 

（評価結果に基づく改善・向上） 

 

8-4 自己点検・評価および第三者評価等の結果を当該経営系専門職大学院の教育研究活動

の改善・向上に有効に結びつけているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、8-3 で示した内容のほかに、毎年度大学院学生の自治組織である、

経営管理研究科院生連合協議会との研究科懇談会を実施し、大学院生の要望や意見につい

て意見交換を行ない必要な事項については経営管理研究科の教育研究活動の改善・向上に

結び付けている。これまでに、この懇談会における院生からの要望によって、①「上級簿

記」を設置し、簿記科目の充実を図った。②授業時間が重複し履修できない科目について

時間割配置上の配慮を行った。これら院生の目線に立った改善措置も講じてきている。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 5-1-3 経営管理研究科懇談会報告 

 

【点検・評価】 

 
「長所」 

関連する評価の視点： 

（１）８－１、８－３ 

 
（１）立命館大学では、各学部・研究科が 1 年間の教学総括と開講方針の機関会議への報

告・提起することになっており、経営管理研究科においても自己点検・評価の結果

を総括し、次年度の教育研究活動の改善・向上に結びつけている。また、数年に一

度実施するカリキュラム改革において第三者評価の結果を研究科における教育研究

活動の改革に結びつけている。 

また、経営管理研究科では、「研究科懇談会」において学生の意見を汲み取り、教授

会で議論するなかで教育研究活動の改善・向上に結びつけている。 
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＜根拠資料＞ 

  資料 8-3-1 経営管理研究科 2012 年度カリキュラム改革に向けた取り組みについて 

  資料 8-3-2 経営管理研究科における自己点検評価と改革実施のプロセスについて 

  資料 8-3-6 経営管理研究科 2008 年度教学総括と 2009 年度課題について 

  資料 5-1-3 経営管理研究科懇談会報告 

 
「問題点と今後の方策」 
関連する評価の視点： 

（１）８－２ 

 
（１）経営管理研究科における自己・点検評価内容の公表については、学内に公表し全学

で共有しているに留まっており、学外への公表は大学全体として概要のみ行っている。

今後、2009 年度の会計大学院評価機構の認証評価受審ならびに今次大学基準協会の経

営系専門職大学院認証評価受審を契機に第三者評価の評価結果をホームページなど

を通じて社会的に公表する予定である。 

 
＜根拠資料＞ 

  資料 9-2-2 大学評価公表ホームページ  
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９．情報公開・説明責任 

 

＜概要＞ 

 経営管理研究科では、その組織運営と諸活動の状況について、社会が正しく理解できる

よう、ホームページ、メールマガジン、パンフレットなど多様な媒体を活用し、各媒体の

特性に応じた情報公開を行っている。なお、情報公開にあたっては、経営管理研究科独自

判断によって行える事項については研究科執行部会議において審議のうえ公開し、全学的

な調整が必要な事項については関連部署・会議において協議調整のうえ公開している。 

 また、情報公開・説明責任の検証は業務監査室、法務コンプライアンス室、事業計画課

などの関連部課ならびに機関会議などで行われており、情報公開規程が制定され、2010 年

4 月 1日より施行する。 

 

（情報公開・説明責任） 

 

9-1 経営系専門職大学院の組織運営と諸活動の状況について、社会が正しく理解できるよ

う、ホームページや大学案内等を利用して適切に情報公開を行っているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 経営管理研究科では、研究科の情報公開として、研究科ウェブサイト、研究科パンフレ

ットにより、情報を公開している。また、学外にも開放するシンポジウム等については、

新聞社等へのプレスリリースを行なったり、新聞広告により周知する方法を追加的に行っ

ている。入学試験の出願に際しては、ウェブサイト、資料請求者への電子メールマガジン、

さらに新聞広告により周知するとともに、入学試験の要項については、本学各キャンパス

で配布し、ウェブサイトからの請求者に無料で送付している。 

 

＜根拠資料＞ 

  資料 9-2-1 経営管理研究科ウェブサイト 

  資料 1-2-1 経営管理研究科パンフレット 

  資料 1-1-1 2010 年度経営管理研究科入学試験要項 

  資料 4-1-1 入学試験案内ウェブサイト 

  資料 9-2-2 電子メールマガジン 

  資料 9-2-3 新聞広告 
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9-2 学内外からの要請による情報公開のための規程および体制は整備しているか。 

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、全学的な判断を伴う情報公開について、総務課、法務コンプライアン

ス室、広報課など関連部課の協議に基づき、行っており、現時点で情報公開のための考え

方、手続き、基準などを定めた規程は制定していなかった。しかし、情報公開規程の制定

のための委員会を設置し、具体化の検討を進め、2010 年 4 月 1 日より施行する。 

 なお、経営管理研究科独自の判断で情報公開できるものについては、隔週で開催されて

いる教授会執行部においてその内容と方法を確認のうえ、情報公開している。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 9-1-1 学校法人立命館情報公開規程の制定について（P3 体制、P.3-12 規程） 

 

 

9-3 現在実施している情報公開が、社会に対する説明責任の役割を果たしているかどうか

を検証する仕組みを整備しているか。  

 

＜現状の説明＞ 

 立命館大学では、情報公開を含めた社会的説明責任を果たしていく取り組みについて、

業務監査室、法務コンプライアンス室、事業計画課が検証を行っている。なお、必要に応

じて、実務的な事項については教学部をはじめとする部会議において、全学的判断を伴う

事項については機関会議や常任理事会などで検証を行い、改善施策を協議することとして

いる。また、経営管理研究科独自の内容については自己点検推進委員会が検証を行い、教

授会に報告をしている。 

 

＜点検・評価＞ 

 立命館大学では、情報公開を含めた社会的説明責任を果たしていく取り組みについて、

業務監査室、法務コンプライアンス室、事業計画課が行っており、必要に応じて、実務的

な事項については教学部をはじめとする部会議において、また、全学的判断を伴う事項に

ついては機関会議や常任理事会などで検証している。 

 

＜根拠資料＞ 

 資料 9-1-1 学校法人立命館情報公開規程の制定について（P.1-12） 
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【点検・評価】 

 
「長所」 

関連する評価の視点： 

（１）９－１ 

 
（１）経営管理研究科では、ウェブサイト、電子メール、新聞、印刷物などの多様なメデ

ィアを活用して、研究科の概要、教育研究活動の内容、入学試験、セミナーなど企

画案内などを適切かつタイムリーに公開している。 
 
＜根拠資料＞ 

  資料 9-2-1 経営管理研究科ウェブサイト 

  資料 1-2-1 経営管理研究科パンフレット 

  資料 1-1-1 2010 年度経営管理研究科入学試験要項 

  資料 4-1-1 入学試験案内ウェブサイト 

  資料 9-2-2 電子メールマガジン 

  資料 9-2-3 新聞広告 
 
「問題点と今後の方策」 
関連する評価の視点： 

（１）９－２ 

 
（１）立命館大学ではこれまで、情報公開について、個人情報など法令の遵守は適切に行

いながら、各部署における判断や、重要事項については関連部署の協議調整によって、

一定の責任を果たしてきたが、情報公開規程や運用ルールを定めていなかった。 
しかし、学校法人立命館情報公開規程を制定し、2010 年 4 月 1 日より施行する。ま
た、情報公開に関わる運用ルールの詳細についても早急に調整をはかり決定すること

としている。 
 
＜根拠資料＞ 

  資料 9-1-1 学校法人立命館情報公開規程の制定について（P.1-12） 
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終 章 

 

 立命館大学大学院経営管理研究科は、日本のビジネス社会がグローバル化と技術イノベーショ

ンの進展によって大きく変貌を遂げるなかで、社会の要請に応えるため、「高度な戦略眼と実践ス

キルを有する経営プロフェッショナルの養成」を目的として、2006 年 4 月に開設した。そして、

「ビジネスを発見し、ビジネスを創造する」を教学理念として、ビジネス機会を機敏に見つける

と同時に、新たなビジネスモデルの提案・活用に資する教育を展開している。 

 本研究科では、「企業経営」と「企業会計」の２つのコースを設置し、「企業経営コース」では、

企業における人材開発が個人のエンパワーメントを高める必要のあることを理解した人材や、企

業の新規事業開発や起業をしたり、支援する人材の価値を高め、ビジネスを創造し革新するグロ

ーバル経営人材の養成を目指している。また、「企業会計コース」では、「経営のわかる」会計分

野の高度専門職業人の必要性に応えて、「公認会計士として高度な倫理観と実践スキルを有し、監

査法人や企業経理部門で活躍する高度専門職業人」の養成を目指している。 

 経営管理研究科では、その理念・目的と関わった教育方法として、「プラカデミック・アプロー

チ」を重視しており、プラクティスとアカデミックを融合した「プラカデミック」（米国では実務

家教員比率の高さ指標を表現するものとして使用）を重視した教育を行っている。そのため、第

一線で活躍する企業人や専門家を実務家教員として多く採用し、実務的・実践的な教育を展開し

ている。そして、教育手法としては、レクチャーやセミナーはもちろんのこと、ケーススタディ

やプロジェクトスタディなど取り入れ、実践的で双方向型の授業を積極的に実践している。科目

毎の教育目標と教育内容に照らして、レクチャーを重視した手法やケース討論を重視した手法を

採用した。セミナーは学生の課題研究を進めるための手法であり、少人数による授業を実施して

いる。プロジェクトスタディは、実務実習科目や課題研究科目を中心に取り入れ、特にフィール

ドワークでは、実習の中で集団的討議・検討を行い、一定の課題にソリューションを与え、提案

する授業を展開している。 
 また、高い倫理観および国際的視野を持つプロフェッショナルな人材を養成する観点から、そ

れぞれの科目において可能な限り、ビジネス活動における倫理観を醸成する目的で、問題事例を

取り上げることとし、国際標準や世界的動向などについて取り上げることを担当教員全体で共有

している。とりわけ、企業会計コースにおいては企業活動のグローバル化や会計制度・基準の国

際標準化について重点的に取り上げている。 
 さらに、ストレート・マスターや社会人など多様な院生に対して、個別指導を充分行うため、

「アカデミック・アドバイザー」制度を設け、教員が学生個人毎に学修指導を行うこととしてい

る。これは、入学者の多様性のみならず、学生個人の過去の学習歴や知識などに応じて、研究科

開設科目の履修に備えさせるものであり、導入教育から課題研究論文の執筆に至るまで、一人の

教員が個々の学生を指導するという、ほとんど個別対応といえる程の指導を行うことで効果を発

揮しており、本研究科の教育指導上の特徴となっている。 

 このような濃密な人材養成を目指して、研究科の理念・目的に適ったカリキュラムおよび教育

手法を開発し、高度専門職業人の養成に取組んでいるが、開設以降、自ら学び続け問題解決に挑

み、高度な戦略眼と実践スキルを磨きたいと願うビジネスパーソン等を受け入れ、企業経営と企

業会計の両コースにおいて、社会に貢献出来る高度専門職業人の輩出に努めている。 
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 この結果、設置後 4 年目であるにも関らず、公認会計士、経営者、経営企画等本社勤務者、本

省勤務者、日本とアジアの架け橋的な起業を果たす者等、多数の有為な人材を輩出している。 

 また、修了生は RIMO と名づけられた校友組織を設立し、修了生間のネットワークが形成され活

発に活動が行われている。今後、経営管理研究科の教員の社会的ネットワークを含めて、こうし

た活動が研究科を軸として、有機的に機能し、拡大されるよう、相互に関係を強化していく方針

である。このことによって、経営管理研究科の教育の発展にも貢献できる良循環としたい。 

 このように、設置理念・人材育成目標に照らし、経営系専門職大学院として、他の専門職大学院

と一線を画す実践的教育を実現する教育プログラムと教員体制を整えてきた。しかしながら、志

願者との関係から見ると、入試広報など社会に対する情報発信のうえで、訴求力が不充分である

との認識をしている。 

 従って、今後はより丁寧な情報発信に努め、社会に対する訴求力を高めると同時に、今回の認

証評価受審の評価結果などを踏まえ、2012 年度を目途にカリキュラム改革を行う計画である。改

革にあたっては、本学・本研究科のリソースを最大限に活かし、企業ヒアリングなどを通じて、

社会的ニーズを再確認し、各コースおよび各プログラムの教育システムと社会的ニーズならびに

入学者との整合性を高め、研究科の高度化を図る所存である。 


