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１ 使命・目的および教育目標 

 

 

（使命・目的および教育目標の適切性） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
◎  

 

前年度の状況 

 経営管理研究科（本研究科）では，設置時には，教学理念，目的，養成すべき人材を次

のように定めていた。 

 

① 教学理念 

「ビジネスを発見し，ビジネスを創造する」（『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』（以下，『設置申請書』とする。），p.4） 

② 目的 

（ⅰ）立命館専門職大学院の目的 

 立命館建学の精神および教学理念に則り高度な専門性が求められる職業を担うために深

い学識及び卓越した能力を培うこと（立命館大学専門職大学院学則第２条） 

（ⅱ）経営管理研究の目的 

 経営管理研究科は，立命館建学の精神および教学理念に則り，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を養成し，社会の発展と文化の進展に寄与すること（立

命館大学専門職大学院学則第 34条） 

 

 次に，上記のような教学理念と目的の下，次のような人材の養成を目標として設定して

いた（いずれも『設置申請書』，p.5－6）。 

 

③ 企業経営コースの養成すべき人材 

 基本的には，ビジネスを創造し革新するグローバル人材であり，具体的には次の通りで

ある。 

（ⅰ）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 
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（ⅱ）ベンチャーや組織改革を担いうるアントレプレナー人材 

（ⅲ）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 

④ 企業会計コースの養成すべき人材 

 基本的には，高度な倫理観を有し企業価値を高める財務・会計専門人材を養成すべき人

材とし，具体的は次の通りである。 

（ⅰ）経営トップを補佐し企業価値の向上に資するＣＦＯ人材 

（ⅱ）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 

 

 これらについて，2010年度に受審した大学基準協会による認証評価（以下，2010年度認

証評価とする。）では，本研究科の使命・目的および教育目標は，下記の理由により，明確

に設定されているとはいえないとする（『立命館大学大学院経営管理研究科経営管理専攻に

対する認証評価結果』（以下，『2010年度認証評価結果』とする。），393－394頁。）。 

 第１に，本研究科が 2010年度認証評価のために大学基準協会に提出した『点検・評価報

告書』（以下，『2009年度点検評価報告書』とする。）上の「『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」との記載は，上記の②の目的と整合していない。 

 第２に，本学の建学の精神である「自由と清新」および教学理念である「平和と民主主

義」と，本研究科の教学理念である「ビジネスの創造と発見」との関係が不明確である。 

 第３に，『2009 年度点検・評価報告書』，ホームページ，『設置申請書』等の間で，人材

養成目標の説明に齟齬が見られ，理念，使命，目的，目標といった用語について，統一的

な使用がされていない箇所も散見され，分かりにくい部分がある。 

 第４に，既存の関連研究科（経営学研究科、国際関係研究科、テクノロジー・マネジメ

ント研究科）および立命館アジア太平洋大学大学院経営管理研究科との関係については、

『設置申請書』において、「経営管理研究科設置にともなう経営学研究科の改革内容」に関

する記述があるのみで、他の研究科との差別化については明らかでない。他方、経営学研

究科のホームページの「研究科概要」では、「21 世紀の新しいビジネスの発見と創造が求

められています」という見出しの下、「新事業の創造を担いうるアントレプレナーシップを

持ったビジネス・リーダーが求められています」という記述も見られ、貴専攻の「ビジネ

スを発見し、ビジネスを創造する」という「教学理念」との区別がつきにくく、入学志願

者を混乱させるおそれがあり、改善が望まれる。 

 第１と第２の問題点は，『設置申請書』上の教学理念，学則上の規定，本学の建学の精神

および教学理念の三者間の関係が不明確であり，検討・整理が必要との指摘である。『設置



 3

申請書』および立命館大学専門職大学院学則（案）は，いずれも，『立命館大学大学院経営

管理研究科（専門職大学院）設置認可申請書』（学校法人立命館，平成 17年 6月 30日）に

含まれ，設置認可を受けるにあたっての書類の一部を構成しており，いずれも認可を受け

る上ですでに検討されたと考えられるが，なお不明確との指摘であるので，次年度に検討

する。また，本学の教学理念等との関係については，本研究科の開設以降，立命館憲章が

制定されていたが（2006 年７月），これと本研究科の教学理念・目的等との整合性につい

ては検討されていないので，次年度に合わせて検討することとする。第３および第４の指

摘についても次年度に検討することとする。 

 

今年度の改善活動等 

 開設されて今日までに，立命館憲章の制定，そして大学設置基準の改正があったことを

踏まえ，本研究科の使命・目的および教育目標を整備し，規定に明記した（2011 年度第 6

回経営管理研究科教授会議事録，2011年 11月 23日 2011年度第 9回経営管理研究科教授

会議事録，2012年 3月 4日。なお，前者は使命および教育目標の整備と規定，後者は，教

育目標のカリキュラム・ポリシーへの明記を決定）。 

 また，2010年度に受審した大学基準協会による経営系専門職大学院認証評価における指

摘の通り，HP 等，さまざま媒体間で記述に齟齬が見られる（『2010 年度認証評価結果』，

394, 397 頁。）ことから，所要の整備を行った。さらに，12 月までにホームページを刷新

した折に，上記の使命・目的および教育目標を記述し齟齬は一掃した。 

 なお，従前の立命館大学専門職大学院学則に本研究科に関する規定は，今年度に行われ

た本学大学院の諸学則の整備により立命館大学大学院経営管理研究科研究科則（2012 年 4

月１日施行。以下，研究科則とする。）として独立の規定となった。 

 なお，他研究科との関係については，2015年度に予定されているキャンパス移転に合わ

せて組織改革を行う予定であり，すでに検討は始めているが（2011 年度臨時経営管理研究

科執行部会議，2012年 1月 5日；同，2012年 2月 2日），本格的な議論については次年度

以降の課題とする。 

 

今年度末における状況 

 新しい研究科則は 2012 年度から施行されるため，2011 年度末現在においては，なお，

従前の規定が適用されている。なお，2012年度からは，次のような規定となっている。す

なわち，立命館大学大学院学則第２条において，本学大学院の目的（第 1 項）および専門

職大学院の目的（第 2項）が示されるとともに，同学則第 4条第 3項では，専門職学位課

程の目的が示されている。 
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立命館大学大学院学則 

 
（目的） 
第 2条 本大学院は、立命館建学の精神および教学理念に則り、学術の理論および応用を教授研究し、
その深奥をきわめ、または高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能

力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。 
2 大学院のうち、専門職大学院は、学術の理論および応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職
業を担うための深い学識および卓越した能力を培うことを目的とする。 

 
（課程の目的） 
第 4条 （略） 
3 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能力を培う
ことを目的とする。 
 

 

 また，本研究科は，使命・目的を経営管理研究科の「目的」として研究科則第 2 条に明

確に規定し，また，企業経営コースおよび企業会計コースの人材養成像を同研究科則第 4

条に規定している。第２条に示された経営管理研究科の目的は，立命館憲章に示された立

命館建学の精神と教学理念に則り，また，上記の大学院学則に示された専門職大学院およ

び専門職学位課程の目的とも整合している。 

 

立命館大学大学院経営管理研究科研究科則 

 
（目的） 
第 2 条 本研究科は、立命館建学の精神と教学理念に則り、ビジネスを創造するリーダーおよび会計プ
ロフェショナルとして活躍する地球市民の養成に努めることによって、世界と日本の平和的・民主的・

持続的発展に貢献することを目的とする。 
 
（コースの人材養成目的） 
第４条 前条に定める各コースの人材養成目的は、次の各号に定めるとおりとする。 
（１）企業経営コース 
 理論と実践の両面から絶えず学び続け、倫理を尊び、ビジネスを創造する高度な専門能力を有する

人材を養成する。 
（２）企業会計コース 
 理論と実践の両面から絶えず学び続け、倫理を尊び、財務情報の信頼性の向上に資する高度な専門

能力を有する人材を養成する。 
 
  

 また，コースごとの教育目標については，カリキュラム・ポリシーに明記している。 

 

カリキュラム・ポリシー（一部） 

(1) 基本的な考え方 
 本研究科では，企業経営コースと企業会計コースそれぞれの人材養成目標を達成するため，高度専門職

業人養成を志向した次のような教育目標を設定し，カリキュラムを編成しています。 
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企業経営コース 
 経営理論やフレームワーク及び実践スキルに基づいた高度な戦略眼を持って，経営を理解でき，実践で

きるようになる。 
企業会計コース 
 企業会計の基準とその基礎となる理論及び実践スキルに基づいた高度な洞察力を持って，会計を理解

し，実践できるようになる。 
 
 また，本研究科では，専門性を発揮しつつ，コース間の相互履修を可能にすることにより，専門性と幅

広い視野・知識を効率的・効果的に習得できるカリキュラムを編成しています。 
（以下略） 
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（使命・目的および教育目標の適切性） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
◎  

 

前年度の状況 

 専門職学位課程制度の目的は，専門職大学院設置基準第２条において「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」とされている。 

立命館専門職大学院学則は，専門職大学院の目的（第 2 条）および経営管理研究科の目的

（第 34条）において，下記の通り定めており（資料１－２），上記の専門職大学院設置基準

第 2条に適合している。 

 
 
（立命館専門職大学院の目的） 
第 2 条 立命館建学の精神および教学理念に則り高度な専門性が求められる職業を担うために
深い学識及び卓越した能力を培うこと 

 
（経営管理研究科の目的） 
第 34条 経営管理研究科は，立命館建学の精神および教学理念に則り，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を養成し，社会の発展と文化の進展に寄与すること 

 
 

今年度の改善活動等 

 基準１－１において述べたように，本年度は，使命・目的および教育目標を改定している。 

 

今年度末における状況 

 新しい研究科則は 2012 年度から施行されるため，2011 年度末現在においては，なお，

従前の規定が適用されている。なお，2012年度から適用される新しい立命館大学大学院学

則等は基準１－１に示した通りであり，立命館大学大学院学則第 2 条は，学校教育法第 99

条，専門職大学院設置基準第２条第 1 項の目的を踏まえており，また，研究科則において

定められた目的（第２条）および人材養成目的（第４条）ならびにアドミッション・ポリ

シーに定められた教育目標は，上記の法令にしたがい，本研究科の具体的な使命・目的お

よび教育目標を反映するように設定されている。 
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（使命・目的および教育目標の適切性） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

前年度の状況 

 養成すべき人材像は，本研究科においては，次のように記載されていた。 

 

『設置申請書』 

 
本研究科では、経営分野も会計分野も、次のような共通する人材育成
目標を設定している。「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の目標とする」。（5頁） 

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、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（6頁）。 

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（６頁）。 

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（６頁）。 

第 3 に，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（６頁）。 

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（６頁）。 

第 5 に，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（7頁）。

 

『立命館専門職大学
院学則』 

 

 
（立命館専門職大学院の目的） 
第 2条 立命館建学の精神および教学理念に則り高度な専門性が求め
られる職業を担うために深い学識及び卓越した能力を培うこと 

 
（経営管理研究科の目的） 
第 34 条 経営管理研究科は，立命館建学の精神および教学理念に則
り，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を
養成し，社会の発展と文化の進展に寄与すること 

 
『アドミッション・ポ
リシー』 

 
（１）企業経営コース 
 理論と実践の両面から絶えず学び続け、倫理を尊び、ビジネスを創
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造する高度な専門能力を有する人材を養成する。 
 
（２）企業会計コース 
 理論と実践の両面から絶えず学び続け、倫理を尊び、財務情報の信
頼性の向上に資する高度な専門能力を有する人材を養成する。 
 

 

 『設置申請書』には，企業経営コースと企業会計コースの両コースに共通する基本的な

人材養成目標「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」が示さ

れ，また，この内容は立命館大学専門職大学院学則第 34条にも反映されている。しかしな

がら，アドミッション・ポリシーに記載されている養成すべき人材像は，『設置申請書』の

記載と必ずしも一致していない。そこで、アドミッション・ポリシーをはじめ，カリキュ

ラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーを見直し、これを 2013年度入学試験要項なら

びに研究科ホームページにそれぞれ掲載、また、今後改訂する本研究科のパンフレットに

もこれらを掲載することにしている。 

 次に，2010 年度認証評価においては，「５つの「人材養成目標」は，個別には専門職大

学院の人材養成の目的として適切であると認められるが，貴専攻の入学定員（100名）から

見て，多様に過ぎるきらいがあり，コースとの整合性も含めて，再検討が望まれる」（『2010

年度認証評価結果』，394－395 頁）との指摘を受けたことから、2011 年度に開設当初の人

材養成目標の適切性，プログラムとの関係，学則・アドミッション・ポリシーを見直し、

整合性を検討し、2012 年 4 月より「立命館大学大学院経営管理研究科研究科則」を制定、

同則第 4条（コースの人材育成目的)を規定した。 

 なお，「会計のわかる」専門的経営管理人材，「経営のわかる」会計分野の高度専門職業

人の養成については，大学基準協会の認証評価において「このような取組みは日本の経営

系専門職大学院では一般的ではなく，今後のビジネススクールの一方向を示すもの」（391

頁）との評価を得ているが，現実には，アカウンティング・プログラムの学生は，会計，

監査，法律といった選択必修科目の他，課題研究科目を履修すると，「経営がわかる」程，

経営系の科目を受講することはできず，また，企業経営コースの学生が会計系の科目を受

講しようとしても，会計系の科目は多くは昼間に開講されており，企業経営コースの社会

人は，事実上，「会計がわかる」という程，会計系の科目を受講することはできない。これ

については別途，検討が必要である。 

 

今年度の改善活動等 

 本年度は，基準１－１で述べたように，使命・目的および教育目標を設定し，人材養成目

標を入れたところである。また，アドミッション・ポリシーについても所要の改定を行っ
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た（2011年度第 7回経営管理研究科教授会，2012年 2月 5日）。 

 

今年度末における状況 

 新しい研究科則は 2012 年度から施行されるため，2011 年度末現在においては，なお，

従前の規定が適用されている。なお，2012年度からは，本研究科の使命・目的および教育

目標の中に，養成すべき人材像は下記のように表現されている。 

 

立命館大学大学院経営管理研究科研究科則 

 
（目的） 
第 2 条 本研究科は、立命館建学の精神と教学理念に則り、ビジネスを創造するリーダーおよび会計プ
ロフェショナルとして活躍する地球市民の養成に努めることによって、世界と日本の平和的・民主的・

持続的発展に貢献することを目的とする。 
 
（コースの人材養成目的） 
第 4条 前条に定める各コースの人材養成像は、次の各号に定めるとおりとする。 
（１）企業経営コース 
 理論と実践の両面から絶えず学び続け、倫理を尊び、ビジネスを創造する高度な専門能力を有する人材

を養成する。 
（２）企業会計コース 
 理論と実践の両面から絶えず学び続け、倫理を尊び、財務情報の信頼性の向上に資する高度な専門能力

を有する人材を養成する。 
 

 

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 
 理論と実践の両面から絶えず学び続け、倫理を尊び、ビジネスを創造する高度な専門能力を有する

人材を養成する。 
企業会計コースが養成する人材像 
 理論と実践の両面から絶えず学び続け、倫理を尊び、財務情報の信頼性の向上に資する高度な専門

能力を有する人材を養成する。 
（以下略） 

 

 なお，このように養成すべき人材像を整理したが，依然としてプログラムごとの人材養

成像が多様に過ぎるとの問題は解決されていない。 
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（使命・目的および教育目標の適切性） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

前年度の状況 

 職業的倫理の涵養については，企業会計コースでは，開設当初から重視されており，設

置申請書類，アドミッション・ポリシー，パンフレットにおいて盛り込まれていた。しか

しながら，企業経営コースについては職業倫理に関する記述はなく，2010年度認証評価に

おいても指摘されていたところでもある。 

 

『設置申請書』 

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、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（6頁）。 

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（６頁）。 

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（６頁）。 

第 3に，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（６頁）。 

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（６頁）。 

第 5に，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（7頁）。 

 

立命館専門職大学院
学則 

 
（立命館専門職大学院の目的） 
第 2 条 立命館建学の精神および教学理念に則り高度な専門性が求め
られる職業を担うために深い学識及び卓越した能力を培うこと 

 
（経営管理研究科の目的） 
第 34条 経営管理研究科は，立命館建学の精神および教学理念に則り，
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を養成
し，社会の発展と文化の進展に寄与すること 

 
アドミッション・ポ
リシー 

 
企業経営コースが養成する人材像 
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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。 

 
（※強調は筆者） 

 

今年度の改善活動等 

 職業的倫理の涵養は，単に学則上に明示するに留まらず，科目として設定するほか，必

修化するかどうかの判断も必要とする。昨年度より懸案事項であり，他大学の経営系専門

職大学院においても，必ずしも倫理科目が常設されているとは限らない。これは，教育内

容，テキスト，担当教員の確保が困難であるからに他ならない。 

 したがって，本年は，まず，研究科則に定めること，そして，来年度，経営特殊講義と

して職業倫理科目を設定することとした（2011 年度第 5 回経営管理研究科教授会（2011

年 10月 23日），資料 11，開講方針（第２次案），創造人材プログラム特殊講義「経営倫理

と CSR」）。必修等の扱いについては，今後の課題とする。 

 

今年度末における状況 

 新しい研究科則は 2012 年度から施行されるため，2011 年度末現在においては，なお，

従前の規定が適用されている。なお，2012年度からは，次のような規定となっている。研

究科則第 5 条において，コースが養成すべき人材像として企業経営および企業会計の両コ

ースで「倫理」を尊ぶ人材養成を規定している。 

 

立命館大学大学院経営管理研究科研究科則 

 
（コースの人材養成目的） 
第 4条 前条に定める各コースの人材養成像は、次の各号に定めるとおりとする。 
（１）企業経営コース 
 理論と実践の両面から絶えず学び続け、倫理を尊び、ビジネスを創造する高度な専門能力を有する人材

を養成する。 
（２）企業会計コース 
 理論と実践の両面から絶えず学び続け、倫理を尊び、財務情報の信頼性の向上に資する高度な専門能力

を有する人材を養成する。 
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 なお，倫理の科目については，来年度は特殊講義として開講するものの，必修化の扱い

については，次年度以降も引き続き検討する。 

 

 

（使命・目的および教育目標の適切性） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

前年度の状況 

 『設置申請書』（5 頁）において，将来の経営の人材ニーズについて，次のように記載し

ている。 

 
 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

貌を遂げてきた。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て経営管理人材の育成が図られており、MBA のような専
門的な教育を受けた人材が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

のような新しい変化に対応でき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。我が国において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のは、このような社会的ニーズの高まりが背景にある。 
 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、経営活動のグローパル化に伴って、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、大学院レベルでの教育が必要

となっている。 

（強調は筆者） 

 

 本研究科はこのような認識に立って，使命・目的および教育目標を設定したのであり，

将来の経営の人材ニーズに適合している。 
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今年度の改善活動等 

 本年度は，基準１－１で述べたように，使命・目的および教育目標を設定したが，ベース

となる将来の人材ニーズに関する考え方は，開設当初の認識を前提にしており，将来の人

材ニーズに適合している。 

 

今年度末における状況 

 現在の使命・目的および教育目標は，開設当初の認識（『設置申請書』，5頁）を前提に設

定されたものであって，その意味で，将来の人材ニーズに適合している。 

 

 

（使命・目的および教育目標の適切性） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

 ○ 

 

前年度末の状況 

 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につ

いては，『設置申請書』（６－７頁）において，次のように明確に謳われている。 

 

 

＜企業経営分野＞ 

 （中略） 

 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。（以

下略） 

 

＜企業会計分野＞ 
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 （中略） 

 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。 

 

 

 

今年度の改善活動等 

 基準１－１で述べたように，使命・目的および教育目標を設定したが，第２条では，次の

ように規定しており，国内外で活躍できる人材の養成を明確に謳っている（資料１－４）。 

 
 
（目的） 
第２条 本研究科は、立命館建学の精神と教学理念に則り、ビジネスを創造するリーダーおよ
び会計プロフェショナルとして活躍する地球市民の養成に努めることによって、世界と日本
の平和的・民主的・持続的発展に貢献することを目的とする。 

 
 

 また，新しい研究科則は，開設当初の認識を前提に設定したものであるから，人材養成

において，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

養成を念頭に置いていることに変わりはない。 

  

今年度末における状況 

 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につ

いては，『設置申請書』（６－７頁）において明示されている。また，2012 年度からは，研

究科則第２条において明示される。 
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（使命・目的および教育目標の適切性） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

 

前年度の状況 

 設立後，本研究科では，毎年度末に全学の教学対策会議に提出される教学総括，また，

中長期的には，全学の教員組織整備計画に合わせ，本研究科の教育目標の到達度の評価，

中長期の計画の策定が行われてきた。 

 しかしながら，『2010年度認証評価結果』において，「点検・評価報告書によれば、中長

期のビジョン・戦略・アクションプランについて、自己点検・評価および５年ごとの第三

者評価による改善・改革課題の明確化を基にカリキュラム改革を行うこととされ、開設か

ら５年間の総括もなされ、課題および展望について文書にまとめられているが、実際は自

己点検･評価を行う体制が整備され、適切に機能しているとはいえず、５年間の総括におい

ても現状の把握と課題認識に留まっており、中長期のビジョン・戦略・アクションプラン

が明確に策定されているとは判断できないため、今後は、自己点検・評価の結果等に基づ

き、適切な中長期のビジョン・戦略・アクションプランを策定することが望まれる。」（398

頁）との指摘を受けている。 

 指摘のように，本研究科では，使命・目的および教育目標を達成するための個別具体的

な中長期のビジョン等を策定してはいなかった。使命・目標および教育目標を実現し，社

会に対して教育の質の保証を行っていくためには，こうした中長期の具体的なビジョン等

は不可欠である。したがって，本研究科の使命・目的および教育目標を達成するための中

長期のビジョンあるいは戦略およびアクションプランを策定しなければならない。 

 

今年度の改善活動等 

 今年度において，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

クションプランを策定するには，その前提として，いくつかの困難な要因があった。 

 第１に，大学基準協会の認証評価結果の指摘に対応しつつ，本研究科の使命・目的を実

現する中長期のビジョン等を策定するには，研究科自体の目的，教員組織，カリキュラム，

運営について相当の改革が必要となることは明らかであった。 

 第 2に，この改革については，2015年 4月に予定されている大阪茨木新キャンパスへの
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移転も絡めた議論が必要となる。新キャンパスには，経営学研究科も移転し，それまでに

段階的にカリキュラム改革を行うとしている。したがって，両研究科とも，移転を機に改

革を行うことになるため，それぞれのポジショニングも含め，十分な検討が必要となる。

また，立命館の学園全体の改革構想として R2020が策定されており，全学的に大学院改革

が始まっている。したがって，単に，経営学研究科，経営管理研究科といった局所均衡的

な改革ではなく，全学の施策の中で，研究科の改革を位置付けていかなければならない。 

 第３に，公認会計士試験合格者の未就職問題と，金融庁による公認会計士制度の改革の

議論である。本研究科は，公認会計士養成を一つの重要な目的としているアカウンティン

グ・プログラムを擁している。本学の在学生・修了生は，これまで着実に合格実績を積み

上げてきたが，他方で，試験合格者の未就職問題と，公認会計士制度の改革案（企業財務

会計士制度の新設等）の影響で，全国的に，公認会計士の志願者が激減しており（駆け込

み受験は増えているが），全国のアカウンティング・スクールで大幅な定員割れが生じてき

ている。本研究科も例外ではない。この原因となった公認会計士法の改正案は，昨年４月

にいったん廃案となっているが，今後の見通しは不明である。  

 そこで，これらの状況を前提として，まず，使命・目的の実現をさせる施策の前提とし

て，本研究科の組織改革について検討をおこなっている。独自に「関西 MBA 市場調査」を

実施、あらたに追求すべき人材養成目標の方向性を確認し、社会人・ストレートマスター 

それぞれの教育プログラムの再編や経営学研究科をはじめとする本学経営系大学院との連

携について研究会内での合意形成に努めている。 

 

 

（使命・目的および教育目標の周知） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
◎  

 

前年度末の状況 

 本研究科では，研究科の使命・目的および教育目標について，研究科ウェブサイト，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ってきている。また，年間 30回に

及ぶ入試説明会において，本研究科の使命・目的および教育目標について説明してきた。

しかしながら，『2010年度認証評価結果』において，下記のような指摘を受けている。 
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「2009 年度版パンフレット」においては、貴専攻の「教学理念」および「人材養成の目標」が明確

に示されておらず、「2010 年度版パンフレット」においては、「入学者の受入方針（アドミッション・

ポリシー）」として「養成する人材」が示されたが、依然として「教学理念」については記載が見ら

れない。また、ホームページにおいては「経営大学院の使命」として、「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」と記載している一方で、「基本目標」としても「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」との記載がなされている。さらに、ホー

ムページの「ご挨拶」においては、「立命館大学経営大学院は、高度職業人を養成し『学び続ける人』

を世に輩出することを目的としています」という記載も見られるが、これは点検・評価報告書におい

て「使命・目的」とされている内容とも、「立命館大学専門職大学院学則」第２条および第 34 条に

規定されている「目的」とも異なる。これらのことから、各種の使命・目的および教育目標に関する

記述の内容および文言の統一を図り、情報の受益者が適切に貴専攻の「教学理念」、「人材養成の目標」

などを理解できるよう、改善を図る必要がある（396頁）。 

 

今年度の改善活動等 

 基準１－１に記載したように，本研究科は，使命・目的を，経営管理研究科の「目的」と

して研究科則第２条に明確に規定し，また，企業経営コースおよび企業会計コースの人材

養成像を同研究科則第 5 条および第６条に規定している。また，コースごとの教育目標に

ついては，カリキュラム・ポリシーに明記した。 

 さらに， 12月下旬に新しいホームページに刷新したことに伴い，本研究科の使命・目的

および教育目標について，今年度に策定したものを記載している。また，2013年度入学試

験の要項においても所定の改定を行っている。 

 

今年度末における状況 

 本研究科では，研究科の使命・目的および教育目標について，研究科ウェブサイト，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ってきている。また，年間 30回に

及ぶ入試説明会において，本研究科の使命・目的および教育目標について説明されている。 
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（使命・目的および教育目標の周知） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

前年度の状況 

 学内の教職員向けには，経営管理研究科の使命・目的および教育目標については，立命

館大学専門職大学院学則第２条および第 34条に明示されており，また，全学レベルで，毎

年度末に教学総括が行われ，その結果は各教学機関に配布され検討されており，周知が図

られている。 

 また，新任教員については，新任教員向けのガイダンスを通じて，また，学生について

は，入学時のガイダンスにおいて，使命・目的および教育目標は説明され，周知されてい

る。 

 

今年度の改善活動等 

 学内の教職員向けに示されるべき使命・目的および教育目標については，今年度，基準

１－１にも示したように，所要の改定を行ったところである。 

 

今年度末における状況 

 新しい研究科則は 2012 年度から施行されるため，2011 年度末現在においては，なお，

従前の規定が適用されている。なお，2012年度からは，次のような規定となっている。学

内の教職員向けには，経営管理研究科の使命・目的および教育目標については，研究科則

第３条および第５条に明記されており，また，全学レベルで，毎年度末に教学総括が行わ

れ，その結果は各教学に配布され検討されており，周知が図られている。 

 また，新任教員については，新任教員向けのガイダンスを通じて，また，学生について

は，入学時のガイダンスにおいて，使命・目的および教育目標は説明され，周知されてい

る。 
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（使命・目的および教育目標の周知） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

 ○ 

 

前年度の状況 

 基準１－８および１－９に記載された以外には，特別な努力と工夫は行われていない。 

 

今年度の改善活動等 

 今年度は研究科のホームページを刷新し，その中に，今年度に策定した使命・目的およ

び教育目標を記載した。 

 

今年度末における状況 

 基準１－８および１－９に記載された以外には，特別な努力と工夫は行われていない。 

 

（使命・目的および教育目標の検証と改善） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

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。 
 ○ 

 

前年度までの状況 

 『2010年度認証評価結果』では次のように指摘されている。 
 貴専攻においては、教育目標の検証の取組みを組織的・恒常的に行うようシステム化し、検証結

果を改革・改善に繋げる仕組みが整備されており、具体的には、「講義アンケート」、「ＦＤ委員

会」、「執行部での議論」および「教授会での議論」という基本的なサイクルに加えて、「学生自

治組織」との懇談会を実施し、教育目標の検証と改善が図られているとされる。また、中長期ビジ

ョン・戦略・アクションプランについては、自己点検・評価および５年ごとの第三者評価による改

善・改革課題の明確化に基づいてカリキュラム改革を行うことが定められているとされる。 
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 しかし、これらをもって、教育目標の検証結果を改革・改善に繋げる仕組みが十分整備・運用さ

れているとは判断できない。第１に、自己点検・評価を実施する体制が整備され、適切に実施され

ているとはいえず、教育目標の検証の前提条件が成立していない。第２に、システムの１つとして、

「講義アンケート」の利用が挙げられているが、当該アンケートの質問項目からしても、この方法

によって、こと「使命・目的および教育目標」にまで遡り、「検証結果を改革・改善に繋げる仕組

み」が十分整備され、かつ、運用されているということはできない。よって、今後は、教育目標の

検証結果を具体的な改革・改善へ繋げるための制度や仕組みを適切に整備することが必要である。

（３９６—３９７頁） 

 

 また，問題点（検討課題）においても，この点の指摘が行われている。これらは，2009

年度点検評価報告書において，本研究科が全学および本研究科の自己点検評価の中で教育

目標の検証を行っており，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」を柱としていると書いているからである。しかしながら，点検評価に

ついては本研究科には実態を客観的に示す根拠が不十分と反省せざるを得なく、また，授

業アンケートや FD委員会が果たすべき機能を「教育目標の達成」をめぐって十全に検証し

たことを提示できるスキームの整備は喫緊の課題と認識する。 

執行部会議や教授会における「教育目標の達成度」についての「把握」「測定」方法と「改

善」に結び付けるためのプロセスについても同様に課題と認識する。 

そもそも，教授会や執行部会議は，「検証機関」ではなく，検証結果や改善策の提案を受

け，審議し，意思決定する機関と考えることから、FD委員会を中心とする組織的に実践す

るための機能再編が必要である。 

 指摘の通り，本研究科には，教育目標，すなわち養成すべき人材が養成されているかど

うかの達成状況等を調査，検証し，改善を行うための独立のシステムを構築していない。

大学基準協会は，仕組みやシステムを作ることを推奨しているが，形式要件を整えること

（例えば委員会の設置）が重要なのではなく，教育目標の検証をどう行うのか，何によっ

て把握し，どう測定あるいは評価するのかを定義し，それに基づいて情報を収集すること，

そして，これをいつ，だれがどのような形で行うのかを定めることが必要である。 

 なお，１－１１については，『2010年度認証評価結果』において，下記の指摘もある。 

 
 使命・目的および教育目標の検証が適切に行われているとは判断できず、改善が求められる。ま

た、上記の検証プロセスにおいては、アドバイザリー・コミッティのような外部諮問機関が設けら

れておらず、今後は修了生や企業等、外部の意見・評価も検証プロセスに取り入れることが望まれ

る。４ 

 

 このように，教育目標の検証として，外部の意見・評価を検証プロセスに採り入れるこ

とも必要である。すでに 2010年度の認証評価の受審の途上において，評価委員よりアドバ
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イザリー・コミッティの設立を強く勧められたことを受け，11 月および２月の教授会で審

議，アドバイザリー・ボードの委員の人選等を含め，設立に向けて具体的な検討が始まっ

た（2010年度第 5回経営管理研究科教授会，2010年 11月 21日；2010年度第６回経営管

理研究科教授会，2011年 2月６日）。 

 

今年度における改善活動等 

 教育目標の検証については，その仕組みの構築も含め，下記のアドバイザリー・ボード

の設置以外には具体的な検討を行っていない。 

 アドバイザリー・ボードについては，2012年 4月 1日に発足すべく，アドバイザリー・

ボード規程の策定（2011 年度第 3 回経営管理研究科教授会，2011 年 9 月 4 日）を行い，

また，個々の委員の就任要請も教授会で決定した（2011年度第 7回経営管理研究科教授会，

2012年 2月 5日）。 

 

今年度末における状況 

 内部的な教育目標の検証システムは構築されていない。なお，外部からの情報収集とし

ては，2011 年度は，修了生へのアンケートやヒアリング調査を初めとして，校友会組織

RIMO と教授会との定期的な懇談会の開催，民間の調査機関を利用し，関西地区の MBA

マーケット調査を実施した。これらの情報の分析内容は，早速，入試政策等に反映されて

いるが，このような仕組みの中に，前年度の課題である教育目標の検証を採り入れていく

ことが必要であり，また，これを組織的に行うための仕組みも構築する必要がある。 

 また，上記のように，アドバイザリー・ボードの設立を決定し，委員の就任について承

諾も得ているが，評価項目は未だ設定されていない。評価項目を速やかに設定し，「教育目

標の検証」を加える必要がある。 
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２．教育の内容･方法･成果 

 

(1) 教育課程等 

 

（学位の名称と授与基準） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
◎  

 

前年度の状況 

 本研究科が授与する学位は，経営修士（専門職）および会計修士（専門職）の 2 種であ

る（立命館大学学位規程第 3条）。 

 本研究科は，経営管理専攻を置き，その中に企業経営コースと企業会計コースの２つの

コースを設置しており（立命館大学大学院経営管理研究科履修規程第 1条第 1項および第 2

項），企業経営コースの所定の単位を履修した者に対しては経営修士（専門職）が，企業会

計コースの所定の単位を履修した者に対しては会計修士（専門職）が授与される。 

 それぞれのコースにおいて履修すべき科目は経営系分野の特性を反映しており（立命館

大学専門職大学院学則別表２の１），それぞれのコースの教育課程（立命館大学大学院経営

管理研究科履修規程第 2条）に応じた学位の名称が付されている。 

 

今年度の改善活動等 

 今年度は，立命館大学大学院学則の変更，立命館大学学位規程の改正，立命館大学専門

職大学院学則の廃止，立命館大学経営管理研究科研究科則の制定が行われたが，これらは

規定上の整理であって，本研究科の学位については実質的に変更はない。 

 

今年度末における状況 

 新しい立命館大学大学院学則，立命館大学学位規程，および研究科則は 2012年度から施

行されるため，2011年度末現在においては，なお，従前の規定が適用されている。なお，

2012 年度からは，次のような規定となっている。すなわち，本研究科が授与する学位は，

経営修士（専門職）および会計修士（専門職）の 2種である（立命館大学学位規程第 3条）。 

 本研究科は，経営管理専攻を置き，その中に企業経営コースと企業会計コースの２つの
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コースを設置しており（研究科則第 3条），企業経営コースの所定の単位を履修した者に対

しては経営修士（専門職）が，企業会計コースの所定の単位を履修した者に対しては会計

修士（専門職）が授与される。 

 それぞれのコースにおいて履修すべき科目は経営系分野の特性を反映しており（研究科

則別表１），それぞれのコースの教育課程（研究科則第 3条）に応じた学位の名称が付され

ている。 

 

＜根拠資料＞ 

2-5-2 立命館大学学位規程 

1-1-2 立命館大学専門職大学院学則
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（学位の名称と授与基準） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
◎  

 

前年度の状況 

(1) 学位授与に関わる基準 

 本学では，専門職学位課程を修了した者に専門職学位が授与される（立命館大学専門職

大学院学則第 18 条，立命館大学学位規程第 29 条の 2）。課程の修了を認定する基準につい

ては，立命館大学専門職大学院学則，立命館大学学位規程，立命館大学大学院経営管理研

究科履修規程に定めがある。課程の修了認定の基準については後述する（基準 2－５）。 

 

(2)学位授与の審査手続等 

 本学では，専門職学位の授与は，研究科教授会の議を経て，大学院委員会の承認により

決定される（立命館大学学位規程第 29 条の 3）。なお，大学院委員会は，学長が議長となり，

各研究科長および研究科委員会等において互選した１人の委員を持って組織され，学位授

与およびその他各研究科に共通する事項の審議を行う機関である（立命館大学大学院学則

第 24 条）。したがって，本学では，専門職学位も含め，学位の授与は，各研究科教授会の

議を経て，学長が議長を執る全学の委員会において決定されている。 

  

(3) 学生への周知 

 学位授与の基準または審査手続を定めた諸規程は，大学のウェブサイトにおいて公表さ

れており，また，履修要項に，学位授与方針，修了要件が記載されている。 

 

今年度の改善活動等 

 今年度は，立命館大学大学院学則の変更，立命館大学学位規程の改正，立命館大学専門

職大学院学則の廃止，立命館大学経営管理研究科研究科則の制定が行われたが，これらは

規定上の整理であって，学位に関わる基準および審査手続については実質的に変更はない。 

 

今年度末における状況 

 新しい立命館大学大学院学則，立命館大学学位規程，および研究科則は 2012年度から施
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行されるため，2011年度末現在においては，なお，従前の規定が適用されている。なお，

2012年度からは，次のような規定となっている。 

(1) 学位授与に関わる基準 

 本研究科の学位は，本研究科の修了要件（立命館大学大学院学則第 42 条，研究科則第 15

条）を満たした者に授与される（立命館大学学位規程第 29条の 2）。 

 

(2)学位授与の審査手続等 

 本学では，専門職学位の授与は，研究科教授会の議を経て，大学院学位委員会の承認に

より決定される（立命館大学学位規程第 29 条の 3）。なお，大学院学位委員会は，学長が議

長となり，各研究科長および研究科委員会等において互選した１人の委員を持って組織さ

れ，学位授与に関する事項の審議を行う機関である（立命館大学大学院学則第 9条）。した

がって，本学では，専門職学位も含め，学位の授与は，各研究科教授会の議を経て，学長

が議長を執る全学の委員会において決定されている。 

  

(3) 学生への周知 

 学位授与の基準または審査手続を定めた諸規程は，大学のウェブサイトにおいて公表さ

れており，また，履修要項に，学位授与方針，修了要件が記載されている。 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-2 立命館大学専門職大学院学則 

2-5-2 立命館大学学位規程 

10-13-7 立命館大学大学院学則 

10-13-4 立命館大学大学院学則（2012.4.1施行） 

10-13-2 立命館大学大学院経営管理研究科則 
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（学位の名称と授与基準） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

 

前年度の状況 

 設置認可時からこれまで，本研究科は実務家教員比率が高く，カリキュラムの検討を行

う執行部会議，教授会，FD委員会において，実務界で必要な教育内容に関する情報の提供，

検討が行われてきた。これらのインプットに基づいて，新しい科目の設置が常に行われて

きた。また，課題研究論文の審査および口頭試験，これにもとづく教授会における修了判

定によって，経営系の学位水準に達しているかどうかを確認してきた。また，いったん授

与した学位の水準については，本研究科修了生による校友会（名称は RIMO、Rit’s Master’s 

Organization）を通じて，修了生，教職員、在学生とのコミュニケーションを図るととも

に，修了生の活躍状況から，間接的に，学位の水準を確認してきたところである。しかし

ながら，直接に学位の水準を客観的，合理的，体系的に確認する仕組みをもたなかった。

また，ビジネス界等，外部から直接に学位の水準を確認する仕組みもなかった。また，学

位授与の前提である修了要件において，成績水準（GPA 等）も検討されていなかった。さら

にいえば，教育目標やディプローマポリシーとの関係についても整理が必要である。 

 この点，『2010 年度認証評価結果』においては，企業経営者，修了生等により直接的・

体系的に，授与する学位の水準を確認する努力はされておらず，今後は，そうした仕組み

の整備が望まれるとの指摘を受けた。 

 そこで，ビジネス界および修了生からの情報収集または意見聴取を行うとともに，それ

を分析，本研究科の教育水準を評価する仕組みの構築が課題となった。すでに 2010年度の

認証評価の受審の途上において，評価委員よりアドバイザリー・コミッティの設立を強く

勧められたことを受け，11 月および２月の教授会で審議，アドバイザリー・ボードの委員

の人選等を含め，設立に向けて具体的な検討が始まった（2010年度第 5回経営管理研究科

教授会，2010年 11月 21日；2010年度第６回経営管理研究科教授会，2011年 2月６日）。 

 

今年度の改善活動等 

アドバイザリー・ボードについては，2012年 4月 1日に発足すべく，アドバイザリー・

ボード規程の策定（2011 年度第 3 回経営管理研究科教授会，2011 年 9 月 4 日）を行い，
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また，個々の委員の就任要請も教授会で決定した（2011年度第 7回経営管理研究科教授会，

2012年 2月 5日）。 

 

今年度末における状況 

 本研究科では，ビジネス界等で期待される学位の水準を把握するため，執行部会議，教

授会，FD委員会において，多数の実務家教員から，実務界で必要な教育内容に関する情報

提供を得て，検討が行われてきた。これらのインプットに基づいて新しい科目が設置され，

さらに，課題研究論文の審査および口頭試験，これにもとづく教授会における修了判定に

よって，経営系の学位水準に達しているかどうかを確認してきた。 

 また，いったん授与した学位の水準については，本研究科修了生による校友会（名称は

RIMO、Rit’s Master’s Organization）を通じて，修了生，教職員、在学生とのコミュニケ

ーションを図るとともに，修了生の活躍状況から，間接的に，学位の水準を確認してきた

ところである。 

 さらに，今年度は，2011 年 6 月 19 日に大阪キャンパスで開催した RIMO 総会において過

年度修了生に対するアンケートを実施するとともに， アドバイザリー・ボード規程の策定

（2011 年度第 3 回経営管理研究科教授会，2011 年 9 月 4 日）を行い，また，個々の委員

の就任要請も教授会で決定した（2011 年度第 7 回経営管理研究科教授会，2012 年 2 月 5

日）。 

 

＜根拠資料＞ 

3-1-11（2） 2010年度経営管理研究科教授会議事録 

10-13-1 2011年度経営管理研究科教授会議事録 

10-18-1 2011年度校友会総会時修了生アンケート 

10-18-2 2011年度校友会総会時修了生アンケート集計結果 
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（課程の修了等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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） 

◎  

 

前年度の状況 

(1) 標準修業年限および総修得単位数 

 本研究科における課程の標準修業年限は 2 年である（立命館大学専門職大学院学則第６

条第 1 項）。また、本学においては，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しており（立命館大学専門職大学院学則第 15 条），本

研究科においては，修得すべき単位数を 50 単位以上としている（同第 36 条）。これらから，

課程の修了の認定に必要な在学期間および修得単位数は，専門職大学院設置基準第 2 条お

よび第 15 条に適合している。 

 

(2) １年修了コース 

 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（第 2項），この条項は，本学では本研究科にのみ適用される（第 3項）。

本研究科では，上記の１年以上 2 年未満の期間とする履修上の区分として１年修了コース

を設けている（立命館大学専門職大学院学則第 35 条，別表 2の 2）。これらは，専門職大学

院設置基準第 3条に適合している。 

 

(3) 学生の履修の負担への配慮 

 学生の履修の負担が過重にならないような配慮として、本学では，専門職大学院は学生

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

とし（立命館大学専門職大学院学則第 12 条），本研究科では，その上限を各学年で 36 単位
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としている（立命館大学大学院経営管理研究科履修規程第 2条第 2項）。ただし，上記の１

年修了コースについては，当該上限を 58 単位としている。 

 

今年度の改善活動等 

 今年度は，立命館大学大学院学則の変更および立命館大学専門職大学院学則の廃止が行

われ，同時に，立命館大学経営管理研究科研究科則の制定と立命館大学大学院経営管理研

究科履修規程の廃止が行われたが，これらは規定上の整理であって，実質的な変更はない。 

 

今年度末における状況 

 新しい立命館大学大学院学則および研究科則は 2012 年度から施行されるため，2011 年

度末現在においては，なお，従前の規定が適用されている。なお，2012年度からは，次の

ような規定となっている。 

(1) 標準修業年限および総修得単位数 

 本研究科における課程の標準修業年限は 2 年である（立命館大学大学院学則第 40 条）。

ただし，本研究科の１年修了コースの標準修業年限は１年である（同但書）。 

 本学においては，専門職学位課程の修了要件は、現に在籍している課程に標準修業年限

以上在学し、各研究科則の定めるところに従って 30 単位以上を修得し，その他の教育課程

の履修により課程を修了することとしている（立命館大学大学院学則第 42 条）。本研究科

においては，課程の修了に必要な修得単位数を 50単位以上としている（研究科則第 15条）。

これらから，課程の修了の認定に必要な在学期間および修得単位数は，専門職大学院設置

基準第 2条および第 15 条に適合している。 

 

(2) １年修了コース 

 本研究科では，上記のように１年修了コースを設けているが，これは，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認めて

設定しているものであり，これは専門職大学院設置基準第 3条に適合している。 

 

(3) 学生の履修の負担への配慮 

 学生の履修の負担が過重にならないような配慮として、本研究科では，１年間に登録す

ることができる単位数の上限を 36 単位としている。また，１年修了コースに属する者につ

いては，上限を 58 単位としている（研究科則第 11 条）。 
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 以上のように，課程の修了認定に必要な在学期間および修得単位数は，専門職大学院設

置基準および経営系専門職大学院の目的に対して，適切に設定されており，また，１年間

に登録可能な単位数にも上限を設けて，学生の履修負担を過重にしないよう配慮している。 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-2 立命館大学専門職大学院学則 

2-4-1 立命館大学大学院経営管理研究科履修規程 

10-13-4 立命館大学大学院学則（2012.4.1施行） 
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（課程の修了等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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） 

◎  

 

前年度の状況 

(1) 課程の修了認定の基準 

 本学の専門職大学院は，専門職大学院設置基準第 10 条第 2項に遵い，課程の修了の認定

については，客観性および厳格性を確保するため，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うこととしている（立命館大学専門職大

学院学則第 10 条）。 

 本研究科の修了認定の基準は，立命館大学大学院経営管理研究科履修規程の定めるとこ

ろにしたがって 50単位以上を修得することである（立命館大学専門職大学院学則第 36条）。 

 

(2) 課程の修了認定の方法 

 専門職大学院の課程修了の認定は，研究科教授会が行う（立命館大学専門職大学院学則

第 17 条）。 

 なお、2012 年 4 月に本学は「立命館大学大学院学則」を改定、これにともない「立命館

大学専門職大学院学則」を廃止、あらたに「立命館大学大学院経営管理研究科研究科則」

を制定、同学則第 42 条（修了要件）第 1 項において「専門職学位課程の修了要件は、《中

略》各研究科則に定めるところに従って 30 単位以上修得し、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。」と規定している。 

また、「同研究科則第 15 条（専門職学位課程の修了に必要な単位数)）において

「経営管理専攻専門職学位課程の修了に必要な各コースおよび各プログラ

ムの修得単位数」を規定し、「立命館大学学位規定第 29 条の 2（専門職の学位授与の

要件）」において「専門職の学位は、大学院学則第 42 条に規定する修了要件

を満たした者に授与する。」とし、所定単位の修得により「経営修士（専門職）」もし

くは「会計修士（専門職）」の学位が授与されることを「履修要項」に記載している。 

 

(3) 学生への周知 
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 課程の修了の基準を満たすために必要な単位の修得については，履修要項に明記されて

おり，また，入学時のガイダンスにおいて説明が行われている。 

 

今年度の改善活動等 

 先述のとおり、2012 年度に立命館大学大学院学則の改定および立命館大学専門職大学院

学則の廃止が行われ、同時に、立命館大学経営管理研究科研究科則が設定された。 

 

今年度末における状況 

 新しい立命館大学大学院学則，立命館大学学位規程および研究科則は 2012年度から施行

されるため，2011年度末現在においては，なお，従前の規定が適用されている。なお，2012

年度からは，次のような規定となっている。 

 

 (1) 課程の修了認定の基準 

 本学の専門職大学院は，専門職大学院設置基準第 10 条第 2項に遵い，課程の修了の認定

については，客観性および厳格性を確保するため，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うこととしている（立命館大学大学院学

則第 18 条第 2項）。 

 本研究科の修了認定の基準は，研究科則第 15 条の定めるところにしたがって 50 単位以

上を修得することである。 

 

(2) 課程の修了認定の方法 

 本学専門職大学院では，修了の認定と学位の授与は一体として行われている。すなわち，

修了要件を満たした者に専門職学位が授与され（立命館大学学位規程第 29条の 2），学位の

授与の決定は，教授会の議を経て大学院学位委員会の承認を必要とする（同第 29条の 3）。 

 

(3) 学生への周知 

 課程の修了の基準を満たすために必要な単位の修得については，履修要項に明記されて

おり，また，入学時のガイダンスにおいて説明が行われている。 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-2 立命館大学専門職大学院学則 

10-13-2 立命館大学大学院経営管理研究科則 

2-5-2 立命館大学学位規程 
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10-13-5 2012年度履修要項 

10-13-4 立命館大学大学院学則（2012.4.1施行） 

 

 

（課程の修了等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

◎  

 

前年度における状況と課題 

 本研究科においては，入学前の大学院の修得単位を当該専門職大学院で修得したものと

みなし，かつ，その単位の修得を当該専門職大学院の教育課程の一部を履修したものと認

めて在学期間を短縮する，いわゆる「在学期間の短縮」（専門職大学院設置基準第 14 条第 1

項，第 16 条）については，同様の規程を置いている（立命館大学専門職大学院学則第 14

条第 1 項，第 16 条第 1 項）。したがって，在学期間の短縮は，法令上の規定に沿って設定

されている（基準 2-6 前段）（基準 2－7 前段）。 

 当該入学前の単位の認定および短縮の期間の認定は，研究科教授会の議を経て研究科長

が決することとしており（同第 14 条の 2，第 16 条第 2 項），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な配慮がなされるよう制度設計がなされているように

見える。 

 しかしながら，大学基準協会による指摘はないが，入学後の学生から，例えば「修了要

件の 40％に相当する単位を修得済みであるから，（例えば）半年間，在学期間を短縮して欲

しい」との要望があった場合，制度があり，しかも明確にやらない意思表示をしていない

以上，検討しなければならないし，また，拒否する場合でも，その理由を明確にする必要

がある。さらにいえば，課題研究科目の連続等を理由に拒否することはできない。それが

理由なら，最初から不可能なので，その旨，条文や入試要項で事前に明示すべきなのであ

る。今後早急に検討することとしたい。 

 

今年度の活動 

 附記すべき事項はない。なお，これまで立命館大学専門職大学院学則は，法務研究科と



 34

経営管理研究科で別々の学則となるよう改定を受けたが，学位授与基準および審査手続に

関する規程については，実質的な変更はない。 

 

今年度末の状況 

 新しい立命館大学大学院学則および研究科則は 2012 年度から施行されるため，2011 年

度末現在においては，なお，従前の規定が適用されている。なお，2012年度からは，次の

ような規定となっている。 

 

 本学専門職大学院においては，入学前の大学院の修得単位を当該専門職大学院で修得し

たものとみなし，かつ，その単位の修得を当該専門職大学院の教育課程の一部を履修した

ものと認めて在学期間を短縮する，いわゆる「在学期間の短縮」（専門職大学院設置基準第

14 条第 1 項，第 16 条）については，同様の規定を置いている（立命館大学大学院学則第

43 条第 1項，第 48 条）。 

 当該入学前の単位の認定は，研究科教授会が教育上有益と認めた場合であり（同第 48 条

第 1 項，研究科則第 14 条第 2 項），本研究科で認定される単位については，上限が設けら

れている（研究科則第 14 条第 1 項）。また，短縮の期間は，研究科教授会の議を経て研究

科長が決することとしており（第 43条第 3項，研究科教授会については，同第７条第 1項），

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な配慮がなされるよう制

度設計がなされている。 

 なお，在学期間の短縮制度の採用・不採用については，来年度，審議することとする。 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-2 立命館大学専門職大学院学則 

10-13-4 立命館大学大学院学則（2012.4.1施行） 

 

 

（課程の修了等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  
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前年度における状況と課題 

 在学期間の短縮については，当該短縮の認定を教授会の議を経て研究科長が決するとす

る規定以外に定めはない（前基準参照）。したがって，在学期間の短縮の認定方法について

は定めはあるが，在学期間の短縮の基準については定めがない。また，本基準の運用につ

いては，これまで学生による申請がなく実績がない。 

 いずれにしても，この制度を採用しないか，あるいは採用するなら，その基準と方法と

を明らかにし，学生に周知しなければならない（前基準参照）。 

 

今年度における活動 

 特になし。 

 

今年度末における状況と課題 

 在学期間の短縮については，当該短縮の認定を教授会の議を経て研究科長が決するとす

る規定以外に定めはない（前基準参照）。したがって，在学期間の短縮の認定方法について

は定めはあるが，在学期間の短縮の基準については定めがない。また，本基準の運用につ

いては，これまで学生による申請がなく実績がない。 

 いずれにしても，この制度を採用しないか，あるいは採用するなら，その基準と方法と

を明らかにし，学生に周知しなければならない（前基準参照）。 

 

 

（課程の修了等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

 

前年度における状況と課題 

 課程の修了認定は，研究科教授会が審議し決定すべき事項であり（立命館大学専門職大

学院学則第 17 条），在学期間の短縮の認定は，研究科教授会の議を経て研究科長が決する

こととしている（同第 14 条の 2，第 16 条第 2 項）。したがって，これらに何らかの問題点

がある場合には，教授会で審議することとなる。 
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今年度の活動 

 特になし。 

 

今年度末における状況と課題 

 課程の修了認定は，学位の授与認定と同時に研究科教授会が審議し決定すべき事項であ

り（立命館大学学位規定第 29条の 3），在学期間の短縮の認定は，研究科教授会の議を経て

研究科長が決することとしている（立命館大学大学院学則（2012.4.1施行）第43条第3項）。

したがって，これらに何らかの問題点がある場合には，教授会で審議することとなる。 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-2 立命館大学専門職大学院学則 

2-5-2 立命館大学学位規程 

10-13-4 立命館大学大学院学則（2012.4.1施行） 

 

 

（教育課程の編成） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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) 

◎  

 

前年度における状況と課題 

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、それぞれに「企業経営コース」と「企業会計

コース」の２つのコースを設定して教育課程を編成している。 

 「企業経営コース」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，

「企業会計コース」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
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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。 

 

＜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＞ 

① 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。 

② ファイナンス＆アカウンティング・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。 

 

今年度の改善活動等 

 本研究科の固有の目的については，基準１－１の「今年度の改善活動等」で示したように，

一定の整理が行われている。ただし，基本的に設置申請時の目的を変えるものではないの
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で，カリキュラムの編成に影響はない。 

 

今年度末における状況 

 昨年に同じ。なお，本研究科の固有の目的については，基準１－１の「今年度の改善活動

等」で示したように，一定の整理が行われている。ただし，基本的に設置申請時の目的を

変えるものではないので，カリキュラムの編成に影響はない。 
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（教育課程の編成） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

前年度における状況と課題 

 本研究科の教育課程の編成においては，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（以上，企業経営コース），ファイナンス＆アカウンティング・

プログラム，アカウンティング・プログラム（以上，企業会計コース）という５つの専門

分野を用意し，すべてのプログラムに共通して基本的な事項を学習する基礎・基幹科目群，

５つの専門分野における専門能力を涵養するプログラム科目群という階層を設けている。 

 経営系分野の特性に応じた基本的な科目は，基礎・基幹科目群に配置されている。つぎ

に，プログラム科目群は，それぞれの専門的な力量を形成する科目としており，それぞれ

の専門分野における基礎知識を展開する科目を設置するだけでなく，その分野における先

端知識を学ぶ科目については，毎年その内容を見直し，特殊講義として開講している。ま

た，広い視野や周辺領域の知識を涵養する科目については，先端知識を学ぶ科目と同様，

当該プログラムにおける特殊講義を用意するとともに，他プログラムの受講を機動的に受

講できるように配慮している。 

 なお，『2010年度認証評価結果』では，本基準に関して次のように指摘している。 

 

「基礎科目群」および「基幹科目群」は、理論的アプローチに基づいて授業展開を行うことから、研

究者教員が担当し、「プログラム科目群」は、実践的・応用的アプローチから多彩な授業を行うため、

実務家教員が担当するということとなっているものの、実際は、「基幹科目群」の多くを実務家教員

が担当するなど、実質面において、その編成が適切になされているとは判断できない。貴専攻は、理

論と実務の融合を謳った「プラカデミック・アプローチ」を掲げているが、実際の教育課程において

は、これとの相当な隔たりが見られるため、改善が求められる。（p.401，概評の該当部分） 

          

 貴専攻は、その理念・目的と関わった教育方法として、アカデミックとプラクティスを融合させた

独自の「プラカデミック・アプローチ」を掲げ、これを重視した教育を行っているとされるが、現実
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には、教育上のスローガンに留まっており、実際にプラクティスとアカデミックの適切な融合が、教

育現場で実現しているとは認められないため、これに基づく教育課程を適切に編成することが望まれ

る。（p.406，問題点３） 

 

 すなわち，本研究科は，プラカデミック・アプローチを謳っており，設置申請時には，

基礎基幹科目群を研究者教員が担当する理論科目群としており，また，プログラム科目群

を実務家教員が担当する実践的・応用的科目群と位置付けているにも関わらず，実態は，

基幹科目を実務家教員が，プログラム科目を研究者教員が担当することも少なくなく，科

目の性格が不明確であると指摘している。 

 これは本研究科の『2009年度点検評価報告書』に書かれた内容に基づいて大学基準協会

側が判断した結果であるが，同報告書の内容は誤りであり，プラカデミック・アプローチ

は教育手法であって，教育課程の編成とは直接関係するものではなく，本研究科では，カ

リキュラム上の科目の性格と内容とそれぞれの教員の専門能力を勘案しながら教員の担当

科目の適性を判断している。 

 したがって，この問題は，『2009 年度点検評価報告書』の記述内容に対する問題点の指

摘ではなく，このような誤った記述を生んだ原因である自己点検・評価体制の不備の問題

として対応する。 

 

今年度の活動 

 特になし。 

 

今年度末における状況 

 前年度の状況に同じ。 
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（教育課程の編成） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

前年度の状況 

 本研究科のプログラムにおける授業科目は，通常の講義形式の授業の他に，単なる座学

ではなく，グループ・ワーク，プレゼンテーション，ディスカッションが重視される科目

が数多く設定されている。詳細は基準 2－26で述べるが，特に表現力の養成を重視した科目

として，「ネゴシエーションとプレゼンテーション」を設置している（国際経営プログラム）。

会計分野（アカウンティング・プログラム）においては，特に実践的な内容を含む授業と

して，財務会計，管理会計，監査，法律のそれぞれの分野についてケース・スタディを設

置している。これらの科目は，学生の必要に応じて他プログラムではあるが，自由に受講

が可能である。 

 また，倫理観を涵養する科目としては，企業会計コースのアカウンティング・プログラ

ムに「会計職業倫理」を設定しているが，それ以外のコースについては，直接，倫理を扱

う科目がない。これについては，『2010 年度認証評価結果』においても指摘されており，

重要な課題の一つである。 

 国際的な視野をもつプロフェッショナルを養成する科目については，国際経営プログラ

ム内に，国際ビジネス，国際マーケティング，異文化マネジメント，中国ビジネス，国際

経営戦略，戦略経営の実践等の科目を設置している。 

 

今年度の改善活動等 

 経営に関する倫理科目については，次年度，創造人材プログラム特殊講義として，「経営

倫理と CSR」を開設することとした。 

 

今年度末における状況 

 本研究科のプログラムにおける授業科目は，通常の講義形式の授業の他に，単なる座学

ではなく，グループ・ワーク，プレゼンテーション，ディスカッションが重視される科目
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が数多く設定されている。詳細は基準 2－26で述べるが，特に表現力の養成を重視した科目

として，「ネゴシエーションとプレゼンテーション」を設置している（国際経営プログラム）。

会計分野（アカウンティング・プログラム）においては，特に実践的な内容を含む授業と

して，財務会計，管理会計，監査，法律のそれぞれの分野についてケース・スタディを設

置している。これらの科目は，学生の必要に応じて他プログラムではあるが，自由に受講

が可能である。 

 また，倫理観を涵養する科目としては，企業会計コースのアカウンティング・プログラ

ムに「会計職業倫理」を設定している他，企業経営コースについては，創造人材プログラ

ム特殊講義「経営倫理と CSR」を次年度より開講することとした。 

 国際的な視野をもつプロフェッショナルを養成する科目については，国際経営プログラ

ム内に，国際ビジネス，国際マーケティング，異文化マネジメント，中国ビジネス，国際

経営戦略，戦略経営の実践等の科目を設置している。 

 なお，経営倫理を涵養する科目については，特殊講義ではなく通常の専門科目とするこ

とや，必修化について，2012年度以降，引き続き検討する。 
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（教育課程の編成） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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、会計、マーケ

ティング、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。 

【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。 

○  

 

前年度における状況と課題 

 企業経営コースについては，評価の視点で言及されている科目は，情報系の科目を除き，

すべて教育課程に盛り込まれている。 

 なお，情報関連の科目が設けられていなかったことに鑑み，次年度より国際経営特殊講

義「情報システム」を開講することとした。 

また，企業会計コースにおいても同様である。 

 

今年度の活動 

 企業会計コースのアカウンティング・プログラムについて，2012年度第２クォーターに

アカウンティング特殊講義「IT監査」を開講することとした。 

 

今年度末における状況と課題 

 企業経営コースについては，評価の視点で言及されている科目は，すべて教育課程に盛

り込まれている。 

 なお，企業会計コースについては，会計分野における先端的な情報科目として，次年度

よりアカウンティング特殊講義「IT監査」を開講することとした。 
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（教育課程の編成） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

 

前年度の状況 

 現在の教育課程は，経営管理研究科の設置認可申請時に，シンポジウム，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，それらに対応すべく編成されたものである。 

 その後は，執行部会議，教授会を構成する実務家教員の意見等を反映し，新しい科目の

設置に取り組んできた。ただし，『2010 年度認証評価結果』において，次のように指摘を

受けている。 

 

 貴専攻においては、設置認可申請にあたって、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、教育課程の編成に配慮したとしてい

るが、それ以降は企業に対する体系的なヒアリング等は行われておらず、設置認可申請時のヒアリン

グのみをもって、既存の教育課程全体を適切であると判断するに十分なレベルであるとは認められな

い。近年のビジネス環境は加速度的に変化が激しくなってきており、学生の多様なニーズや社会から

の要請等を定期的かつ直接的に把握する仕組みを構築する必要がある。（402頁） 

 

 外部等からのニーズの把握等については，実務家教員のインプットだけでなく，修了生

からのアンケート，産業界からの意見聴取等を検討する必要があった。そこで，まず，2010

年度の認証評価の受審の途上において，評価委員よりアドバイザリー・コミッティの設立

を強く勧められたことを受け，11月および２月の教授会で審議，「アドバイザリー・ボード」

の委員の人選等を含め，設立に向けて具体的な検討が始まった（2010年度第 5回経営管理

研究科教授会，2010年 11月 21日；2010年度第６回経営管理研究科教授会，2011年 2月

６日）。また，年度末の修了式において修了生アンケートを実施した。 

 

今年度の改善活動等 

 2011年 6月 9日に校友会総会開催時に過年度修了生に対するアンケートを実施した。ま

た，その後も本研究科教授会と RIMO との懇談会を行い，設置が期待される科目について
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意見を聴取している。これにより，次年度の開講科目として，「国際税務戦略」について，

実際に移転価格税制等に行政と企業実務の両者の経験をもつ実務家教員の担当を依頼し，

また，アカウンティング特殊講義「国際税務」を開講することとした。 

 また，民間の調査機関を利用し，関西地区のMBAマーケット調査を実施し，関西地区で

は，どのような教育課程に対する需要があるかが判明した。 

 さらに，2012年度の「アドバイザリー・ボード」の設立を決定し，委員の就任について

承諾も得ている。 

 

今年度末における状況 

 現在の教育課程は，経営管理研究科の設置認可申請時に，シンポジウム，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，それらに対応すべく編成されたものである。 

 その後は，執行部会議，教授会を構成する実務家教員の意見等を反映し，新しい科目の

設置に取り組んできた。しかしながら，これでは不十分であるので，今年度は，2011 年 6

月 9 日に校友会総会開催時に過年度修了生に対するアンケートを実施した。また，その後

も本研究科教授会と RIMO との懇談会を行い，設置が期待される科目について意見を聴取

している。これにより，次年度の開講科目として，「国際税務戦略」について，実際に移転

価格税制等に行政と企業実務の両者の経験をもつ実務家教員の担当を依頼し，また，アカ

ウンティング特殊講義「国際税務」を開講することとした。 

 また，民間の調査機関を利用し，関西地区のMBAマーケット調査を実施し，関西地区で

は，どのような教育課程に対する需要があるかが判明した。 

 さらに，2012年度の「アドバイザリー・ボード」の設立を決定し，委員の就任について

承諾も得ている。 

 しかしながら，このうち，規程化されたものは「アドバイザリー・ボード」のみであり，

修了生からのアンケートやヒアリング，RIMOとの懇談会，MBAマーケット調査は，単年

度における対応であり，カリキュラム改革の前提としてシステマティックに実施されたも

のではない。また，アンケート調査やヒアリング等の結果は，科目設定には活かされたが，

教育課程の改善・改革というレベルにまで活かされてはいない。 

 さらに，MBAの出口調査，すなわち，本研究科の修了生だけでなく国内外のMBAホル

ダーが，ビジネススクールで受けた教育で，わが国の社会で役に立ちうるもの，グローバ

ル社会で役に立ちうるものが何かについての調査は行われていない。2012年度は，引き続

きこれらについて検討する。 
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＜根拠資料＞ 

3-1-11（2） 2010年度経営管理研究科教授会議事録 

10-7-8 修了生アンケート 

10-7-10 修了生アンケート（BS）へのコメント 

10-7-11 修了生アンケート（AC）へのコメント 
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（系統的・段階的履修） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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」 

◎  

 

前年度の状況 

 本学では，各研究科が，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しており（立命館大学専門職大学院学則第 12 条），本研

究科では，各学年において，履修科目として登録可能な単位数は，36 単位を上限とする（立

命館大学大学院経営管理研究科履修規程第 2 条第 2 項）。ただし，１年修了コース（基準 2

－4 を参照）の場合は，58 単位を上限とする（同但書）。  

 また，本研究科は，１年を 4 学期に分割するクォーター制度を運用している。年間で登

録可能な単位数の上限 36 単位は、18 科目に相当するので，これを１クォーターで平均する

と 4.5 科目となる。このように，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。 

 

今年度の改善活動等 

 この制度については，特に問題はなく，見直しは行っていない。なお，学内で学則等の

改定があったことを受けて，根拠規程等は変更されている。 

 

今年度末における状況 

 新しい研究科則は 2012 年度から施行されるため，2011 年度末現在においては，なお，

従前の規定が適用されている。なお，2012年度からは，次のようになる。 

 

 本学では，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

上限は各研究科則に定めるとしており（立命館大学大学院学則第 46 条），本研究科では，

各学年において，履修科目として登録可能な単位数は，36 単位を上限とする（研究科則第

11 条第 1 項）。ただし，１年修了コース（基準 2－4 を参照）の場合は，58 単位を上限とす

る（同但書）。  

 また，本研究科は，１年を 4 学期に分割するクォーター制度を運用している。年間で登
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録可能な単位数の上限 36 単位は、18 科目に相当するので，これを１クォーターで平均する

と 4.5 科目となる。このように，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＞ 

1-1-2 立命館大学専門職大学院学則 

2-4-1 立命館大学大学院経営管理研究科履修規程 

10-13-4 立命館大学大学院学則（2012.4.1施行） 

10-13-2 立命館大学大学院経営管理研究科則 

 

 

（系統的・段階的履修） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

前年度の状況 

 本研究科では、第１クォーターから第４クォーターへ，段階的に基本的な科目から応用

的な科目となるように科目配置を行っている。すなわち，第１クォーターは基礎・基幹科

目を重点的に配置し，第２クォーター以降はプログラム科目の比重が高くなるようにして

いる。 

 

参考 2012 年度 

 第１Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 

基礎基幹科目 １６ ８ ６ １ 

プログラム科目 １６ 23 28 27 

 

 なお、本研究科では，課題研究科目を除き，開講科目の配当年次を規定していない。こ

れは、1年修了コースに対応するための配慮である。ただし，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。 



 49

 ただし、大学基準協会による認証評価において，具体的な履修指導に関する指針がない

こと、シラバスに履修を前提とした科目を記載しているものが少ないこと、基礎・基幹科

目群について必修科目の指定がないことなどから、MBA のコア中のコアとなる科目を履修す

ることなく課程を修了することが可能であるとの指摘を受けた。これに鑑み、2010 年度末

において 2011 年度の入学者向けに、履修ガイダンス資料を作成し、入学時のガイダンスで

配布を行うこととした。 

 

２０１１年度における活動 

 ２０１１年度は、入学者に履修ガイダンスを配布し、入学時のガイダンスにおいて系統

的・段階的な履修指導を行った。 

 また、系統的履修が必要な科目群においては、2011年度第1回経営管理研究科教授会（2011

年 5 月 22 日）の決定に基づき、当該科目履修の前に「履修しておくことが望まれる科目」

を、2科目を上限として、オンラインシラバスに加筆・修正することとした。 

 課題研究科目については、配当年次の変更を判断し 2013 年度からのカリキュラム改革で

実施することとした。 

 

＜根拠資料＞ 

10-13-1 2011年度第１回経営管理研究科教授会議事録 

10-7-12 2011年度履修ガイドライン 

10-7-14-1 2011年度ビジネスプランシラバス 

10-7-14-2 2011年度ブランド戦略シラバス 

10-7-14-3 2011年度債券投資戦略シラバス 
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（系統的・段階的履修） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科では、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大学設置基準第 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（立命館大学学則第 33 条，立命

館大学大学院学則第 59 条），また，授業科目の期間については，大学設置基準第 23 条但

書を適用し，８週間に渡る期間を単位としている。また，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（学校法人立命館教職員就業規則第 56 条第 2 項）。 

 本研究科では，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、16回分行

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。また，各ク

ォーターの終了後には予備日を設け，休講が生じた場合は、必ず補講を行っている（ただ

し，補講は，受講生との日程の確認の上，予備日以外に行うこともある）。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、32回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。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 2011 年度、課題研究科目に関する整理を行った。その結果、2013 年度入学者からの、新

しい制度では、１回生の後期に課題研究Ⅰ（2 単位）、2 回生の前期と後期に課題研究Ⅱお

よびⅢ（いずれも１単位）をそれぞれ開講することとした。また、課題研究ⅠからⅢは、

いずれも必修とするが，課題研究論文は選択科目とすることとした（2011 年度経営管理研

究科教授会，2012 年 2 月 5日）。 

 

２０１１年度末における状況 

 前年度に同じ。 
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＜根拠資料＞ 

10-13-7 立命館大学大学院学則 

10-13-8 学校法人立命館教職員就業規則 

10-13-1 2011年度経営管理研究科教授会議事録 
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（理論教育と実務教育の架橋） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

２０１０年度の状況 

 『設置申請書』には，理論と実務については，研究と教員組織との関係で述べられてい

るのみであり，理論教育と実務教育との関係，教育課程上の位置付けについては明確にさ

れていない。この点，『2010年度認証評価結果』では，次のような指摘を受けている。 

 

しかしながら、現実には、「プラカデミック・アプローチ」は、教育上のスローガンに留まっており、

実際にプラクティスとアカデミックの適切な融合が、教育現場で実現しているとは認められない。

貴専攻では、上記のとおり、「基礎科目群」、「基幹科目群」および「プログラム科目群」という３つ

の科目群からカリキュラムが編成されており、理論性の強い「基礎科目群」および「基幹科目群」

については、研究者教員が担当し、実践的・応用的な性質の強い「プログラム科目群」については、

実務家教員が担当するとされ、これにより理論と実務の架橋がなされているとされるが、実際には、

「基幹科目群」の理論性の強い科目についても実務家教員が担当しており、理論と実務の融合を目

指す「プラカデミック・アプローチ」とはかけ離れた実状である。よって、理論教育と実務教育の

架橋が適切になされ、貴専攻の掲げる「プラカデミック・アプローチ」が実現されるよう、改善が

求められる（p.403）。 

 

 理論教育と実務教育のそれぞれの教育課程における位置付け，各科目の性格を丁寧に整

理することが必要である。 

 

２０１１年度の活動 

 なし。 

 

２０１１年度末の状況 

 前年度に同じ。 
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（理論教育と実務教育の架橋） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

2-18 職業倫理を養う授業科目が開設されているか。 ○  

 

２０１０年度末における状況と課題 

 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）」、「企業会計コース」では「会計職業倫理」を設置してい

るが、このうち CSRは 2010年度および 2011年度には開講されていない。 

 これについて，『2010年度認証評価結果』では，次の指摘を受けている。 

 

貴専攻では、職業倫理を養う授業科目として、「企業経営コース」では「ＣＳＲ（企業の社会的責任）」

を、「企業会計コース」では「会計職業倫理」を開講していること、また、各科目においても事例と

して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としている。ただし、

「ＣＳＲ（企業の社会的責任）」は、倫理観の涵養を主目的とした講義内容であるとはいえない。ま

た、「ＣＳＲ（企業の社会的責任）」および「会計職業倫理」はともに「プログラム科目群」に配置

され、必修化されていないことも含め、十分に職業倫理に関する授業が開講されているとは判断で

きず、改善が必要である（pp.403-404）。 

 

職業倫理を養う授業科目として、「企業経営コース」では「ＣＳＲ（企業の社会的責任）」が開講さ

れているが、講義内容からして、これだけで職業倫理に関する十分な教育がなされているとは判断

できない。また、「企業経営コース」の「ＣＳＲ（企業の社会的責任）」および「企業会計コース」

の「会計職業倫理」はともに「プログラム科目群」であり、必修とはされていないことも含め、職

業倫理に関する授業が十分に開講されているとは認められず、改善が望まれる（406-407頁） 

 

 このように企業経営コースにおける職業倫理科目について，CSR（企業の社会的責

任）の内容を再検討するか，職業倫理に関する科目を新設すること，そして，企業会

計コースと合わせて，必修化の可能性について検討しなければならない。 

 

２０１１年度の活動 

 経営に関する倫理科目については，次年度，創造人材プログラム特殊講義として，「経営

倫理と CSR」を開設することとした。 
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２０１１年度末における状況 

  また，倫理観を涵養する科目としては，企業会計コースのアカウンティング・プログ

ラムに「会計職業倫理」を設定している他，企業経営コースについては，創造人材プログ

ラム特殊講義「経営倫理と CSR」を次年度より開講することとした。なお，経営倫理を涵

養する科目については，特殊講義ではなく通常の専門科目とすることや，必修化について，

次年度以降，引き続き検討する。 

 

 

（導入教育と補習教育） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 ○  

 

前年度における状況と課題 

 これまで，本研究科では、多様な入学者に対応した導入教育は限定的である。代わりに

「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。

なお、全学生を対象として、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、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。 

 しかしながら，大学基準協会の認証評価において，上記のような対応について入学後に

確認を行っていない（p.404），多様な入学者に対応するためには，上記の対応では不十分

であり，改善が望まれる（p.404，p.407）との指摘を受けている。 

 他校でも少なからず，導入教育が実施されているので，それらを参考にしつつ，導入教

育を実施する方策を講じる必要がある。 

 

今年度の活動 

 なし。 

 

今年度における状況 
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 前年度に同じ 

 

＜根拠資料＞ 

2-13-1 2011年度入学前課題 
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（導入教育と補習教育） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

 

２０１０年度における状況と課題 

 基礎学力の低い学生に対応した補習教育については、正課・課外を問わず、授業科目は

開設していない。「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在学中の全期間を通じて履修指導を

行っている。 

 

２０１１年度の活動 

 特になし。 

 

２０１１年度における状況 

 前年度に同じ 

 

＜根拠資料＞ 

10-9-12 2010年度アカデミック・アドバイザー担当教員一覧 

2-1-2 アカデミック・アドバイザー面接事前シート 

 

 

（教育研究の国際化） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

 ○ 
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２０１０年度における状況と課題 

１．教育の国際化への本研究科の方向性と国際化の具体策 

 本研究科は，教育の国際化に関する方向性について設置申請時に明らかにしている。す

なわち，人材養成の目標の中に，「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」ている（『設置申請書』，5頁），「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」「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」（同，６頁）などの記述に見られるように明確

である。企業会計の分野では，今後の会計専門職に期待される役割として「企業活動のグ

ローバル化」，「会計制度・基準の国際標準化への対応」を取り上げており，このような役

割期待に即した教育を行うとしている（同，７頁）。 

 また，国際化への具体策としては，現在，米国のデポール大学 MBA コースと連携して DMDP

を開発中であるが，国際的なプログラムは未だ存在せず，上記のプログラムも最終的な合

意形成に至っていないので実現に向けた方策を講じる必要がある。また，国際化は一つの

大学と提携に限られないことから，他の可能性を検討する必要がある。 

 

２．教育の国際化への本研究科の方向性と国際化の具体策 

 本研究科は，教育の国際化に関する方向性について設置申請時に明らかにしている。す

なわち，重点研究分野である５分野の中に，中国ビジネスの展開と企業の経営戦略，会計

の国際標準化に伴う会計・監査の役割期待の変化の２つが盛り込まれている（『設置申請書』，

4 頁）。また，こうした現代的な諸課題について，デポール大学をはじめとした海外の大学

とも連携しながら研究活動の展開を図る（『設置申請書』，5頁）としている。 

 しかしながら，本研究科を母体としてこれらの研究が行われたという実績はなく，また，

「実務と理論の両側面から捉える」（『設置申請書』，5頁)としているが，研究者教員と実務

家教員が合同で研究を行う実績もない。さらに，「研究の成果を，ケーススタディ，論文，

著書等の形で世に問う。ケーススタディおよび論文については，定期刊行雑誌の発行をWeb

上での電子ジャーナル形態として行うことを検討している。」としているが，これについて

も実現していない。 

 したがって，研究については，国際化を進めるための具体的なプログラムはない。上記

のプログラムも最終的な合意形成に至っていないので実現に向けた方策を講じる必要があ

る。また，国際化は一つの大学と提携に限られないことから，他の可能性を検討する必要

がある。 
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２０１１年度の活動 

 なし 

 

２０１１年度末における状況 

 前年度に同じ。 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-5 設置の趣旨及び必要性 
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（教育研究の国際化） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

 

２０１０年度における状況と課題 

 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。ただし，

今後の具体的な取組みについては，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。 

 しかしながら，当該プログラムは，最終的な合意形成に至っておらず，実現に向けた方

策を講じる必要がある。また，国際化は一つの大学と提携に限られないことから，他の可

能性を検討する必要がある。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 なし。 

 

２０１１年度末における状況 

 前年度の状況に同じ。 

 

 

 



 60

（教職員・学生等からの意見の反映） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

 ○ 

 

２０１０年度における状況と課題 

 教育課程の編成や教育水準の設定のプロセスにおいて、まず設置認可申請時に連続公開

シンポジウムを開催して得た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、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。それゆえ本研究科開設後は、FD活動等でビジネス界の変化やニ

ーズがこれら実務家教員を通じて常に議論に反映されてきた。 

 しかしながら，教職員および学生の意見や要望を聴取し，それを教育課程の編成や教育

水準の決定に反映する手続は明文化されていない。また，「ビジネス界その他の外部の意

見・要望」については，聴取はまったく行われていない。そのための手続も明文化されて

いない。 

 なお，外部等からの意見・要望については，実務家教員のインプットだけでなく，修了

生からのアンケート，産業界からの意見聴取等を検討する必要があった。そこで，まず，

2010年度の認証評価の受審の途上において，評価委員よりアドバイザリー・コミッティの

設立を強く勧められたことを受け，11 月および２月の教授会で審議，アドバイザリー・ボ

ードの委員の人選等を含め，設立に向けて具体的な検討が始まった（2010年度第 5回経営

管理研究科教授会，2010年 11月 21日；2010年度第６回経営管理研究科教授会，2011年

2月６日）。また，年度末の修了式において修了生アンケートを実施した。 

 

２０１１年度の活動 

 2011年 6月 9日に校友会総会開催時に過年度修了生に対するアンケートを実施した。ま

た，その後も本研究科教授会と RIMO との懇談会を行い，設置が期待される科目について

意見を聴取している。これにより，次年度の開講科目として，国際税務戦略について，実

際に移転価格税制等に行政と企業実務の両者の経験をもつ実務家教員の担当を依頼し，ま
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た，アカウンティング特殊講義「国際税務」を開講することとした。 

 さらに，次年度のアドバイザリー・ボードの設立を決定し，委員の就任について承諾も

得ている。 

 

２０１１年度末における状況 

 現在の教育課程は，経営管理研究科の設置認可申請時に，シンポジウム，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，それらに対応すべく編成されたものである。 

 その後は，執行部会議，教授会を構成する実務家教員の意見等を反映し，新しい科目の

設置に取り組んできた。しかしながら，これでは不十分であるので，今年度は，2011 年 6

月 9 日に校友会総会開催時に過年度修了生に対するアンケートを実施した。また，その後

も本研究科教授会と RIMO との懇談会を行い，設置が期待される科目について意見を聴取

している。これにより，次年度の開講科目として，国際税務戦略について，実際に移転価

格税制等に行政と企業実務の両者の経験をもつ実務家教員の担当を依頼し，また，アカウ

ンティング特殊講義「国際税務」を開講することとした。 

 また，次年度のアドバイザリー・ボードの設立を決定し，委員の就任について承諾も得

ている。 

 しかしながら，このうち，明文化されたものはアドバイザリー・ボードのみであり，修

了生からのアンケートやヒアリング，RIMO との懇談会，などを行っているが、意見・要

望を反映するための明文化に至っていない。今後は，これらを一つのシステムとして，教

育課程および教育水準に対する意見や要望を聴取し，それを教育課程の編成や教育水準の

決定に反映する手続を明文化する必要がある。 

 

＜根拠資料＞ 

3-1-11（2）2010年度経営管理研究科教授会議事録 

10-7-8 修了生アンケート 

10-7-10 修了生アンケート（BS）へのコメント 

10-7-11 修了生アンケート（AC）へのコメント 
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（特色ある取組み） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

 ○ 

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。 

 ○ 

 

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科では、「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、以下

に挙げる「特色のある取組み」を行っている。それらは，現在進行形の経営諸問題に触れ、

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。また，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。 

 隔年で開講している国際経営特殊講義「戦略経営の実践（経営者リレー講義）」では、産

業界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機会

を提供している。一般に，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

営実践からの学習が重要視されているが，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ワークが普

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ワークに関して 

は、夏期集中として実務実習科目「フィールドワーク」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。 

 なお，この「特色ある取組み」については，その成果を検証する仕組み，および検証結

果を改善（あるいは新しい企画）に繋げる仕組みとして，固有のものは設定していない。 

 

 



 63

２０１１年度の改善活動等 

 なし。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 前年度に状況は同じ。ただし，次年度は，「特色ある取り組み」について，その成果を検

証する仕組み，および検証結果を改善（あるいは新しい企画）に繋げる仕組みとして，固

有のものを設定する必要がある。 

 

＜根拠資料＞ 

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」2010 年度講師一覧、2008

年度講師一覧、2006年度講師一覧 

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」2010年度スケジュール表 

 

 

(2) 教育方法等 

 

（授業の方法等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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） 

◎  

※｢専門職｣第 8 条第 1 項 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻

分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切

な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。 

 

２０１０年度の状況 

 本研究科では，実践教育と理論教育の融合を目指して，多様な教育方法･授業形態を採用

している。 

｢基礎･基幹科目｣｢プログラム科目｣では，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
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ターンシップ等の教育手法や授業形態が採用されている。本研究科開講課目における全体

的な傾向として，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

ーションのうち，2 つ以上の手法を組み合わせて取り入れる科目が大半である。とりわけ，

討論とグループ学習，ケーススタディを採用する科目が多い。これらの科目での学びを通

じて，学生のチームワークやディベート能力などの向上も可能である。 

また実務に関する最新の学びを実現するため，経験豊かな実務家を講師として任用して

いるほか，最新の知識を修得のために専門家をゲストスピーカーとして招聘している。 

 なお，教育方法や授業形態については，年度開始までにシラバスに記載し，その内容の

学生への周知を行なっている。 

 以上のことから，本研究科では，実践教育を充実させるため，各科目の特性を踏まえた

適切な教育方法や講義形態が採用されているといえる。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 なし 

 

２０１１年度末における状況 

 前年度における状況に同じ 

 

＜根拠資料＞ 

2-2-1-1 2010年度研究科シラバス 

2-2-1-2 2011年度研究科シラバス 

10-1-15 2009年度ゲストスピーカー招聘一覧 

10-15-1 2010年度の主なゲストスピーカーウェブサイト 
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（授業の方法等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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

くための取組みがおこなわれているか。 
 ○ 

２０１０年度における状況と課題 

 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として，本

研究科では学生による｢講義アンケート｣と，教授会メンバーによる｢FD委員会｣を実施して

いる。 

 ｢講義アンケート｣は，演習系科目を除く全科目においてクォーターごとに(年 4回)実施さ

れている。学生の履修や理解の状況と，教員の教育手法について意見を記述する様式とな

っている。このアンケート結果はクォーターごとに集約され，執行部会議と教授会におい

て共有されている。 

さらに，アンケート結果をもとに FD委員会が開催され，教育水準向上のための議論に供

される。なお 2010年度は，単年度データの分析に加え，研究科開設以来の経年分析も実施

した。この分析結果については，年度末の教授会で議論している。 

 その他の授業水準の把握や向上への取組みとしては，下記に示すように，ゲストスピー

カーを招聘した際の受講生からの意見聴取や，｢院生協議会事務折衝｣など行っている。 

まず，ゲストスピーカーを招聘した場合には，その都度，｢講義アンケート｣とは別にコ

メントシートなどを活用して学生からの意見聴取を行なっている。コメントシートは，そ

れ以降の講義内容の検討やゲストスピーカー選定に活用されている。 

｢院生協議会事務折衝｣は，在学生から意見を受け入れる場として，立命館大学で設けら

れている制度であり，本研究科においても毎年実施されている。事前に，学生の自治組織

が在学生の意見集約を行ない，その結果をもとに研究科担当者との意見折衝を行なってい

る。ここでは学生生活全般に関する意見聴取が行なわれるが，カリキュラムや具体的な科

目に関する質問や意見が提起されることも多い。 

さらに 2010年度は，｢院生協議会事務折衝｣とは別に，社会人在学生有志から本研究科へ

の提案があり，直後の教授会においてその内容が報告･検討が行なわれた。 

 なお，大学基準協会による認証評価では，講義アンケートについて，次のような指摘を

受けている。 

 
「講義アンケート」には実践教育の水準を把握するための具体的な設問がなく、企業等の第三者の

意見を取り入れる仕組みも整備されていないため、取組みとしては不十分だといわざるをえない。
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今後は、企業等の第三者の意見を取り入れる仕組みも含めて、実践教育に関する授業の把握・向上

のための取組みについて検討することが望まれる。（p.408） 
 
貴専攻では、実践教育に関する授業の水準を適切に把握・向上させるための取組みとして、学生に

よる「講義アンケート」および教授会でのＦＤ活動を挙げているが、「講義アンケート」には実践教

育の水準を把握するための具体的な設問がなく、企業等の第三者の意見を取り入れる仕組みも整備

されていないため、改善が望まれる。（p.412） 

 

 すなわち，①講義アンケートに実践教育の水準を把握するための設問がない，②実践教

育の水準について，第三者の意見を採り入れる仕組みがない，この２点である。前者につ

いては，同様の記述が点検・評価報告書に記載されているが，それでも，上記のような指

摘を受けている。実際，講義アンケートに実践教育の水準を把握するための設問は設定さ

れていないし，評価委員はアンケートだけでなく，FDニューズレターに目を通した上で指

摘しているのであるから，われわれの主張には根拠がないことになる。とりあえず，当面

は，講義アンケートの中に，実践教育の水準を把握する設問項目を設定することが必要と

なろう。 

 次に，②については，本研究科のシステムとして行われているものとして，上記のよう

にゲストスピーカーを招聘した場合のコメントシートや，院生協議会事務折衝がある。そ

こでは，実践教育の水準の把握は行われている。ただし，企業等の第三者という視点は取

入れられていないため，対策を考える必要がある。 

 また，当該実践教育がどのような教育効果を狙っているのか，到達水準はどうか，学生

と到達水準を共有しているか，また，その水準は確保されているか，こうした観点に答え

うるようにアンケート等を設計する必要がある。 

 なお，外部等からのニーズの把握等については，実務家教員のインプットだけでなく，

修了生からのアンケート，産業界からの意見聴取等を検討する必要があった。そこで，ま

ず，2010年度の認証評価の受審の途上において，評価委員よりアドバイザリー・コミッテ

ィの設立を強く勧められたことを受け，11月および２月の教授会で審議，アドバイザリー・

ボードの委員の人選等を含め，設立に向けて具体的な検討が始まった（2010年度第 5回経

営管理研究科教授会，2010年 11月 21日；2010年度第６回経営管理研究科教授会，2011

年 2月６日）。 

 

２０１１年度の活動 

 次年度のアドバイザリー・ボードの設立を決定し，委員の就任について承諾も得た。2010

年度修了式に修了生アンケートを実施，その結果を 2011年度の教授会で報告した他，2011

年度の RIMO 総会でアンケートを実施している。しかしながら，いずれも実践教育の水準
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については，体系的なアンケート項目を設定していない。 

 

２０１１年度末の状況 

 前年度の状況に同じ。なお，産業界から意見を聴取するため，次年度のアドバイザリー・

ボードの設立を決定し，委員の就任について承諾も得た。なお，昨年度の修了時に修了生

アンケートを実施し，また，今年度には RIMO 総会でアンケート調査も行っているが，次

年度は，さらに実践教育の水準を尋ねることができるように，本研究科の実践教育の定義，

教育効果，実践教育の内容等を検討する必要がある。 

 

＜根拠資料＞ 

2-11-2 講義アンケート様式（2010年度第 4クォーター） 

2-11-3 2007年度～2010年度講義アンケート集計結果（経年比較） 

10-1-1 2011年度経営管理研究科講義アンケート 

3-1-11（2）2010年度経営管理研究科教授会議事録 

10-18-1 2011年度校友会総会時修了生アンケート 

10-18-2 2011年度校友会総会時修了生アンケート集計結果 

10-7-8 修了生アンケート 

10-7-10 修了生アンケート（BS）へのコメント 

10-7-11 修了生アンケート（AC）へのコメント 
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（授業の方法等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

2-28 

多様なメディアを利用して遠隔授業をおこなう場合は，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》 該当無し。 

 

 

（授業の方法等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

2-29 

通信教育によって授業をおこなう場合は，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》 該当無し。 
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（授業の方法等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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） 

◎  

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科のクラスサイズは，15～30 人を目処としている。ストレートマスター･社会人

双方が履修する｢基礎･基幹科目｣については，複数クラスを毎年開講し，適正なクラスサイ

ズの維持を図っている。2010年度のクラスサイズは，企業経営コースと企業会計コース双

方の学生が履修する｢基礎･基幹科目｣に関しては 4～29 人と多少のバラつきが見られるが，

平均履修者数は 12.8人であり，教育効果を十分に上げられる適切な人数となっている。 

またコースごとのプログラム科目に関しては，企業経営コースのプログラム科目の平均

履修者は 11.2人，企業会計コースのプログラム科目の平均履修者は 11.6人である。なお，

プログラムごとの平均履修者数は，以下のとおりである。 

 

プログラム名 平均履修者 

国際経営プログラム 17.3 

企業の現役トップを毎回講師として招聘する｢戦略経

営の実践(リレー講義)｣は，突出して履修者が多い(60

人)が，これを除く平均履修者は 12.6人である。 

創造人材プログラム 9.6 

マーケティング･プログラム 8.9 

ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ･プログラム 6.6 

アカウンティング･プログラム 13.7 

 

 授業に使用するため多様なサイズの教室を接しており，履修人数に応じて割当を行って

いる。また，一定以上の規模の教室にはプロジェクター，ＰＣ，ＡＶ機器等を設置してお

り，教育効果を十分に上げられるよう措置している。 

以上のことから，本研究科における授業のクラスサイズは，教育効果を十分に上げられ

る適切な人数となっている。 
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２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 本研究科のクラスサイズは，15～30 人を目処としている。ストレートマスター･社会人

双方が履修する｢基礎･基幹科目｣については，複数クラスを毎年開講し，適正なクラスサイ

ズの維持を図っている。2011年度のクラスサイズは，企業経営コースと企業会計コース双

方の学生が履修する｢基礎･基幹科目｣に関しては 4～29 人と多少のバラつきが見られるが，

平均履修者数は 12.8人であり，教育効果を十分に上げられる適切な人数となっている。 

またコースごとのプログラム科目に関しては，企業経営コースのプログラム科目の平均

履修者は 11.2人，企業会計コースのプログラム科目の平均履修者は 11.6人である。なお，

プログラムごとの平均履修者数は，以下のとおりである。 

 

プログラム名 平均履修者 

国際経営プログラム 17.3 

企業の現役トップを毎回講師として招聘する｢戦略経

営の実践(リレー講義)｣は，突出して履修者が多い(60

人)が，これを除く平均履修者は 12.6人である。 

創造人材プログラム 9.6 

マーケティング･プログラム 8.9 

ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ･プログラム 6.6 

アカウンティング･プログラム 13.7 

 

 授業に使用するため多様なサイズの教室を接しており，履修人数に応じて割当を行って

いる。また，一定以上の規模の教室にはプロジェクター，ＰＣ，ＡＶ機器等を設置してお

り，教育効果を十分に上げられるよう措置している。 

以上のことから，本研究科における授業のクラスサイズは，教育効果を十分に上げられ

る適切な人数となっている。 

 

＜根拠資料＞ 

2-2-2 2010年度科目別受講生数一覧 

2-3-1-2 2010年度経営管理研究科開講科目時間割 
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10-9-5 朱雀キャンパス中川会館施設設備仕様一覧 

10-9-6 大阪キャンパス情報設備員数表 

10-9-7 大阪キャンパス施設利用申込 

 

（授業の方法等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

２０１０年度における状況 

 本研究科において個別的指導を必要とする科目は課題研究(演習系)科目のみである。課題

研究科目は，｢課題研究Ⅰ｣｢課題研究Ⅱ｣｢課題研究論文｣の 3 科目からなり，専任教員が担

当する。各教員は，学生それぞれの課題(研究テーマ)に対して，調査･分析･論文の作成にい

たるまでの丁寧な指導を行なう。 

本研究科では教育効果の観点から，課題研究科目で一人の教員が指導を行なう学生数が

概ね 5人程度となるように学生とのマッチングを行なっている。2010年度に関しては，担

当学生数は 1～6人となっており，平均は，3.6人である。 

以上のことから，一人の教員が指導を行なう学生数は相応しい数に設定されているとい

える。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 特に改善を要しない。 

 

２０１１年度末における状況 

  本研究科において個別的指導を必要とする科目は課題研究(演習系)科目のみである。課

題研究科目は，｢課題研究Ⅰ｣｢課題研究Ⅱ｣｢課題研究論文｣の 3 科目からなり，専任教員が

担当する。各教員は，学生それぞれの課題(研究テーマ)に対して，調査･分析･論文の作成に

いたるまでの丁寧な指導を行なう。 

本研究科では教育効果の観点から，課題研究科目で一人の教員が指導を行なう学生数が

概ね 5人程度となるように学生とのマッチングを行なっている。2011年度に関しては，担

当学生数は 1～7人となっており，平均は，4.5人である。 
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以上のことから，一人の教員が指導を行なう学生数は相応しい数に設定されているとい

える。 

 

＜根拠資料＞ 

2-2-3-1 2010年度課題研究科目担当教員一覧 

2-2-3-2 2011年度課題研究科目担当教員一覧 
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 （授業計画，シラバスおよび履修登録） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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） 

◎  

 

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科では，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，１年間の授業の計画については，全科目のシラバスを統一の様式で作成して

いる。シラバスに設けられている記載項目は，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･教員への連絡方法などである。 

シラバスは，各年度の開始前に作成され，冊子形態で学生に配布される。また｢オンライ

ン･シラバス｣として開示されており，学生は自由に閲覧することが可能である。 

また講義日程については，各クォーターの期間や補講日と合わせて，履修要項に掲載し

ているほか，｢学年暦｣としてWebサイト上で公開している。 

以上のことから，教育課程の編成の趣旨に沿って明示されたシラバスが作成されている

といえる。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 特に改善活動を要しない。 

 

２０１１年度末における活動 

 前年度における状況と同じ。 

 

＜根拠資料＞ 

2-2-1-1 2010年度研究科シラバス 

2-2-1-2 2011年度研究科シラバス 

10-14-2 経営管理研究科シラバスの執筆にあたって（2011年度版） 

10-13-10 2011年度オンラインシラバスウェブサイト 

10-13-11 2012年度学年暦ウェブサイト 
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 （授業計画，シラバスおよび履修登録） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

２０１０年度における状況と課題 

 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大阪キャンパス(梅田)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。2つのキャン

パスでの開講科目や開講曜日･時間帯を措置し，多様な社会人ニーズに対応している。 

 本研究科では，多彩な人材育成目標に鑑み，幅広い科目を開講しているほか，科目を複

数開講などして多様な受講生のニーズに応えている。 

 次に，授業時間や時間割の編成にあたっては，学生の事前･事後の学習を含めた効果的な

履修を可能にするよう適切に行なっている。本研究科では，社会人とストレートマスター

が学んでいることから，基礎･基幹科目のうち履修希望が多い科目については，開講時間帯

(昼夜)，開講キャンパス(京都･大阪)に配慮し，複数クラスを開講している。 

またプログラム科目については，社会人･ストレートマスターそれぞれの所属キャンパス

を中心に開講している。例えば，ストレートマスター向けのプログラム科目については，

平日昼間･朱雀キャンパスでの開講が中心となっている。社会人向けのプログラム科目につ

いては，平日夜間(18：30～)と土日に配置している。 

 

プログラム名 開講キャンパス 開講時間帯 

ストレートマスター向け： 

  ○国際経営プログラム 

  ○アカウンティング･プログラム 

京都(朱雀キャンパス) 平日昼間 

社会人向け： 大阪(梅田キャンパス) 平日夜間･土日 
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  ○創造人材プログラム 

  ○マーケティング･プログラム 

 ○ファイナンス＆アカウンティング･ 

プログラム 

 

その他の時間割編成上の工夫としては，基礎･基幹科目同士，同一プログラム科目同士の

開講が重ならないように留意している。 

なお本研究科の講義は，各科目 3時間×8週間を基本としている。そのため時間割は，8

週間をひとつの単位として年間４つのクォーターに分かれている。年間の時間割と全開講

科目のシラバスは，年度開始前に提示しており，学生は年間を通した履修計画を立てるこ

とが可能となっている。さらにクォーターごとの履修変更も可能としており，社会人の勤

務状況に合わせた履修を可能にしている。 

 時間割の編成にあたっては，第 1･第 2 クォーターに基礎･基幹科目を，第 3･第 4 クォー

ターではプログラム科目を配置することを基本としている。また，プログラム科目に関し

ても，難易度を考慮した科目配置を行なっている。 

 夏季休暇時期には｢インターンシップ｣｢フィールドワーク｣を集中講義として開講してい

る。これらの科目については，事前研修･事後報告会を行なうほか，レポート提出期間を考

慮するなど，予習･復習時間の確保に配慮している。 

 これらの対応により，学生のクォーターごとの履修科目は，概ね 3～5科目となっており，

事前･事後学習も含めた学習時間の確保は適切になされている。 

 

２０１１年度の活動 

 特に改善活動を要しなかった。 

 

２０１１年度末における活動 

 前年度における状況と同じ 

 

＜根拠資料＞ 

2-3-1-2 2010年度経営管理研究科開講科目時間割 
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 （授業計画，シラバスおよび履修登録） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

2-34 授業はシラバスに従って適切に実施されているか。 ○  

 

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科では，授業がシラバスに従って適切に実施されているかについては，講義アン

ケートによって確認していた。｢講義アンケート｣は演習系を除く全科目で実施され，質問

項目として｢シラバスは，受講登録をする際の参考になった｣を設け，シラバスの内容の妥

当性について確認すると共に，｢講義運営は体系的に進められ，適切であった｣という項目

によって，体系的な講義運営･適切な講義運営についても確認していた。 

 これまでのアンケート結果では，2つの項目については概ね適切に運営されているといえ

る。とりわけ 2010年度のアンケートでは，｢講義運営は体系的に進められ，適切であった｣

という項目については，ほぼ全ての科目で 7 段階で 5 以上の結果となっている。このこと

から，授業はシラバスに従って適切に実施されているといえる。 

 なお，『2010 年度認証評価結果』において，授業がシラバスにしたがって適切に実施さ

れていることを検証する具体的な設問がないとの指摘を受けた。 

 

２０１１年度の活動 

 大学基準協会の認証評価の指摘を受け，今年度より，｢授業はシラバスに沿って行なわれ

ましたか｣という設問項目を設け，教授会において，その結果の報告も行うこととした。 

 

２０１１年度における状況と課題 

 今年度より，講義アンケートにおいて，「授業はシラバスに沿って行われましたか」とい

う設問項目を設け，教授会において，その結果の報告も行われた。なお，授業はシラバス

に沿って行われることの趣旨は，受講生の自習時間の確保であることから，『2010 年度認

証評価結果』でも，変更があった場合には，事前に十分に周知されたか
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

どうかも尋ねるべ

きであるとしている。この点，次年度におけるアンケートの設問項目を工夫したい。 

  

＜根拠資料＞ 

2-11-2 講義アンケート様式（2010 年度第 4 クォーター） 

2-11-3 2007 年度～2010 年度講義アンケート集計結果（経年比較） 
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（単位認定・成績評価） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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） 

◎  

２０１０年度の状況 

 本研究科の成績評価に関しては，｢履修要項｣と｢シラバス｣において明記し，入学後のオ

リエンテーションと履修ガイダンスにおいて，学生に周知を図っている。 

 成績評価は，各科目の担当教員が，出席状況･筆記試験･提出課題などを対象として行な

う。客観性および厳格性を確保するため，評価の対象となる項目や方法(授業参加･レポート･

検証テスト)･評点配分(100点満点に占める各項目の割合)が，シラバスを通じて学生に明示

されている。小テストが課される場合も，その回数や全体評価に占める割合は，シラバス

において事前に明示されている。 

 立命館大学では，シラバスにおける成績評価，単位認定の基準および方法については，｢修

正すべきでない｣という方針を有しており，これは、「シラバスの執筆について」を配布し

て徹底している。また，やむをえない事情により年度開始後の変更を行なう場合は，理由

を明記した文書による申し出と，執行部会議での承認を必要としている。なお，2010 年度

の｢シラバス変更届｣の使用は，開講 91 科目中 9件である。 

 なお，成績評価の結果は，A+，A，B，C，Fの 5段階であらわされ，それぞれ 100点満

点中 90点以上，80～89点，70～79点，60～69点，60点未満に対応する。C(60点以上)

を合格とし，所定の単位を認定する。このことについては，履修要項を通じて学生に周知

している。 

 

２０１１年度の活動 

特になし。 

 

２０１１年度末における活動 

 前年度における状況と同じ。 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-3 2010年度履修要項 
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10-15-4 2011年度履修要項 

2-2-1-1 2010年度研究科シラバス 

2-2-1-2 2011年度研究科シラバス 

10-14-2 経営管理研究科シラバス執筆にあたって（2011年度版） 

10-1-2 オンラインシラバス変更申請書 

10-9-2-1 2010年度シラバス成績評価変更件数 
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（単位認定・成績評価） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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おこなわれているか。（｢専門

職｣第 10 条第 2項） 

◎  

 

２０１０年度における状況と課題 

 成績評価の基準については，｢出席｣のみで評価が決定されることのないよう，研究科長・

副研究科長がシラバスの該当項目を確認している。また，成績評価の基準と方法を公正か

つ厳格に周知し運用するため，年度開始後の成績評価基準の変更に際しては，理由を明記

した文書による申し出と，執行部会議での承認を必要とする。 

なお成績評価の分布状況については，執行部会議および教授会において科目ごとの成績

評価を概観し，公正かつ厳格に実施されたかを確認している。受講生に占める｢Ａ+｣の比率

が極端に高いなどの問題点が確認された場合は，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。 

｢課題研究論文｣の成績評価については，共通の評価シートを採用し，公正さと厳格さの

確保に努めている。FD委員会においても，｢課題研究論文｣の類型ごとに適した評価項目(評

価の視点)について継続的な議論をおこなっており，2014年度カリキュラム改革において集

約する予定である。 

 なお，大学基準協会の認証評価において，欠席の取扱いなどが科目によって一様でなく、

この点については共通認識を形成し、ある程度統一的な方法を採用することが求められる

との指摘を受けたことから，2011 年度より｢欠席の取扱｣について議論を行ない，原則とし

て要件を次のように決定した。 

    原則として，講義における出席要件を｢3分の 2以上｣とする。 

 これについては，全教員ならびに学生に周知した。 

 

２０１１年度の活動 

特になし。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 成績評価の基準については，｢出席｣のみで評価が決定されることのないよう，執行部会
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議でシラバスの該当項目を確認している。また，成績評価の基準と方法を公正かつ厳格に

周知し運用するため，年度開始後の成績評価基準の変更に際しては，理由を明記した文書

による申し出と，執行部会議での承認を必要とする。 

なお成績評価の分布状況については，執行部会議および教授会において科目ごとの成績

評価を概観し，公正かつ厳格に実施されたかを確認している。受講生に占める｢Ａ+｣の比率

が極端に高いなどの問題点が確認された場合は，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。 

｢課題研究論文｣の成績評価については，共通の評価シートを採用し，公正さと厳格さの

確保に努めている。FD委員会においても，｢課題研究論文｣の類型ごとに適した評価項目(評

価の視点)について継続的な議論をおこなっており，2014年度カリキュラム改革において集

約する予定である。 

 また，欠席の取扱いについては，原則として，講義における出席要件を｢3 分の 2 以上｣

とし，また，原則として，遅刻 3 回をもって欠席 1 回とみなすとして，今年度より運用を

開始している。 

 

＜根拠資料＞ 

10-1-3 ｢課題研究論文 評価シート｣様式 

10-1-2 ｢シラバス変更届｣様式 

2-10-3 ｢採点報告表について｣ 

10-17-1 出席要件の取扱い確認（教員向） 

10-17-2 出席要件の取扱い確認（院生向） 

10-19-1 経営管理研究科開講科目における「欠席の取り扱い」の統一化について 

10-14-3 FDニューズレター第 10号 

10-14-4 FDニューズレター第 11号 
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（単位認定・成績評価） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。（｢専門職｣第 7条） 

○  

 

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科では，シラバスに記載された成績評価項目の確認を執行部会議で，また科目ご

との成績分布の確認を執行部会議と教授会で行なっている。これによって，評価の公正性･

厳格性の担保を行なっている。 

また学生が，成績評価について疑問がある場合に，異議･確認を申し立てる手続として，

立命館大学では｢成績評価確認制度｣を設けており，本研究科でもこれを採用している。学

生が，成績確認を希望する科目ごとに申込書を作成し，｢調査希望科目名｣のほか，受講登

録の有無･試験の受験状況･レポートの提出状況･出席状況などの｢現在の評価の状況｣を記

すと共に，どのような調査を希望するかを明記することとなっている。同制度については，

成績表交付時に当該制度についての説明と日程を記した文書を掲示し，学生への周知を行

なっている。 

 学生から｢成績確認制度調査申込用紙｣の提出が行なわれた場合，概ね 1週間以内の回答･

対応を制度化している。立命館大学では，当該科目にかかわる成績評価根拠資料(出席表･

レポートテストなど)を担当事務室に保管することとしているため，学生の申込の内容によ

っては，窓口での迅速な回答を可能としている。なお，本研究科における 2010 年度の｢成

績確認制度｣の申込は，3件である。(前期 2件，後期 1件) 

 本制度の運用に際しては，教授会において成績確認調査申込期間とそれに対する回答期

間などを確認し，速やかな対処への協力依頼を徹底している。また学生からの申請があっ

た場合は，その申請内容･対処方法･原因などに関して，研究科執行部会議および教授会で

報告がなされ，再発防止のための議論が行なわれている。 

なお，成績評価の公正性･厳格性を担保するための対策については，FD 委員会でも検討さ

れている。例えば，｢課題研究論文｣の評価の厳格性を高めるため，昨年度は類型化と評価

項目に関して集中的な議論を行なった。この成果に関しては，各教員に評価シートの作成

科目ごとの成績分布の確認と，問題点を抽出している。問題点については，教授会で議論
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するとともに各教員に改善を要請している。 

 

２０１１年度の活動 

特になし。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 前年度における状況と同じ 

 

 

＜根拠資料＞ 

10-9-9  成績確認制度の運用について 

2-10-1  ｢成績確認制度 調査申込用紙｣ 

2-10-2  成績通知表(サンプル) 

10-14-3 FDニューズレター第 10号 

10-14-4 FDニューズレター第 11号 
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（他の大学院における授業科目の履修等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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

でおこなわれているか。（｢専門職｣第 13 条，第 14 条） 

◎  

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科では，教学上有益と認められる場合には，本人の申請により入学前に本研究科

において修得した単位（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

して認定する制度を設けている。また，教学上有益と認められる場合には，本人の申請に

より本学他研究科および他大学大学院(外国の大学院を含む)において修得した単位（科目

等履修生として習得した単位を含む）を本研究科の修了に必要な単位として認定する制度

も設けている。 

 学生が上記の単位認定を希望する場合，修得科目名および科目内容が判断可能なシラバ

ス等の文書と，当該科目の単位認定を行なった機関の発行した成績を証明する文書を添え

た書類による申請が必要である。認定を希望する科目と専門領域の近い教員が判断を行な

い，その結果を執行部会議および本研究科教授会が審議し認定を行なっている。なお2010

年度は，4名の学生から，16科目(32単位)の認定申請があった。 

通学曜日の限られた社会人院生の場合，本制度を利用し，入学前修得単位の認定を受け

ることで，修了(在籍)年限内での学位取得を確実にしようという実態が見られる。過去の

申請･認定実績では，本制度は，実質的に本研究科の入学前履修によるものを認定するもの

となっている。したがって，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

ないものといえる。 

また，立命館大学の4回生に在籍する者が本研究科に進学する場合，入学手続者に限って，

早期履修を認めている。履修の可否は，本人の申請に基づき執行部会議が認めている。こ

の制度は，合格時のモチベーションを維持したまま，入学につなげることが可能であり，

2010年度は3名の制度利用者から，10科目(20単位)の認定申請があった。 
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２０１１年度の活動 

特になし。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 前年度における状況と同じ。 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-3 2010年度 履修要項（P.25 ｢Ⅴ．単位認定に関すること｣） 

10-1-5 2008～2010年度の入学前単位の認定実績 

10-9-10（1）既修得単位認定について 

10-9-10（2）既修得単位認定願について 

10-1-5 2008～2010年度の入学前単位認定の実績 

10-19-2 2009年度早期履修募集要項 

10-19-3 2010年度入学前単位認定（早期履修）1 

10-19-4 2010年度入学前単位認定（早期履修）2 
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（履修指導等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

2-39 

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

配慮するなど，個々の学生のキャリアに応じた履修指導が行

なわれているか。（｢専門職｣第 7条） 

○  

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科では，入学直後のオリエンテーションの時点で，それぞれの学生を担当するア

カデミック･アドバイザーの教員が紹介される。アカデミック･アドバイザーは，学生から

の求めに応じて面談を行ない，履修指導を行なう。 

アカデミック･アドバイザーによる履修指導は，出願時に作成する｢キャリアプランニン

グ調書｣と｢面接事前シート｣に基づいて行われる。アカデミック･アドバイザーは，入学前

における学生ごとの多様なバックグラウンドや職業観に配慮しつつ当該学生の研究テーマ

や志望進路についての情報を収集し，履修指導を行う。とりわけ，企業会計コースのアカ

ウンティング･プログラム入学者は，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なケースも多く，個々人の経歴や志

望･適性に即したきめ細やかな指導を行っている。面談後，アカデミック･アドバイザーは

履修指導上の所見を｢面接事前シート｣に記載し，その結果は｢課題研究｣担当教員の決定に

も活用される。 

 本研究科では，入学直後からの第 1･第 2クォーターにおいては，特にアカデミック･アド

バイザーが中心となって，学生の履修指導を行なっている。課題研究を担当教員が決定す

る 7月下旬以降は，アカデミック･アドバイザーとの連携により，学生への指導を行なって

いる。 

 以上のことから，本研究科においては，個々の学生のキャリアに応じた履修指導が行な

われているといえる。 

 

２０１１年度における活動 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 前年度における状況と同じ 
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＜根拠資料＞ 

1-1-3 2010年度履修要項 

（P.19 ｢9．履修計画とアカデミック・アドバイザー制度について｣） 

10-1-6 ｢キャリア・プランニング調書｣様式 

2-1-2 アカデミック・アドバイザー面接事前シート 

10-9-12 2010年度新入生アドバイザー担当教員一覧 

 

 

（履修指導等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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，効果的におこなわれているか。（｢専

門職｣第 7条） 

○  

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科では，以下のような取組みにより，履修指導･学習相談の取組みを実施している。 

 まず，入学時のオリエンテーションにおいて，就学に関わる幅広いガイダンスを実施し

ている。例えば，本研究科での学修についての｢就学ガイダンス｣，受講登録等の手続きに

関わる｢履修ガイダンス｣，本学の情報システムやオンラインデーターベース等の利用につ

いての｢情報リテラシーガイダンス｣，｢図書館ガイダンス｣等である。また，個々の学生を

担当するアカデミック･アドバイザーの紹介も，オリエンテーション時に行なわれる。 

また本研究科では，入学オリエンテーション当日の夕方に｢新入生歓迎会｣を催している。

これは，新入生のほかに，在校生･専任教員･職員も交えた催しであり，アカデミック･アド

バイザーとの最初の顔合わせの場として機能している。この催しには，例年入学者のほぼ

全員が出席している。2011 年度には RIMO 役員の出席もあり，教職員のみならず学生も巻き

込んだイベントとして認知が高まっている。 

また，入学前に各学生にアカデミック･アドバイザーとして専任教員が割り当てられ，入

学直後から個別面談を担当(教員 1名あたり 6～8名程度)する。この面談の成果については，

執行部会議および教授会で共有され，課題研究担当教員の決定に活用される。アカデミッ

ク･アドバイザーは，特に課題研究担当教員が決まる 7月下旬までの期間は，履修指導や学
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修相談の中心的役割を果たしている。それ以降は，原則として研究指導教員が学習相談･助

言にあたるが，学生からの希望に応じて，アカデミック･アドバイザーも相談に応じる体制

となっている。2010 年度からは，アカデミック･アドバイザーによる成績不振者への個人面

談を制度化した。課題研究担当教員が確定して以降は，両者が学生の相談に対応している。 

その他，事務体制としては，プロフェッショナル･スクール事務室の窓口においても，履

修相談や学習相談を受け付け，課題研究担当教員やアカデミック･アドバイザー，正副研究

科長に引継ぎを行なう体制を整備している。 

 本研究科においては，2010 年度まではオフィス･アワーは統一的には設定していなかっ

た。実態としては，ほとんどの教員は授業前後に時間を設け質問への対応を行なっている

ほか，それ以外の時間においても，学生からの求めに応じて柔軟に面談を実施していた。

電子メールで事前に個別相談の申し入れを行うというスタイルがとられることも多い。ま

た，特に通学曜日が限定された社会人への対応として，電子メールを用いた相談も行なっ

ていた。 

 なお，大学基準協会による認証評価において，オフィス・アワーが設定されていないと

の指摘を受けている。 

 

２０１１年度の活動 

 オフィス・アワーの設定を教授会で申し合わせ事項として確認した。 

２０１１年度末における状況と課題 

本研究科では，アカデミック･アドバイザー制度を核とした多様な環境整備･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

果的に行なわれているといえる。 

 

＜根拠資料＞ 

2-1-1 入学オリエンテーション 配布資料 一式 

1-1-3 2010年度 履修要項 

（P.19 ｢9．履修計画とアカデミック・アドバイザー制度について｣） 

2-1-2 アカデミック・アドバイザー面接事前シート 

10-9-12 2010年度新入生アドバイザー担当教員一覧 

10-19-5 オフィス・アワーの設定について 

10-9-13(1）オフィス・アワー設定のお願い 

10-19-13（2）オフィス・アワー設定のお知らせ 

10-13-1 2011年度経営管理研究科教授会議事録 



 88

（履修指導等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

2-41 
試験やレポートの評価の結果について適切なフィードバッ

クが組織的におこなわれているか。 
 ○ 

 

２０１０年度における状況と課題 

① 個別の科目におけるフィードバック 

 本研究科では，個別の試験やレポート評価の結果についてのフィードバックは，担当教

員各自の判断により行なわれている。｢試験(小テスト･検証テスト)｣の回答例を配布，提出

されたレポートにコメントを付して返却などが行なわれてきたが，これら個別事例を蓄積

するに留まっている。したがって，経営管理研究科として明確な方針が確立されているわ

けでは無いため，個別試験やレポートについては，2010年度時点で，組織的に行われてい

るとは言えない。 

 

② 全般的なフィードバック 

学生の学習意欲の向上と，到達度を確認させることを目的として，受講科目の成績評価

を通知する際に，各自の成績(GPA)とについても合わせて通知している。 

 また 2011年度からは，半期ごとの成績通知(GPAを記載)の際，成績（GPA）順位の開示

を決定（2010.2.7経営管理研究科教授会）。また、開講クラス別の成績グレード分布の公表

を判断（2011.5.22経営管理研究科教授会）。これにより，GPAだけでなく，各科目におけ

る自分の位置付けを把握させることが可能になる。学生の学習意欲を喚起することを目指

すものである。 

 なお，学生の GPA分布については，執行部会議で確認し，成績不振者と単位僅少者への

個別面談を行なっている。この面談は，2009年度までは研究科長が担当してきたが，2010

年度からは，当該学生のアカデミック･アドバイザーが担当することとした。アカデミック･

アドバイザーは，この面談結果を執行部会議で報告し，組織としての情報の共有を図ると

共に，当該学生に対するそれ以降の指導に反映させている。 

 

２０１１年度の活動 

 2011年度より講義アンケートの結果を公表することとしたが，今後，講義アンケートに

対する担当教員のコメントについても公表方向で調整することとした。 
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２０１１年度末における状況と課題 

 各科目における成績分布状況や試験やレポートに関するフィードバックについては，な

お検討することとする。 

 

＜根拠資料＞ 

10-13-1 2011年度経営管理研究科教授会議事録 

10-17-3 開講クラスの成績のグレード分布の公表について 

10-19-6 2011年度前期経営管理研究科開講クラスの成績のグレード分布 

10-19-7 2011年度後期経営管理研究科開講クラスの成績のグレード分布 

2-8-1  2010年度 10月期 成績不振者･単位僅少者面談報告 

10-2-1 2011年 4月単位僅少者・成績不良者面談報告 

10-15-2 2011年度前期成績不振者・単位僅少者面談報告 
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（履修指導等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

2-42 

通信教育や多様なメディアを通じた教育を行なう場合には，

そのための学習支援，教育相談が適切におこなわれている

か。 

 ○ 

 

 該当無し。 

 

（履修指導等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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

におこなわれているか。 

 ○ 

 

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科では，専任教員のうち毎年 6～８名をアカデミック･アドバイザーに任命し，学

生からの相談に応じる体制を取っている。入学者の所属プログラムや研究テーマを考慮し

て，アカデミック･アドバイザーを割り当てている。アカデミック･アドバイザーは，課題

研究担当教員の推薦のほか，履修相談や進路相談にも対応する。本研究科の課題研究担当

教員の決定が 7 月下旬であることから，第 1･第 2 クォーターにおいては，アカデミック･

アドバイザーが，幅広い相談に応じている。それ以降も，課題研究担当教員と協力し，相

談に当たっている。 

 その他，成績不振者･単位僅少者への対応についても組織的に行なっており，2010 年度

前期(10 月期)までは，研究科長と事務局担当者が行なってきた。2010 年度後期(3 月期)か

らは面談担当者を，当該学生のアカデミック･アドバイザーに固定化し，個別面談を行なう

仕組みに改めた。この面談においては，成績に関する相談のほか，新年度の履修計画の設

定や学生生活についても多角的に相談に応じている。 

なお，本学が定めるティーチング･アシスタントの制度は利用していない。 
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２０１１年度の活動 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 前年度末における状況に同じ。課題は特に認識されていない。 

 

＜根拠資料＞ 

2-1-2 アカデミック・アドバイザー面接事前シート 

10-9-12 2010年度新入生アドバイザー担当教員一覧 

2-10-2 成績通知表 

10-3-1 2010年度経営管理研究科１回生累積 GPAランキング 

10-3-2 2010年度経営管理研究科終了該当回生累積 GPAランキング 

2-8-1  2010年度 10月期 成績不振者･単位僅少者面談報告 

10-2-1 2011年 4月期単位僅少者・成績不良者面談報告 

 

 

（履修指導等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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

みが規定等で明文化され，かつ，適切な指導が行なわれてい

るか。 

○  

２０１０年度末までにおける状況と課題 

 本研究科では，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いる。具体

的には，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

は覚え書を締結し，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。これら文

書(協定･覚書･契約書等)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ない，

受け入れ先の法務部門と協議のうえ，締結している。学生に対しては，事前のガイダンス

を通じてその内容について周知徹底している。インターンシップ終了後は，インターンシ

ップに参加しなかった学生も聴講可能な報告会を開催している。最終的に，所定の条件を

満たした学生のみを対象として，単位を認定しており，適切な指導が行なわれているとい

える。 
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 事後の報告会を通じて，当該年度のインターンシップの総括と，今後の改善課題の議論

を行なっており，プログラムや指導の改善に活用している。 

 

２０１１年度の活動 

 特に改善活動は必要なく，行われていない。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 前年度までにおける状況に同じ。課題は特に認識されていない。 

 

＜根拠資料＞ 

10-1-8 インターンシップ協定(雛形) 

2-6-1 インターンシップ・ガイダンス資料インターンレジュメ 

2-6-2 インターンシップ研修資料 

10-9-15 インターンシップ事後報告会式次第 
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（改善のための組織的な研修等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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

かつ効果的におこなう体制(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） 

◎  

２０１０年度までの状況と課題 

 本研究科では，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なう体制として，教授会構成員によるＦＤ委員会

を組織し，ＦＤ活動を行なっている（研究科ＦＤ委員会設置規程）。 

 ＦＤ委員会は，研究科の教育内容･方法の改善のために教授会開催に合わせて定期的に研

修会を開催し，研修･研究の機会の提供，学内外の経験･情報交流，教育内容･方法の問題点

や改善点などについて議論している。2008年度は5回，2009年度は2回，2010年度は3回開催

した。2010年度には，課題研究論文の内容･方法について重点的に議論されている。 

研究科の全般的な教育内容や方法に関する改善のために，外部講師を招聘しての研修会

を以下のように開催している。2011年度は，9月4日に，大学におけるアカデミック･ハラス

メントの防止をテーマとした講演会の実施を予定している。 

 

日時 講師 研修内容(テーマ) 

2008年2月10日(日) 

木野茂教授（立命館大

学･教育開発支援センタ

ー） 

｢よりよい授業をするために｣ 

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） 

｢授業改善のためのツールの開発と活用―

プロフェッショナル･スクールの授業改善

へのヒント｣ 

2010年5月30日(日) 

小木裕文教授 

（立命館大学国際関係

学部･本学ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止委

員会副委員長） 

｢立命館大学ハラスメントの防止につい

て｣ 

 

 なお，これらを含めた FD 活動の成果については，｢ＦＤ委員会ニューズレター｣として教
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授会構成員と非常勤講師を含めた科目担当教員全員，さらに本学教育支援センターに配布

している。 

 また，ＦＤ活動に関しては，FD委員会･教授会で基本的な方針が議論･確認され，具体的

な制度やカリキュラムへの適用等については，研究科執行部会議や経営管理研究科自己評

価委員会においても行なわれている。以上のことから，教育内容・方法の改善に関する FD

体制については，一定の整備がなされており，実施されている。 

しかしながら，大学基準協会による認証評価では，本研究科は，「教育の内容・方法・成

果に関し，随所に問題点が散見されるため，実質的側面からすれば，ＦＤ活動が有効に機

能しているとは判断しがたい状況にある」（p.410），「今後は，ＦＤ活動を実質的なものと

し，教育の改善・向上のために有効に機能するよう，改善することが求められる」との指

摘を受けている。したがって，教育理念･人材育成目標との連動性を検討するなどの長期的

な観点に立って，ＦＤ活動の実質化に取り組む必要があると考えられる。 

 

２０１１年度の活動 

 執行部会議においてピアレビューの導入を判断した。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 ピアレビュー導入について実質化の体制整備が課題。 

 

 

＜根拠資料＞ 

2-11-1 経営管理研究科ＦＤ委員会規程 

10-1-9-1 2010年度 第 2回 FD委員会資料 

10-1-9-2 2010年度 第 3回 FD委員会 配布資料① 

10-1-9-3 2010年度 第 3回 FD委員会 配布資料③ 

2-12-1 ＦＤニューズレター（第 1号～第 11号） 
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（改善のための組織的な研修等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

２０１０年度までの状況と課題 

本研究科では，開設第1年度の後期より，すべての授業において｢講義アンケート｣を実施

している。現在本研究科で採用している｢講義アンケート｣は，独自に作成したものであり，

指標化可能な10項目(7段階評価)と，自由記述欄から構成されている。質問項目の数(10項

目)や回答指標(7段階)について，質問が限定的で必要な情報が網羅できないとの指摘もあ

るが，担当教員が質問項目を追加設定することも可能であり，かつまた自由記述欄も設け

られていることから，適切なものと考えられる。 

なおアンケート結果は，授業期間終了後に速やかに集約し，当該科目の担当教員に個別

に通知している。通知に際しては，10項目の指標データのほか，自由記述欄の意見も取り

まとめて通知している。2007年度より，科目担当教員には，｢アンケート結果｣に対するコ

メントの提出を求めている。 

さらに集約結果については，執行部会議ならびにＦＤ委員会における討議資料として活

用している。2008年度からは，｢アンケート結果｣と｢担当教員のコメント｣｢科目ごとの成績

評価分布｣についても，執行部会議および教授会で共有し，ＦＤ委員会における改善への取

組みに活用している。 

｢講義アンケート｣の結果に見られるように，学生は，本研究科の講義に関して高い満足

度を示している。2007年度以降の結果の経年比較を見ても，各年度の開講科目の平均値は，

すべての質問項目において，改善している。このことは，ＦＤ活動等の成果が表れたもの

と考えられる。 

 以上のように，本研究科では，学生による授業評価が組織的に実施されている。その結

果は，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できる。なお 2011 年度からは，｢講義アンケート｣結果の学

生への公表を決定している。 
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２０１１年度の活動 

講義アンケートの結果から改善を行い、その確認のために修了生対象のアンケートを実

施した。その修了生アンケートの内容を教授会で共有し、ここの授業に役立てた。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 アンケートの見直しや改善について、引き続き効果的に PDCAサイクルをまわしていく

ことが必要である。 

 

＜根拠資料＞ 

2-11-2 ｢2010年度 講義アンケート｣様式 

2-11-3 ｢2007～2010年度 講義アンケート｣集計結果 

2-12-1 ＦＤニューズレター（第 1号～第 11号） 

10-1-9-1 2010年度 第 2回ＦＤ委員会資料 

10-1-9-2 2010年度 第 3回 FD委員会 配布資料① 

10-1-9-3 2010年度 第 3回 FD委員会 配布資料③ 

 

 

（改善のための組織的な研修等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。  ○ 

２０１０年度までの状況と課題 

 ２０１０年度に社会人院生を対象とするヒアリングを行った。 

 

２０１１年度の活動 

 社会人院生を対象とする２回目のヒアリングを行った。 

 過年度修了生を対象とするアンケートを行った。 

  

２０１１年度末の状況と課題 

 アンケート結果を 2012年度以降に活かせるように、ＦＤ活動の実質化を図ることが課題。 
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＜根拠資料＞ 

8-3-3-1 2009.2.26経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

8-3-3-2 2011.3.14経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

8-3-3-3 2006.11.17経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

10-1-4 教授との意見交換会試案 

10-1-7 2010年度第 8回経営管理研究科教授会議事録 

 

 

（改善のための組織的な研修等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

 ○ 

 

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科では，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。 

 ＦＤ委員会では，毎回テーマを設定し，積極的な取組みを講じている教員や，問題意識

を持った教員による問題提起が行なわれる。問題提起の後行われる議論を通じて，他のメ

ンバーも教育方法や教材の工夫を報告するなどして，研究科全体としての教育内容･方法の

改善に取り組んでいる。また，前述した｢講義アンケート｣や｢院生協議会事務折衝｣などを

通じて学生の意見･要望を聴取し，その成果の，教授会やＦＤ研修会の場でのカリキュラム

改革や授業改善の議論に活用している。 

さらに，2010 年度は，本研究科専任教員が，本研究科修了生による校友会組織 RIMO(Rit's 

Master's Organization の略称)の副会長に就任（H20.4.20 校友会 RIMO 幹事会「役員」（案））した。

これによって修了生代表からの意見聴取が容易になった。2011 年度以降は，専任教員と，

RIMO 幹事との意見交換会を年に 3～4 回，定期的に開催することとした。2011 年度の開催

スケジュールは 6･9･11･2 月で決定している。 

 以上のような方策により，本研究科では，ＦＤ活動や自己点検･評価等が，個々の教員の
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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

いるといえる。 

 

２０１１年度の活動 

 専任教員と、RIMO 幹事との意見交換会を４回開催した。 

 また授業毎のアンケート結果をカリキュラム改革案に反映した。 

 

２０１１年度末の状況と課題 

 改善の結果確認、評価作業とそこから新たな改善に結びつけるサイクルの定着が課題。 

 

＜根拠資料＞ 

2-11-2 講義アンケート様式（2010年度第 4クォーター） 

2-11-3 2007～2010年度 講義アンケート集計結果 

8-3-3-1 2009.2.26経営管理研究科懇談会事務折衝報告メモ 

8-3-3-2 2011.3.14経営管理研究科懇談会事務折衝報告メモ 

8-3-3-3 2006.11.17度経営管理研究科事務折衝報告メモ 

10-1-17 2010年度 RIMO正副会長会議および幹事会開催状況 

10-20-1 H20.4.20校友会 RIMO幹事会議題等 

プロフェッショナルコース＆経営管理研究科校友会（RIMO）役員（案） 
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（改善のための組織的な研修等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

 ○ 

２０１０年度における状況と課題 

 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｢講義アンケート｣｢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。さらに教授会とＦＤ委員

会は一体的かつ機動的に開催しているため，ＦＤ委員会での取組みの成果や問題点等が適

切に情報共有され，さらに教授会において即座に改善･改革の議論に結びつけることを可能

にしている。 

学生の就学状況その他の情報は，アカデミック･アドバイザーと課題研究担当教員からの

情報提供を受け，執行部会議で共有されている(2010年度からは，アカデミック･アドバイ

ザーによる成績不振者面談を制度化した)。執行部会議は，教授会よりも開催頻度が高いこ

とから，問題点の発生を速やかに察知し，学生へのより望ましい対応を議論し，その成果

を個々の教員に助言するほか，教授会に報告を行っている。 

 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となっており，本研究科だけでなく，

学内･関係者間での情報共有がなされ，教対会議などで全学的な改善･改革に資する情報共

有と取り組みも行われている。 

 

２０１１年度の活動 

 2011年度の教学総括を教対会議に提出した。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 情報の共有が進んだ。 
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＜根拠資料＞ 

2-12-1   ＦＤニューズレター（第 1号～第 11号） 

3-1-11（1）2009年度 経営管理研究科教授会議事録 

3-1-11（2）2010年度 経営管理研究科教授会議事録 

10-1-10 2010年度計画策定 2009年度教学総括（経営管理研究科） 

8-3-6 経営管理研究科 2010年度教学総括・2011年度計画策定 

 

 

（特色ある取組み） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

2-50 

教育方法について特色ある取組みをおこなっている場合は，

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。 

 ○ 

２０１０年度における状況と課題 

 教育手法としては，科目毎の教育目標と教育内容に照らして，レクチャーやセミナー形

式はもちろんのこと，グループ学習やケース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している。セミナー形式は学生の課題研究を進めるための手法であり，

少人数による授業で実施されている。また実務実習系の科目を中心に，ケーススタディが

取り入れられている。 

とりわけ特色ある取組みを行なっている科目としては，①｢企業分析｣，②｢フィールドワ

ーク，③｣｢国際経営特殊講義(経営戦略の実践)｣，④｢マーケティング特殊講義(実践ビジネ

スプラン･コンテスト)｣などがある。 

例えば，①｢企業分析｣では，科目履修者が少人数ずつのグループを形成し，特定の企業

分析を行なう。さらに各グループの分析結果を，科目担当教員と審査員(学外から招聘)によ

り審査してもらうという方式を採用している。②｢フィールドワーク｣は実習科目であり，

一定の課題に関して実習を行ない，集団的討議と検討を経てソリューションを提案する授

業となっている。2010 年度はシティツーリズム(都市観光)を軸としたマーケティングがテ

ーマとなっている。③｢戦略経営の実践｣は，企業トップを毎回招聘し，意思決定や経営哲

学について触れることの出来る科目である(隔年開講である本科目は，毎回履修者が 50人を

超えるが，トップ･マネジメントと接点を持つことの出来る貴重な機会として，毎回高い満
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足度を得ている)。④｢実践ビジネスプラン･コンテスト｣では，企業からケースとデータの提

供を受け，少人数のグループごとに解決策を提案する。解決策に対しては，提供元企業の

担当者からの評価を受ける。 

いずれも，理論教育を通じて修得した知識を用いて，実践課題の解決を実務的体験とし

て行なう｢プラカデミック･アプローチ｣に則った科目であり，本研究科の使命･理念に沿い，

教育目標を達成するために有効な教育方法であるといえる。 

 

２０１０年度の活動 

 特色ある取り組みは継続して実施した。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

博報堂コンサルティングと協定科目を開設し「ケースで学ぶブランドマネジメント」を、

りそな総合研究所と協定科目を開設し「新時代の金融システムと人材創造」を 2012年度に

開講することを決定した。 

 

 

＜根拠資料＞ 

2-2-1 2010年度 経営管理研究科シラバス(P.19-20，P.57，P.62，P.98) 

10-1-11-1 特色ある取組み� 基本科目｢企業分析｣：講師依頼文書 

10-1-11-2 2010年度企業分析コンテスト採点用紙 

10-1-12 特色ある取組み� 実務実習科目 2010年度｢フィールドワーク｣：スケジュール表 

10-1-13 特色ある取組み� 国際経営特殊講義｢戦略経営の実践｣講師一覧 

10-1-14 特色ある取組み� マーケティング特殊講義 2010年度 

｢実践ビジネスプラン･コンテスト｣評価資料 

  資料 10-1-15 2009年度のゲスト講師（ゲストスピーカー）招聘一覧 
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（特色ある取組み） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

 ○ 

２０１０年度における状況と課題 

 アドバイザリー・ボードの設置について検討を開始した。 

 

２０１１年度の活動 

 アドバイザリー･ボードの設置を決定し、これに関する規程を教授会で審議・確認した。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

人材育成目標に沿った「特色ある取り組みの計画化、つくり込み」が課題。 

 

＜根拠資料＞ 

10-1-10 2010年度計画策定 2009年度教学総括（経営管理研究科） 

8-3-6 経営管理研究科 2010年度教学総括・2011年度計画策定 

10-1-16-1 アドバイザリー・ボードの設立検討について� 

10-1-16-2 アドバイザリー・ボードの設立検討について� 
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 [点検･評価] 

｢長所｣ 

関連する評価の視点： 

(1)2-26，2-33 

(2)2-50 

(3)2-39，2-40，2-43，2-47，2-49 

(4)2-45 

(5)2-27，2-47，2-48，2-51 

（１）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大阪キャンパス(梅田)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。2つのキャン

パスでの開講科目や開講曜日･時間帯を措置し，多様な社会人ニーズに対応している。 

本研究科では，多彩な人材育成目標に鑑み，幅広い科目を開講しているほか，科目を複数

開講などして多様な受講生のニーズに応えている。そして，実践教育と理論教育の融合を

目指して，多様な教育方法･授業形態を採用している。(2-26，2-33) 

（２）本研究科では，専門職大学院としての人材育成目標に鑑み，特色ある実践的な科目

を提供している。例えば，①｢企業分析｣，②｢フィールドワーク｣，③｢戦略経営の実践(経営

者リレー講義)｣，④｢実践ビジネスプランコンテスト｣などである。①②④は，受講生が少人

数のチームを形成し，実践的な課題の解決に取組む科目である。これらの科目では，科目

担当教員以外に，外部から招いた審査員による評価も行なわれるため，履修者は実践的な

スキルを修得することが出来る。③は，企業の現役トップを招いたリレー講義であり，戦

略的意思決定の一端をうかがうことの出来る｢得難い機会｣として，受講生から高い満足を

得ている。 

 また，各プログラムの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，貴重な授業体験を提供している。例えば，2008年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 PHP社長(当時)･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｣



 104

などである。(2-26，2-33，2-50) 

（３）本研究科では，多様な学生の履修を支援するため｢アカデミック･アドバイザー｣制度

を中心とした履修指導の体制が整備されている。アカデミック･アドバイザーは，専任教員

から任命され，入学直後(4 月～5 月中旬)の面談を通じて，個々の学生のニーズや志望など

を把握し，課題研究担当教員と協力して履修指導を行なう。社会人とストレートマスター

ではニーズ(問題意識や将来の方向性など)も大きく異なるため，それぞれにきめ細やかな対

応と配慮を行ない，個々の学生に即した履修を促している。(2-39，2-40，2-43，2-47，2-49) 

（４）｢ＦＤ委員会｣の活動内容を，｢ＦＤニューズレター｣として公表し，執行部会議や教

授会での審議に活用している。(2-45) 

（５）外部からの意見聴取の仕組みとして，｢講義アンケート｣に加えて，学生との｢院生協

議会事務折衝｣，ＲＩＭＯ(修了生)との意見交換会･修了生アンケートなどを実施し，研究科

の運営に活用している。(2-27，2-47，2-48，2-51) 

 

＜根拠資料＞ 

（１）2-2-1-1 2010年度 経営管理研究科シラバス 

   10-1-15 ｂ2009年度ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ招聘一覧 

   10-15-1 2010年度の主なゲストスピーカーウェブサイト 

   2-3-1-2 2010年度 経営管理研究科 時間割 

（２）2-2-1-1 2010年度 経営管理研究科シラバス(P.19-20，P.57，P.62，P.98) 

   2-3-1-2 2010年度 経営管理研究科 時間割 

 10-1-11-1 特色ある取組み� 基本科目 2010年度｢企業分析｣：講師依頼文書 

10-1-11-2 2010年度企業分析コンテスト採点用紙 

 10-1-12 特色ある取組み� 実務実習科目｢フィールドワーク｣：スケジュール表 

10-1-13 特色ある取組み� 国際経営特殊講義｢戦略経営の実践｣講師一覧 

   10-1-14 特色ある取組み� マーケティング特殊講義 2010年度 

｢実践ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ･ｺﾝﾃｽﾄ｣評価資料 

（３）1-1-3 2010年度 履修要項 

（P.19 ｢9．履修計画とアカデミック・アドバイザー制度について｣） 

   10-1-6 ｢キャリア・プランニング調書｣（2010年度入学者）様式 

   2-1-2 アカデミック・アドバイザー面接事前シート 

   10-9-12 2010年度新入生アドバイザー担当教員一覧 

   2-8-1 2010 年度 10 月期 成績不振者･単位僅少者面談報告（2010.11.18 執行部会

議報告） 
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  10-2-1 2011.4月単位僅少者・成績不良者面談報告 (2011.4.21執行部会議報告) 

（４）2-11-1 研究科ＦＤ委員会規程 

10-1-9-1 2010年度 第 2回 FD委員会 配布資料 

10-1-9-2 2010年度 第 3回 FD委員会 配布資料① 

10-1-9-3 2010年度 第 3回 FD委員会 配布資料③ 

   2-12-1 ＦＤニューズレター（第 1号～第 11号） 

（５）2-11-2 講義アンケート様式（2010年度第 4クォーター） 

   2-11-3 2007～2010年度 講義アンケート集計結果 

   2-11-1 経営管理研究科 ＦＤ委員会規程 

   2-12-1 ＦＤニューズレター（第 1号～第 11号） 

   8-3-3-1 2009.2.26経営管理研究科懇談会事務折衝報告メモ 

   8-3-3-2 2011.3.14経営管理研究科懇談会事務折衝報告メモ 

   8-3-3-3 2006.11.17経営管理研究科懇談会事務折衝報告メモ 

 10-1-4 教授との意見交換会試案 

   10-1-17 2010年度 RIMO正副会長会議および幹事会開催状況 

 

 

｢問題点と今後の方策｣ 

関連する評価の視点： 

（１）2-27，2-51 

（２）2-41 

 

（１）本研究科では，実践教育に関する授業の水準を適切に把握･向上させるために，｢講

義アンケート｣と｢ＦＤ委員会｣を中心に据えて取組みを行なっている。その他に在校生の意

見を聴取するための仕組みとして，｢院生協議会事務折衝｣などが存在する。しかしながら，

企業等の外部からの意見を取り入れる仕組みの整備は，十分ではない。修了生の意見聴取

については，ＲＩＭＯとの協力体制の下で整備を進めているが，その他の外部の声を聴取

するための仕組みとして，アドバイザリーボードの開設を準備中である。2012年度の開設

を目標として，規程整備等の準備を進めている。(2-27，2-51) 

（２）試験やレポート評価の結果については，個人の教員の判断によりフィードバックが

行なわれているにとどまっており，組織的に行なうための改善が必要である。(2-41)。 
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＜根拠資料＞ 

（１）2-11-2 講義アンケート様式（2010年度第 4クォーター） 

   2-11-3 ｢2007～2010年度 講義アンケート｣集計結果 

   2-11-1 経営管理研究科 ＦＤ委員会規程 

   2-12-1 ＦＤニューズレター（第 1号～第 11号） 

   8-3-3-1 2009.2.26経営管理研究科懇談会事務折衝報告メモ 

   8-3-3-2 2011.3.14経営管理研究科懇談会事務折衝報告メモ 

   8-3-3-3 2006.11.17経営管理研究科懇談会事務折衝報告メモ 

 10-1-4 教授との意見交換会試案 

8-3-6   経営管理研究科 2010年度の教学総括・2011年度計画策定 

10-3-4 立命館大学校友会 RIMO東京支部総会案内 

   10-1-16-1 アドバイザリー・ボード設立検討について� 

   10-1-16-2 アドバイザリー・ボード設立検討について� 

（２）2-10-2 成績通知表 

   10-3-1 2010年度経営管理研究科１回生累積 GPAランキング 

   10-3-2 2010年度経営管理研究科終了該当回生累積 GPAランキング 

 2-8-1 2010 年度 10 月期 成績不振者･単位僅少者面談報告（2010.11.18 執行部会

議報告） 

  10-2-1 2011.4月単位僅少者・成績不良者面談報告 (2011.4.21執行部会議報告) 
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(3)成果等 

 

（学位授与数） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

2-52 
収容定員や在籍学生数に応じて，学位授与が適切におこなわ

れているか。 
○  

 

前年度における状況と課題 

 本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，教授会で審議し認定される。 

 

2010年度における在籍学生数と学位授与数 

年度 2010年度 

学位授与数 

(修了者数) 
60名 

非修了者数 18名 

 

 2010年度の修了該当者(修了該当回生)78名のうち，修了者は 60名である。非修了者 18

名の内訳は，課題研究論文未提出者が 12名，単位未修得者(課題研究論文提出者)が 5名，

留学が 1名である。論文未提出者には，当初より長期修了(3年或いは 4年での修了)を予定

していた者，入学後に大きく勤務状況が変化した者が含まれている。 

 以上のことから，アカデミック･アドバイザーおよび課題研究担当教員の指導により，適

切な学位授与が行なわれているといえる。 

 

今年度の活動 

 特になし。 

 

今年度末における状況と課題 

 前年度における状況に同じ。 
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＜根拠資料＞ 

2-1-4 2009年・2010年進路就職状況 

10-15-3 進路・就職_経営管理研究科ウェブサイト 

3-1-2  立命館大学大学院経営管理研究科教授会規程(第 4条｢審議事項(4)｣) 

10-2-3-1 2010年度後期経営管理研究科合格判定（学位授与）報告書 

10-2-3-2 2011年度前期経営管理研究科合格判定（学位授与）報告書 

10-2-3-3 2011年度後期経営管理研究科合格判定（学位授与）報告書 
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（学位授与数） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

 ○ 

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科の学位授与について、学位授与の審査および授与した学位の取り消しに関する

事項は、経営管理研究科が審議を行う（立命館大学大学院経営管理研究科教授会規定）。な

お学位授与は、教授会の議を経て、大学院委員会の承認を必要とする（立命館大学学位規

定第 29条の３）。大学院委員会は、立命館大学大学院学則 24条によって設置されている組

織であり、各研究科長および研究科委員会等において互選した１人の委員をもって組織さ

れ、学長が招集かつ議長となり、学位授与に関する事項およびその他各研究科に共通の事

項を審議する。 

 したがって、学位授与の状況は、教授会および全学組織である大学院委員会が調査・検

討することになっている。 

 また，学位授与の状況は，上記のように学内に公表されており，大学のホームページに

おいても公開されている。 

 

２０１１年度の活動 

 特になし。 

 

２０１１年度における状況と課題 

  前年度における状況に同じ。 

 

 

＜根拠資料＞ 

10-2-3-1 2010年度後期経営管理研究科合格判定（学位授与）報告書 

10-2-3-2 2011年度前期経営管理研究科合格判定（学位授与）報告書 

10-2-3-3 2011年度後期経営管理研究科合格判定（学位授与）報告書 

2-5-2 立命館大学学位規程 
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10-13-4 立命館大学大学院学則（2012.4.1施行） 

3-1-2 立命館大学大学院経営管理研究科教授会規程 

 

（修了生の進路および活躍状況の把握） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

２０１０年度における状況と課題 

 立命館大学では，キャリアセンターが全学的な学生の進路･就職のサポートを担っている

が，経営管理研究科ではそれに加えて独自に修了生の進路把握に努め，修了時点における

修了生の進路調査を行っている。さらに研究科事務室が，既修了者に対しても電話やメー

ルを通じて，個別ヒアリングを継続的に行なっている。その結果，得られた進路情報につ

いては集約を行ない，大学院案内などを通じて，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。 

 

２０１１年度の活動 

 研究科ホームページを刷新し、修了者の進路を明示した。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 公表に関するスタイルや方法は検討事項。 

 

 

＜根拠資料＞ 

9-2-1 経営管理研究科 Web Site「進路・就職」 

http://www.ritsumei.ac.jp/mba/campuslife/course.html/ 

1-2-1 2011年度大学院案内，入試広報パンフ  

 2-1-4 2009年度･2010年度 経営管理研究科修了生進路一覧 

 10-1-17 RIMO正副会長会議および幹事会開催状況 

 10-7-8 修了生アンケート様式 
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（修了生の進路および活躍状況の把握） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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なう

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。 

 ○ 

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科においては，修了者の進路先等における評価や活躍状況の把握は，企業訪問と

修了生による校友会ＲＩＭＯを通じて行っている。 

 前者については，院生の派遣元の企業を定期的に訪問し，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。 

 

２０１１年度の活動 

 2011 年度からは，RIMO との協同により，修了生向けのアンケートとヒアリングを実施し

ている。これ以外の把握はできていない。 

 

２０１１年度における状況と課題 

 公開についての新たな取り組みが必要である。 

 

 

＜根拠資料＞ 

9-2-1 経営管理研究科 Web Site 

http://www.ritsumei.ac.jp/mba/campuslife/course.html/ 

1-2-1 2011年度大学院案内，入試広報パンフ  

2-1-4 2009年度･2010年度 経営管理研究科修了生進路一覧 

10-7-8 修了生アンケート様式 

10-7-10 修了生アンケート（BS）へのコメント 

10-7-11 修了生アンケート（AC）へのコメント 

10-18-2 2011年度校友会総会時修了生アンケート集計結果 
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（教育効果の測定） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

２０１０年度における状況と課題 

 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。 

本研究科が行なってきた教育効果の評価に関する仕組みとしては，学外を対象とした企

業派遣院生の派遣元企業の役員や人事部長との意見交換が挙げられる。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，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。この仕組みを組織的なものと

するため，経営管理研究科自己評価委員会および執行部会議で議論を行なっている。 

さらに，本研究科の校友会組織である RIMO を通じて，修了生に対する意見聴取を行な

ってきた。2010 年度からは，RIMO 役員との定期的な意見交換会の開催(2 月と 6 月)を実

施している。 

 しかしながら，大学基準協会の認証評価では，これらの仕組みでは，教育効果を評価す

る仕組みとしては不十分であり，改善に向けた検討が望まれる（p.414，415）との指摘を

受けており，相応の改善が必要であると考えられる。 

 

２０１１年度の活動 

 2011年度からは修了生アンケートを実施し，修了生からの意見聴取を行った。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 修了生アンケートから得られた結果についての分析が不十分である。 

 アドバイザリー・ボードのコメント聴取とそれを活かした点検が必要である。 

 企業派遣院生の派遣元に対するヒアリングを実施する必要がある。 
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＜根拠資料＞ 

5-9-3 立命館大学自己評価委員会規程 

5-9-1 経営管理研究科自己評価委員会規程 

10-1-16-1 アドバイザリー･ボード設立検討について� 

10-1-16-2 アドバイザリー･ボード設立検討について� 

10-7-8 修了生アンケート様式 

10-7-10 修了生アンケート（BS）へのコメント 

10-7-11 修了生アンケート（AC）へのコメント 

10-18-2 2011年度校友会総会時修了生アンケート集計結果 

 

（教育効果の測定） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

２０１０年度における状況と課題 

 本研究科においては，アドミッション･ポリシーとして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と，それを目指すストレート

マスター人材を受け入れている。 

 本研究科で養成を目指す人材像は，以下のとおりである。 

 

   (企業経営コース) 

   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，企業の持続的反映に貢献するビジネスパー 

ソン 

   (企業会計コース) 

   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，起業価値の向上に寄与す 

る CFO 
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 これらの人材の育成を教育目標として，これまでに，ビジネスリーダーとしての経営者･

事業継承者，CEO 人材，執行役員，経営企画等を務める経営プロフェッショナル人材，公認

会計士，公務員(本省勤務者)，日本とアジアの架け橋的な起業を果たす人材等，多数の有

為な修了生を輩出している。 

  

２０１１年度の活動 

 2011 年度からは，RIMO との協力体制のもとで，研究科修了生を対象としたアンケートを

実施した。起業･独立，昇進･昇格，転職などのキャリア形成に対して，本研究科での学び

がどのように成果を挙げてきたかの調査を目的とする。これまでも，修了生の進路につい

ては，課題研究指導教員を通じて個別的な情報収集を行なってきたが，今回のアンケート

により，2011 年度以降は，修了生進路についての継続的かつ組織的な調査が実施可能とな

る。 

 

２０１１年度末における状況と課題 

 人材育成目標に沿った人材といえるかどうかの検証が課題。 

 

＜根拠資料＞ 

2-1-4  2009年度･2010年度 経営管理研究科修了生進路一覧 

10-7-8 修了生アンケート様式 

 

（教育効果の測定） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。  ○ 

２０１０年度における状況と課題 

本研究科では，入学者を派遣いただく企業や修了生を対象としたヒアリングを通じて，

教育効果に関する情報を定期的に収集してきた。今後は，これを組織的かつ継続的な仕組

みとすることが必要である。 

 

今年度の活動 

2011年度は，RIMOとの協力体制の下で｢修了生アンケート｣を実施し，本研究科での学

びがキャリアに貢献したかどうかを問うている。これらの取組みを蓄積することで，より
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適切な評価指標･基準の開発に取り組むことは，今後の課題である。 

 

今年度末における状況と課題 

 2-56 にも述べたように，教育効果を評価する指標や基準の開発は，現時点では行なわれ

ておらず，教育理念･人材育成目標などと連動した客観的な指標の開発は課題である。 

 

＜根拠資料＞ 

8-3-1 経営管理研究科 2011年度カリキュラム改革に向けて 

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) 

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 

10-1-18 修了生アンケート様式 

 

 

（教育効果の測定） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

２０１０年度における状況と課題 

本研究科としての整備は，取組みが始まったばかりであり，十分に整備されているとは

いえない。また，本研究科における FD の取組みに関しても，一層の整備が必要である。 

 

今年度の活動 

RIMO との定期的な意見交換会や，修了生向けアンケートの実施。 

 

今年度末における状況と課題 

 修了生を対象としたヒアリングについては，これらのヒアリング･意見聴取･アンケート

の成果を組織的に分析する仕組みの整備が必要である。 

 

＜根拠資料＞ 

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
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ついて 

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 

10-1-10 2010年度計画策定，2009年度教学総括（経営管理研究科） 

10-7-8 修了生アンケート様式 

 

 

 [点検･評価] 

 

｢長所｣ 

関連する評価の視点： 

（１）2-54，2-55 

（１）本研究科では，修了生の進路を修了後も継続的に調査している。連絡先の確認でき

ない修了生が一部存在するものの，ほとんどが課題研究担当教員や同期生同士のネットワ

ークを維持している。今年度は，修了生後数年を経た修了生に対するアンケートも実施し，

満足度やニーズの把握を試みた。この成果は，短期的には開講方針に，長期的にはカリキ

ュラム改革の議論に活用している。 

 

＜根拠資料＞ 

（１）資料 9-2-1 経営管理研究科 Web Site 

資料 1-2-1 2011年度大学院案内，入試広報パンフ 

 資料 2-1-4 2009年度･2010年度 経営管理研究科修了生進路一覧 

   資料 10-1-17 RIMO役員会(正副会長会議および幹事会)の開催状況 

   資料 10-1-18｢修了生アンケート｣様式 

 

 

｢問題点と今後の方策｣ 

関連する評価の視点： 

（１）2-56 

（２）2-58，2-59 

 

（１）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については，今

後も指標の開発に取り組み必要がある。 
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（２）教育効果を評価する指標や基準の開発，およびその結果を改善につなげていく仕組

みについては，未整備であり取組みが課題である。 
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３ 教員組織 

 

（専任教員数） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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） 
◎  

平成 15 年文部科学省告示第 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 1項 

（専攻ごとに置くものとする専任教員の数） 

第 1 条 専門職学位課程には、専攻ごとに、平成十一年文部省告示第百七十五号（大学院に専攻ごとに置くものと

する教員の数について定める件）の別表第一及び第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の一・五倍

の数（小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。）に、同告示の第二号、別表第一及び別表第二に定

める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示の別表第三に定め

る修士課程を担当する研究指導教員一人当たりの学生の収容定員に四分の三を乗じて算出される収容定員の数

（小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。）につき一人の専任教員を置くものとする。 

 

２０１０年度の状況 

 大学院設置基準第 9条、平成 11年文部省告示第 175条、文部科学省告示第 53号第１条

により計算される経営系専門職大学院の最低必置教員数は 11人である。他方、本研究科の

専攻の学生定員は 200名であるから、文部科学省告示第 53号第１条により、この学生定員

から計算される必置教員数は 13人（200÷15＝13、端数切り捨て）である。これらを比較

して、本研究科の必置教員数は 13人である。 

本研究科では、19 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、法

令上の基準に適合している。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 今年度における専任教員の数は、18 人であり、法令上の基準に適合している。 

 

＜根拠資料＞ 

10-12-3 2010年度経営管理研究科教員体制 

10-12-4 2011年度経営管理研究科教員体制 
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（専任教員数） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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｡） 

◎  

平成 15 年文部科学省告示第 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 2項 

2 前項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員は、専門職学位課程について一専攻に限り

専任教員として取り扱うものとする。 

 

※ 用語の確認 （第 58回中央教育審議会大学分科会大学院部会（2011年 11月 24日）資料３を、一部
補足。） 
①専任…１専攻に限り専任 
②兼務…自大学の複数の専攻（学科）の専任（法令上の規制あり。時限的に例外措置。） 
③兼任…他大学の教育研究に従事 ⇒専任ではない 
④兼担…自大学の別の専攻（学科）の教育研究を担当すること（法令上の規制なし）⇒専任ではない 
 
２０１０年度の状況 

 本研究科経営管理専攻の専任教員は、１専攻に限り配置されている者 17人、専門職大学

院設置基準附則２に基づく兼務教員の数は 2 人である。したがって、本基準を満たしてい

る。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 専門職大学院設置基準附則２が平成 25 年度末までに解消されることに伴い、現在の兼務

教員のうち１名を本専攻の専任教員とし、残る１名は経営学研究科の専任教員とすること

とした。 

 

２０１１年度末における状況 

 本研究科経営管理専攻の専任教員は、１専攻に限り配置されている者 17人、専門職大学

院設置基準附則２に基づく兼務教員の数は 2 人である。したがって、本基準を満たしてい

る。専門職大学院設置基準附則２が 2013 年度末までに解消されることに伴い、現在の兼務

教員については 2011 年度末をもって解消することとした。この結果、本研究科に配置され

ている教員は 1専攻で 18 名となる。 

 

＜根拠資料＞ 

10-12-3 2010年度経営管理研究科教員体制 

10-12-4 2011年度経営管理研究科教員体制 
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（専任教員数） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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）  
◎  

※ 本規定は、配置されている専任教員の半数以上ではなく、必置教員数（本研究科は 13

人）の半数以上であることに注意する。 
平成 15 年文部科学省告示第 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 2項 

3 第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は、原則として教授でな

ければならない。 

 

２０１０年度における状況 

 本研究科の専任教員のうち 17 人が教授であり、必置教員数 13 名の半数以上となってお

り、法令の要件を満たしている。  

 

２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 本研究科の専任教員のうち 16 人が教授であり、必置教員数 13 名の半数以上となってお

り、法令の要件を満たしている。 

 

＜根拠資料＞ 

10-12-3 2010年度経営管理研究科教員体制 

10-12-4 2011年度経営管理研究科教員体制 
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（専任教員としての能力） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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） 

◎  

 

２０１０年度の状況 

 経営管理研究科に配置されている教員は、全教員について１～３のいずれかの条件に該

当し、かつ、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 4 名准教授１

名、計 5名が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。 

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、教授 4 名、准教授 1 名、

計5名は弁護士や公認会計士として業務を行っており、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、教授 9名は､これ

までの業務経験から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

大学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。 

 以上から、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とおおむね認め

られる。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 経営管理研究科に配置されている教員は、全教員について１～３のいずれかの条件に該

当し、かつ、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 4 名准教授１

名、計 5名が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
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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、教授 4 名、准教授 1 名、

計5名は弁護士や公認会計士として業務を行っており、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、教授 8名は､これ

までの業務経験から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

大学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。 

 以上から、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とおおむね認め

られる。ただし、能力有りとして任用され教育に当たっているが、その継続的な評価につ

いては現在規定を整備しつつあるところである。 

 

＜根拠資料＞ 

3-1-10-1 2010年度経営管理研究科専任教員一覧 

3-1-10-2 2011年度経営管理研究科専任教員一覧 
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（実務家教員） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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） 
◎  

※ 文部科学省告示第 53号（2003年 5月１日） 
（専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教員） 
第 2 条   前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね三割以上は、専攻
分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。 
2    前項に規定するおおむね三割の専任教員の数に三分の二を乗じて算出される数（小数点以下の端数が
あるときは、これを四捨五入する。）の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一年につき六単

位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責

任を担う者で足りるものとする。 
3    以下、法科大学院の規定のため略 
※ 本研究科の必置教員数は基準 3－1 で述べたように 13 人である。この必置教員数の 3 割以上、すなわ
ち４人以上が実務家教員でなければならない（専任教員全体の３割以上ではないので注意する）。元の文章

は誤りではないが、法令をきちんと確認しているとは思われない。 

 

２０１０年度の状況 

 本研究科における専任教員のうち、実務家教員数は 14人であり、法令の求める要件から

計算される最低数 4人以上が確保されている。 

  

２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 本研究科における専任教員のうち、実務家教員数は 13人であり、法令の求める要件から

計算される最低数 4人以上が確保されている。 

 

＜根拠資料＞ 

3-1-10-1 2010年度経営管理研究科専任教員一覧 

3-1-10-2 2011年度経営管理研究科専任教員一覧 
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（実務家教員） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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） 

◎  

※ 文部科学省告示第 53号（2003年 5月１日） 
（専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教員） 
第 2 条   前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね三割以上は、専攻
分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。 
以下略 
※ この基準の要件は２つ。5年以上の実務経験、高度の実務能力である。 

 

２０１０年度における状況 

 文部科学省告示第 53 号第２条では、専任教員の数のおおむね３割以上は、おおむね５年

以上の実務経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者でなければならないとしてい

る。本研究科における実務教員は、5年以上の実務経験を有し、かつ次のような高度の実務

能力を有する。 

 

１(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 

２(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 

３(教授)： 会計事務所所長、公認会計士 

４(教授)： 弁護士 

５(准教授)： 監査法人代表社員、公認会計士 

６（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、ＭＢＡ 

７（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。ＭＢＡ 

８（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 

９（教授）： 証券系総合研究所主任研究員ＭＢＡ、ＰＨＤ 

 10（教授）： 消費財メーカー 常務取締役副社長、代表取締役社長 

 11 (教授) ： 政府系金融機関でプロジェクト審査・融資・企画担当、諸外国の調査研 

究、現メーカー監査役 
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 12（教授）： 外資系企業でマネージャー、人事部長経験、現研究所取締役 

 13（教授）： 半導体企業代表取締役等経験、現日本交渉学会常務理事 

 14 (教授) ： デザインシステム会社代表取締役社長 

  

２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 文部科学省告示第 53 号第２条では、専任教員の数のおおむね３割以上は、おおむね５年

以上の実務経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者でなければならないとしてい

る。本研究科における実務教員は、5年以上の実務経験を有し、かつ次のような高度の実務

能力を有する。 

 

１ (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 

２ (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 

３ (教授) ： 会計事務所所長、公認会計士 

４ (教授) ： 弁護士 

５(准教授)： 監査法人代表社員、公認会計士 

６（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、ＭＢＡ 

７（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。ＭＢＡ 

８（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 

９（教授）： 証券系総合研究所主任研究員ＭＢＡ、ＰＨＤ 

 10 (教授) ： 政府系金融機関でプロジェクト審査・融資・企画担当、諸外国の調査研 

究、現メーカー監査役 

 11（教授）： 外資系企業でマネージャー、人事部長経験、現研究所取締役 

 12（教授）： 半導体企業代表取締役等経験、現日本交渉学会常務理事 

 13 (教授) ： デザインシステム会社代表取締役社長 
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＜根拠資料＞ 

3-1-10-1 2010年度経営管理研究科専任教員一覧 

3-1-10-2 2011年度経営管理研究科専任教員一覧 
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（専任教員の分野構成、科目配置） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

２０１０年度の状況 

 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」、「課題研究・実務実習科目群」の４つの科目群から構成されている。この

うち、「プログラム科目群」は、企業経営コースでは、「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３つの分野に、企業会計コースで

は「ファイナンス＆アカウンティング・プログラム」および「アカウンティング・プログ

ラム」の２つの分野に分けられている。 

 「基礎科目群」は、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。「基幹科目群」は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り、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。「プログラム科目群」は、それぞれの専門的な力量を形成する科

目を形成する科目群である。 

 科目の性格は、経営系分野の特性に応じた基本的な科目は、基礎科目群および基幹科目

群に、実務の基礎・技能を学ぶ科目は、基礎科目群、基幹科目群、そして一部のプログラ

ム科目に、また、基礎知識を展開発展させる科目、広い視野や周辺領域の知識を涵養する

科目、先端知識を学ぶ科目はプログラム科目群におおむね配置している。 

 科目群の性格上、専任教員は、基幹科目群とプログラム科目群を中心に配置している。

経営・会計分野の基本でありコアとなる基幹科目群は、過半を専任教員で担当している。

プログラム科目群は、基礎知識を展開発展させる科目については専任教員が、また、広い

視野や周辺領域の知識の涵養、先端知識を学習させるための科目は専任教員の他、客員教

授や学外非常勤の実務家教員に担当をお願いしている。このように各科目群および個別の

科目の特性に応じて、専任教員が適切に配置されている。 

なお、基礎科目については、本学には、経営学および経済学の諸分野において基礎教育経

験の豊富な教員が経営学部・経済学研究科におり、当該教員に兼担を依頼している。 



 128

 

 

教員別担当コマ数 

  専任 兼担 
客員・ 

非常勤 
総計 

基礎科目 0 4 0 4

基幹科目 22 3 3 28

創造人材プログラム 11 1 5 17

マーケティング・プログラム 9 0 4 13

国際経営プログラム 6 0 5 11

アカウンティング・プログラム 22 3 8 33

プログラム 

科目郡 

ファイナンス＆アカウンティング

・プログラム 
10 0 4 14

インターンシップ 1 0 0 1

実務実習 1 0 0 1

  総計 82 11 29 122

※ 課題研究科目は専任のみが担当するため記載を省略した。 

 

 なお、2009 年の点検・評価報告書において、「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」（基準 2－17 に対する「現状の説明」箇所）と記述していることから、大学基

準協会による認証評価では、「実際には、『基幹科目群』の多くを実務家教員が担当してい

る。これでは貴専攻の使命・目的および教育目標に即して適切に専任教員が配置されてい

るとはいいがたく、改善が求められる」（p.416、問題点の指摘は p.419）と指摘されている。 

 プラカデミック・アプローチの実質を発展させるためには、カリキュラム体系および個々

の科目に対する教員の担当体制については、再検討する必要がある。 
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２０１１年度の改善活動等 

 2015 年４月に予定されているキャンパス移転までに段階的にカリキュラム改革を行う

が、これにともなって、プラカデミック・アプローチの検討、組織変更を含めた改革を行

う。本研究科の組織改革については、臨時執行部会議において検討し、今後の方向性を定

めたところである（経営管理研究科臨時執行部会議、2012 年 1 月 5日；同、2月 2日；同、

3月 22 日）。本格的な検討は、2012 年度に行う。 

 

＜根拠資料＞ 

資料 10-11-3 2011年度執行部会議議事録 

 

２０１１年度末における状況 

 科目担当者に若干の変更はあるものの、専任教員の配置は概ね変るところはない。 

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」、「課題研究・実務実習科目群」の４つの科目群から構成されている。この

うち、「プログラム科目群」は、企業経営コースでは、「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３つの分野に、企業会計コースで

は「ファイナンス＆アカウンティング・プログラム」および「アカウンティング・プログ

ラム」の２つの分野に分けられている。 

 「基礎科目群」は、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。「基幹科目群」は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り、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。「プログラム科目群」は、それぞれの専門的な力量を形成する科

目を形成する科目群である。 

 科目の性格は、経営系分野の特性に応じた基本的な科目は、基礎科目群および基幹科目

群に、実務の基礎・技能を学ぶ科目は、基礎科目群、基幹科目群、そして一部のプログラ

ム科目に、また、基礎知識を展開発展させる科目、広い視野や周辺領域の知識を涵養する

科目、先端知識を学ぶ科目はプログラム科目群におおむね配置している。 

 科目群の性格上、専任教員は、基幹科目群とプログラム科目群を中心に配置している。

経営・会計分野の基本でありコアとなる基幹科目群は、過半を専任教員で担当している。

プログラム科目群は、基礎知識を展開発展させる科目については専任教員が、また、広い

視野や周辺領域の知識の涵養、先端知識を学習させるための科目は専任教員の他、客員教

授や学外非常勤の実務家教員に担当をお願いしている。このように各科目群および個別の

科目の特性に応じて、専任教員が適切に配置されている。 
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なお、基礎科目については、本学には、経営学および経済学の諸分野において基礎教育経

験の豊富な教員が経営学部・経済学部におり、当該教員に兼担を依頼している。 

 

 

教員別担当コマ数 

 

※ 課題研究科目は専任のみが担当するため記載を省略した。

  専任 兼担 
客員・ 

非常勤 
総計 

基礎科目 0 4 0 4

基幹科目 22 1 3 26

創造人材プログラム 11 1 4 16

マーケティング・プログラム 9 1 5 15

国際経営プログラム 4 0 5 9

アカウンティング・プログラム 20 7 5 32

プログラム 

科目郡 

ファイナンス＆アカウンティング 

・プログラム 
11 0 4 15

インターンシップ 1 0 0 1

フィールドワーク 1 0 0 1

総計   79 14 26 119
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（専任教員の分野構成、科目配置） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

２０１０年度の状況 

 本研究科において、教育上、主要と認められる授業科目は、基幹科目ならびに各プログ

ラムにおいて専門的な能力を醸成するプログラム科目であり、また、集大成としての課題

研究科目である。 

 本研究科の設置にあたって、カリキュラム編成の点から、専門的な能力を有する「プロ

グラム科目」に専任教員を配置し、各プログラムの責任ある運営を担保するとともに、学

生が直面する実務上の課題や修了後の進路に合わせた「課題研究」のテーマにも幅広く対

応できる教員配置としており（『設置申請書』、p.11-12）、この考え方が一貫して採用され

ていることは、項目 3－7 に関する記述からも確認できる。 

 なお、本基準に関連して、2010 年度の大学基準協会による経営系専門職大学院の認証評

価において課題研究論文を唯一の必修科目とし、課程修了の要件としているが、その性格・

位置づけは明確でないとの指摘（p.400、p.406)を受けている。 

 2010 年度より、全学的方針として論文の無単位化が始まったことから、本研究科におい

ても課題研究論文の扱い（廃止、無単位化、単位を残して課題研究とは別科目として必修

または選択など）について検討を重ねている。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 課題研究科目については、所要の再編を行うこととした。すなわち、課題研究科目を構

成する課題研究（ゼミナール）については、従前の通り必修とし、かつ専任教員が担当す

ることとし、また、課題研究論文は選択科目とすることとした（2011年度第７回経営管理

研究科教授会、2012年 2月 5日）。 

 

２０１１年度末における状況 

 本研究科において、教育上、主要と認められる授業科目は、基幹科目ならびに各プログ

ラムにおいて専門的な能力を醸成するプログラム科目であり、また、集大成としての課題



 132

研究科目である。 

 本研究科の設置にあたって、カリキュラム編成の点から、専門的な能力を有する専任教

員を配置し、各プログラムの責任ある運営を担保するとともに、学生が直面する実務上の

課題や修了後の進路に合わせた「課題研究」のテーマにも幅広く対応できる教員配置とし

ており（『設置申請書』、p.11-12）、この考え方は一貫して採用されていることは、前項目

に関する記述からも確認できる。 

 なお、本基準に関連して、2010 年度の大学基準協会による経営系専門職大学院の認証評

価において課題研究論文を唯一の必修科目とし、課程修了の要件としているが、その性格・

位置づけは明確でないとの指摘（p.400、p.406)があった。 

 2010 年度より、全学的方針として論文の無単位化が始まったことから、本研究科におい

ても課題研究論文の扱い（廃止、無単位化、単位を残して課題研究とは別科目として必修

または選択など）について検討を重ねてきた。その結果、課題研究科目のうち課題研究（ゼ

ミナール）については、従前の通り必修、かつ専任教員が担当することとし、また、課題

研究論文は選択科目とすることとした（2011年度第７回経営管理研究科教授会、2012年 2

月 5日）。なお、修了要件と課題研究との関係については、なお、次年度以降も検討する。 

 

＜根拠資料＞ 

10-11-3 2011年度執行部会議議事録 
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（専任教員の分野構成、科目配置） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

２０１０年度の状況 

 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。 

 そのため、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と判

断できる。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 前年度の状況に同じ。 

 

 

 

 



 134

（専任教員の分野構成、科目配置） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

２０１０年度の状況 

 教育上主要と認められる授業科目は、本研究科では、基幹科目、プログラム科目、およ

び課題研究科目であるが、これらについては項目 3-7 および 3-8 の記述通り、その大半ま

たはすべてについて専任教員が担当している。  

 さて、本学では、教員の選考は、非常勤を含め、大学設置基準に則り、すべて立命館大

学教員選考基準および立命館大学大学院担当教員選考基準によって行われる。経営管理研

究科は、後者の選考基準に従って選考が行われ、高度の専門性と教育上の指導能力が求め

られる。また、本学の規定では、非常勤講師については、「教授会または研究科委員会また

は研究科教授会の議を経て、学長の決裁を得る。なお、大学協議会に報告するものとする」

（立命館大学非常勤講師に関する規程第４条）としているが、この規定に従い、本研究科

では、非常勤講師の依頼については、執行部会議の審議および教授会での議決を経て、そ

の結果は大学協議会に報告される。 

 さらに、本研究科では、本研究科の学術研究および教育水準の向上を図るため、特別に

経営管理研究科客員教授規程を設けており、所定の基準に従って、客員教授を依頼し、一

部の客員教授には、授業の担当を依頼している。 

 本研究科では、教育上主要となる科目については、大半を専任教員で担当しているが、

これらの科目を兼担・兼任教員に依頼する場合であっても、上記の諸規程にしたがって、

執行部会議および教授会において、科目の内容や水準等に合わせて担当すべき教員を決め

ている。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 前年度と同様である。 
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＜根拠資料＞ 

3-10-1 立命館大学教員選考基準 

3-2-1 立命館大学大学院担当教員選考基準 

10-11-4 立命館大学非常勤講師に関する規程 

3-1-3 経営管理研究科客員教授規程
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（教員の構成） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

２０１０年度の状況 

 『設置申請書』では、教員の編成の考え方及び特色について、「経営管理研究科の教員組

織は、教育課程の基本的考え方に基づき、企業経営および企業会計という 2 つのコースに

応じたバランスの良い教員配置を行なう。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する。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る」としている。また、

項目 3－6 に示したように、プログラム科目を担当する実務家教員の多くは、豊富な国際経

験をバックグランドにもっており、これが各科目の教育内容に活かされている。 

 年齢構成および性別については、設置時に比べて高齢に傾いており、また女性教員が少

ない傾向は否めない。 

 なお、大学基準協会による認証評価では、「実務家教員比率が 72.7％と非常に高く、大学

院としての学術性の担保が難しくなるのではないかと危惧される。また、年齢構成や性別

にも偏りが見られるため、今後は、より一層バランスに配慮した教員構成に移行していく

ことが求められる。」（p.419）との問題点の指摘を受けている。特に、実務家教員比率につ

いては、「高い実務家教員比率は貴専攻の特色とされるものの、その分、研究者教員の比率

が低くなり、さらに「課題研究論文」が最も重要な唯一の必修科目であることも考慮する

と、大学院としての学術性の担保が難しくなるのではないかと危惧される」（p.417）とし

ており、次年度はこれらの課題についても検討する。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 来年度（2012 年度）の専任教員の任用にあたり、女性教員を一名採用することとした。 

 

２０１１年度末における状況 

 『設置申請書』では、教員の編成の考え方及び特色について、「経営管理研究科の教員組

織は、教育課程の基本的考え方に基づき、企業経営および企業会計という 2 つのコースに

応じたバランスの良い教員配置を行なう。各コースに豊富な教育・研究実績と大学院運営
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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する。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る」としている。また、

項目 3－6 に示したように、実務家教員の多くは、豊富な職業経験ならびに国際経験をバッ

クグランドにもっており、これが各科目の教育内容に活かされている。 

 年齢構成および性別については、設置時に比べて高齢に傾いており、また女性教員が少

ない傾向は否めない。 

 なお、2010 年度認証評価結果では、学術性の担保のため、研究者教員の比率について大

学基準協会から指摘を受けている。同評価結果の記述では、いくつかの視点が重なって指

摘されている。すなわち、 

 

 専門職大学院において、どれ程の学術性の担保が求められるのか、という点

である。わが国のビジネススクールは、専門職大学院設置基準上も、実務家

教員による実践教育が相当程度重視されていると考えられる。まさにその点

こそ、学術性を担保している既存大学院との違いがある。また、実務家教員

とはいえ、学術的訓練や学会経験を経て、一定の学術性を有する教員が少な

くない。それでもなお、人数比の点において研究者教員の少なさがバランス

を欠くという指摘を受け止めるべきであろうか。 

 本研究科修了者が博士課程へ進学した事例を宣伝物に紹介したことを取り上

げて博士課程進学を保証するには研究者教員が少なすぎるという意味で指摘

を受けたのだろう。そうだとするならば、本研究科の主要目的はそのような

点にはないので、宣伝物での紹介が誇大に映ったと解する他はない。但し、

当該修了者が学術的に見て、博士課程に入学に適する水準の課題研究論文を

仕上げたことにより、その進学が可能になったのである。そのような水準の

課題研究論文が生まれていることも一面での事実である。すなわち、現状の

教員バランスの中でも、このような学術性を備えた研究指導が不可能ではな

いいうことである。 

 

 いずれにしても、研究大学院としての機能を持たせることは、設置時から念頭において

いないので、課題研究科目のカリキュラム上の位置づけを明確にすることも含め、次年度

以降に検討する。 

 

 

 



 138

（教員の募集・任免・昇格） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

２０１０年度の状況 

 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。 

 本研究科では、設置時に基本的な教員組織編成に関する考え方等を確定しているが（『設

置申請書類』、p.11-12）、その後は、申請時の基本的な考え方に立脚しつつ、上記の全学方

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、任期制教員等の教員組織編制を行っている。 

 なお、2009 年度には、兼務教員の解消に伴う教員組織整備のあり方について検討を行い、

『経営管理研究科 開設５年間の総括 課題と展望』を作成した。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 2015 年度に大阪茨木へのキャンパス移転を行うに伴い、大幅なカリキュラム改革と組織

変更について検討を行った（経営管理研究科臨時執行部会議、2012 年１月 15 日；同、2月

2日；同、3月 22 日）。 

 

２０１１年度末における状況 

 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。 

 本研究科では、設置時に基本的な教員組織編成に関する考え方等を確定しているが（『設

置申請書類』、p.11-12）、その後は、申請時の基本的な考え方に立脚しつつ、上記の全学方

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、任期制教員等の教員組織編制を行っている。なお、2015

年度に大阪茨木へのキャンパス移転を行うに伴い、大幅なカリキュラム改革と組織変更に

ついて検討を行った（経営管理研究科臨時執行部会議、2012 年１月 15 日；同、2月 2日；

同、3月 22 日）。 
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＜根拠資料＞ 

1-1-5 設置の趣旨及び必要性 

10-21-1 経営管理研究科開設 5年間の総括 課題と展望 

 

 

（教員の募集・任免・昇格） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

２０１０年度の状況 

 立命館大学教員任用・昇任規程第１条は、「新たに教員を任用しようとするときは、教

授会は、学部長または研究科長の提案により 3 名以上の教員からなる選考委員会を組織す

るとともに、ひろく候補者を求めるものとする」とし、新規の教員任用は、教授会に選考

委員会を設けること、そして、広く候補者を求めるため、多くの学部・研究科等では、公

募を原則としている。 

 本研究科の人事にあたっては、研究科の教授会に選考委員会が設けられ、当該選考委員

会は、立命館大学大学院担当教員選考基準、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、ならびに大学院担当教員資格の運用に関する経営管理研究科取

扱内規に基づき候補者の適否を審査してその結果を、経営管理研究科全学人事委員会に提

出する（全学人事委員会は、立命館大学独立研究科全学人事委員会規程にもとづき組織さ

れる人事委員会であり、独立研究科ごとに設置される）。全学人事委員会は、選考委員会

の選考結果を審議する。次に、経営管理研究科教授会において、これらの結果を審議し、

所定の手続に従い議決を行う（立命館大学大学院経営管理研究科教授会規程第 9条第 3項）。

教授会で議決を得た人事案件は、その後、大学協議会での承認を必要とする（立命館大学

教員任用・昇任規程第 4条、立命館大学大学院経営管理研究科教授会規程第 3条第 2項）。

なお、昇任も新規任用の手続に従って行われる。 

 教育上の指導能力については、上記の選考基準等に基づいて任用時に評価される他、本

研究科では独自に、継続的な科目担当資格の審査を行っている。すなわち、本研究科の開
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講科目を担当する専任教員は、５年に一度、担当資格審査を受けなければならないとして

おり、また、専任以外の教員にあっても、初めて担当する前年度に資格審査を受ける他、

その後も５年に一度、審査をうけなければならないと定めている（大学院担当教員資格の

運用に関する経営管理研究科取扱内規）。 

 なお、特別契約教員については、立命館大学特別契約教員規程の定めの他、本研究科で

は、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を 2010 年度に定め、

2011 年度から運用を行うこととした。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 前年度に同じ。 

 

 

＜根拠資料＞ 

3-1-2 立命館大学大学院経営管理研究科教授会規程 

3-1-6 立命館大学教員任用・昇任規程 

10-11-5 経営管理研究科大学院担当教員資格の運用に関する経営管理研究科取扱内規 

3-2-6 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【改正版】 

3-10-4 立命館大学特別契約教員規程 

 

（教員の募集・任免・昇格） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

２０１０年度の状況 

 教員の募集・任免・昇格の手続については、前項に述べた通りであり、経営管理研究科

教授会の責任において、適切に実行されている。 
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２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 前年度に同じ。 
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（教員の募集・任免・昇格） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

２０１０年度の状況 

 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。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 前年度に同じ。 

 

 

＜根拠資料＞ 

3-1-5 経営管理研究科任期制教員規程 

3-1-3 経営管理研究科客員教授規程 

3-1-4 立命館大学客員教授規程施行細則 
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（教員の募集・任免・昇格） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

２０１０年度の状況 

 『2009 年度点検評価報告書』は、本項目の趣旨を理解しておらず、また、そのような記

述に基づいて『2010 年度認証評価結果』が作成されていることから、後継者の養成がクロ

ーズアップされているが、本研究科は専門職学位課程のみを有する独立研究科であり、将

来、大学院を担当する者を養成することを目的とはしていないし、それを保証するもので

もない。後継者となるべき教育指導能力を備えた研究者・実務家教員の養成は、むしろ、

本学では研究大学院である経営学研究科がその機能を担っている。 

 なお、専任教員の補充については、学内外からの募集を迅速に行うべく、研究科長を中

心とする執行部が責任をもって進めている。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 本研究科は専門職学位課程のみを有する独立研究科であり、将来、大学院を担当する者

を養成することを目的とはしていないし、それを保証するものでもない。後継者となるべ

き教育指導能力を備えた研究者・実務家教員の養成は、むしろ、本学では研究大学院であ

る経営学研究科がその機能を担っている。 

 なお、専任教員の補充については、学内外からの募集を迅速に行うべく、研究科長を中

心とする執行部が責任をもって進めている。 
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（教員の教育研究条件） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

２０１０年度の状況 

 2010 年度における各教員の担当時間数は下記の通りである。 

 

氏名 
経営管理 

研究科 
学部 

他研究科 

（博士前期）
合計

石津孝義 12     12

大西寛文 12     12

奥村陽一 12 11.6   23.6

肥塚浩 6 6 4 16

佐藤修 12     12

杉山慎策 12     12

瀧博 12 8   20

谷口学 12     12

谷口正和 12     12

鳥山 正博 12     12

濱田初美 18     18

平野敦士 12     12

麻殖生健治 12     12

前田東岐 16 4   20

松村勝弘 10 6   16

松本稔 12     12

三好秀和 16 2   18

村田敏行 12     12

森利博 14 4 2 20
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 立命館大学専任教員責任時間規程は、教員が担当すべき授業時間の上限を決めているの

ではなく、給与条件の決定上、専任教員が「最低限度」担当すべき授業時間数を決めるも

のとして制定されたものである。実際、各学部・研究科は、これに幾単位かを追加して責

任コマ数を決めており、責任時間規程が上限を決めているものでない。 

ところで、本学の場合、ビジネススクールにおける責任時間が、学部や他の研究科と同

じとされている。これは入試、広報、キャリア支援、学内行政をになうテニュア教員にと

っては、他学部・研究科と比しても過度な負担を強いるものとなっており、「教育の準備お

よび研究」が配慮されているとは言いがたい。この点は全学の理解を得て、改善をはかる

必要がある。 

 むしろ、問題は、本学の場合、ビジネススクールにおける負担が、学部や他の研究科と

同じということである。しかも、テニュア専任は、自動的に執行部の一員となり、学内行

政を免れない。学部のように１年や 2年で交代ではない。また、本研究科は、入試・広報、

就職の世話、すべて自己完結にこなさなければならない。入学センターやキャリアセンタ

ーの企画もそもそも大学院向けには出来ていないので独自に行うほかはない。実際、研究

科独自に行っている。研究科の運営の他、教員は授業の準備（教育時間）を確保するのが

やっとで、研究にまで配慮が行きとどいていない。 

  

２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 

＜根拠資料＞ 

10-13-8 学校法人立命館教職員就業規則 

 

 

（教員の教育研究条件） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 ○  
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２０１０年度の状況 

 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。 

 このため、専任教員に対する個人研究費が適切に配分されていると判断できる。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 前年度の状況に同じ。 

 

 

＜根拠資料＞ 

3-1-8 立命館大学個人研究費取扱規程
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（教員の教育研究条件） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

２０１０年度の状況 

① 研究専念期間等の規定 

 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

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。 

 このため、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と判断できる。 

 

② 研究専念期間制度等の実績 

 2010 年度までの実績はない。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 規定の改廃等は、特になし。実績は下記の通り。 

 

２０１１年度末における状況 

① 研究専念期間等の規定 

 前年度に同じ 



 148

 

② 研究専念期間制度等の実績 

 2011 年度は、後期に１名の教員が学外研究Ｃを利用した。また、2012 年度は、学外研究

Ａおよび学外研究Ｃを、それぞれ１名ずつ利用することが決まっている。 

 

 

＜根拠資料＞ 

3-2-2 立命館大学専任教員学外研究規程 

3-2-3 立命館大学専任教員学外研究規程施行細則 

3-2-4 立命館大学専任教員学位取得支援規程 

10-11-2-1 立命館大学専任教員学外研究願兼研究計画書 

10-11-2-2 立命館大学専任教員学外研究願兼研究計画書 

 

（教育研究活動等の評価） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

２０１０年度の状況 

 専任教員の教育活動状況の把握は、主に講義アンケートによって行われる。この講義ア

ンケートの集計結果は、学内に公表され、また、これに対する担当教員の講評も合わせて

公表される。ただし、教育活動を評価する仕組みについては、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。但し、2010 年度以降、同制度は一旦凍結され、「教育の質向上」の観

点から教育、研究分野における評価のあり方について再検討し、今後、積極的に取り組め

るよう制度の改定を目指して再編中である。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 教員の自己評価報告書の書式を定めた。 
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２０１１年度末における状況 

 教員の自己評価報告書で、研究者教員と実務家教員の記入例を作成した。 

 

＜根拠資料＞ 

3-3-1 2010年度教職員評価制度の実施について 

10-12-5-1～10-12-5-9 自己評価報告書 

 

 

（教育研究活動等の評価） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

 

２０１０年度の状況 

 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。 

 ただし、その目的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。そこで、前基準における専任教員の

同様、教員の個人評価を行い、外部評価を経て、一連の結果を公表することを 2011 年 3 月

の教授会で決定した。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 専任教員の個人評価および外部評価、公表のシステムについて検討してきたが、教員の

自己評価報告書の書式を定めた。 

 

２０１１年度末における状況 

 前年度の状況に同じ。 
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（教育研究活動等の評価） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

 

２０１０年度の状況 

 本研究科では、全学的な表彰制度を除き、個々の専任教員の研究科運営への貢献を評価

する仕組みは有していない。そのため、これら貢献についての適切に評価する仕組みを整

備する方向で検討中であり、2011 年度中に改善の方向を決定することになっている。 

 

２０１１年度の改善活動等 

 専任教員の個人評価および外部評価、公表のシステムについて検討してきたが、教員の

自己評価報告書の書式を定めた。 

次年度以降に繰り越されることになった。 

 

２０１１年度末における状況 

 前年度の状況に同じ。 
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４．学生の受け入れ 

 

（学生の受け入れ方針等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

※ 受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）、選抜方法、選抜手続が設定されているこ

と、事前に広く社会に公表されていること。 

※ 問題点の指摘はない。 

 

前年度までの状況 

 

(1) 受け入れ方針 

① アドミッション・ポリシー 

 専門職学位課程制度、及び本研究科の使命・目的と教育目標に即し、院生の受入れに

ついて、以下のアドミッション・ポリシーを定めている。 

 

経営管理研究科のアドミッション・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。 
 
（１）企業経営コース 

 理論と実践の両面から絶えず学び続け、倫理を尊び、ビジネスを創造する高度な専門能力を有する人材

を養成する。 

（２）企業会計コース 

 理論と実践の両面から絶えず学び続け、倫理を尊び、財務情報の信頼性の向上に資する高度な専門能力

を有する人材を養成する。 
 
 社会人については、経営に関する問題意識を持つ人材を対象に、課題解決能力、研究意欲、キャリアプ

ランニングの明確さなどを確認し選抜します。また、学部からの進学者については、経営学や会計学に関
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する基礎学力を有する者、語学や簿記などの特定の能力を有する者、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ます。 
 

 

② 受け入れ方針の詳細 

(ａ）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ファイナンス＆アカウンティング・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。3 年以上の企業等での勤務経験を有する者を社会人と定義し、これを入学の条

件としている。（2010 年度・2011 年度経営管理研究科入試要項） 

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。（キャリアプランニング調書採点フォーマット） 

 

＜根拠資料＞ 

4-1-1 2011入試情報 HP 

4-2-1-1 2010年度入学経営管理研究科入試要項 

1-1-1 2011年度入学経営管理研究科入試要項 

4-3-4 キャリア・プランニング調査採点表フォーマット 

4-3-3  2011.3月面接票（社会人、企業等推薦） 

4-3-3 2011年 3月面接票（一般、留学生） 

 

 

(ｂ) ストレートマスター 

 ストレートマスター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ファイナンス＆アカウンティング・プログラム（2011 年度

より非社会人の受入開始）、アカウンティング・プログラムである。これらは、経営や会計

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。 

 学部からの進学者を受入れるにあたっては、経営系学部を中心としつつ、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っている。 

 

(i) 公認会計士を目指す者 

 立命館大学は、公認会計士試験の論文試験において 5.6 人／年（2006 年～2011 年平均）
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の最終合格者を出している。経営学部を中心に全学的に一定の資格取得志望者が存在して

いる。学内的には、本学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している。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、入試説明会の開催等、学外からの学生確保についても、

積極的に推進している。 

 

(ii) 外国語能力に秀でた者 

 立命館大学は、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、経済学部に国際経済学科、経営学部に

国際経営学科を開設した。これらの学生に対し、各学部の協力を得て、経営管理研究科へ

の進学を呼びかけ、優秀で意欲ある学生の「発掘」に努めている。さらに、入学試験要項

において、TOEFL や TOEIC など一定以上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ている。 

 

(2）入学定員および選抜方法 

  入学定員は 100 名である。各プログラムについては以下の人数を想定している。 

 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 名 

 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              

 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  

       アカウンティング・プログラム         

 

約 20 名 

約 20 名 

約 15 名 

 

約 15 名 

約 30 名 

 

 

② 選抜方法 

(ａ) 社会人を対象とした入試方式 

 (i) 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 
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 (ii) 企業等推薦入学試験 

       選考方法：書類選考、小論文、面接試験 

(ｂ) 各種資格試験の合格者や一定のスコア保持者を対象とした入試方式 

   自己推薦入学試験 

       選考方法：書類選考、面接試験 

(ｃ) 主に学部卒業後進学される方を対象とした入試方式 

   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 

(ｄ) 留学生を対象とした入試方式 

   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 

(ｅ) 立命館大学および APU の在学生を対象とした入試方式 

  (ⅰ) 学内進学入学試験 

       選考方法：書類選考、面接試験 

  (ⅱ) ＡＰＵからの特別受入入学試験 

       選考方法：書類選考、面接試験 

  (ⅲ) 飛び級入学試験 

       選考方法：書類選考、筆記試験（論述試験※2012 年度より小論文）、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考方法・試験科目を全て

入試要項に記載している。この入試要項については、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、2010 年度実績で年間 20 回におよぶ入試説

明会を実施している。入試説明会は教員と職員の双方が出席したうえで、丁寧な説明を行

い、入学希望者等の質疑に対応している。 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-1 2011年度立命館大学経営大学院入学試験要項（ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ･ﾎﾟﾘｼ） 

4-1-1 2011入試情報 HP 

4-4-1 2010公開講義 HP 

4-4-2-1 2010年度入試説明会 

4-4-2-2 2011年度入試説明会 
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（学生の受け入れ方針等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

前年度までの状況 

① 書類選考 

 書類選考において対象となる書類には、卒業論文等の論文タイトルと概要、大学入学後

の研究計画、キャリア・プランニング調書（ストレートマスターの場合は、在学中の活動

のうちキャリア形成に意義のあったもの、社会人の場合は、それまでの実務経験等）、経営

管理研究科における学習目的、本研究科修了後の計画、最近の時事問題に関する論評、自

己のアピール点の記載を求めている。この書類（2010年度立命館大学経営大学院出願書類

様式２ならびに 2011年度立命館大学経営大学院出願書類様式２）の選考は、書類選考用の

評価シートの各項目に基づき、１人の志願者に対して複数の教員が評価を行う。  

→書類選考の資料 

 

② 面接試験 

 面接試験は、面接試験用の評価シートの各項目に基づき、１人の志願者に対して複数の

教員が面接を行い、選考を行う。 

 

③ 筆記試験 

 筆記試験は、あらかじめ各年度の試験ごとに偏りの生じないように担当教員を配置し、

出題と採点を行わせることとしている。出題は、本学の人材養成目標等の視点から、客観

的に評価できるものを検討し作成する。 

 

④ 総合的な合否の判定 

 入試方式の区分ごとに、書類選考、面接試験、筆記試験の配点を事前に決定している。

それによって、一定の得点率以上の者を合格者としている。 
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今年度の活動 

なし 

 

今年度末における状況と課題 

 

＜根拠資料＞ 

4-2-1-1 2010年度立命館大学経営大学院入試要項 

4-2-1-2 2010年度立命館大学経営大学院出願書類 

4-2-2-2 2011年度立命館大学経営大学院出願書類 

1-1-1 2011年度立命館大学経営大学院入学試験要項 

4-3-2 2011.02.05ＭＢＡ入試実施体制 

4-3-4 キャリア・プランニング調査採点表フォーマット 

4-3-3-1  2011.3月面接票（社会人.企業等推薦） 

4-3-3-2 2011年 3月面接票（一般、留学生） 

 

 

（学生の受け入れ方針等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

前年度までの状況 

 入学者選抜については、研究科ウェブサイトでの広報・新聞での広告をはじめ、入試説

明会を年間平均で約 20回開催するなど、本研究科の学生の募集方法・入学者選抜方法等の

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マネジメントフォーラム、マネジメントセミナ

ーを開催し、本研究科の社会的役割や責務を周知している。 

 また、基準 4－1 に記述したように、本研究科では、８種類の方式の入学試験を実施して

いるが、うち企業等推薦入学試験・自己推薦入学試験については社会人を対象とすること
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から年間 4 回の入学試験を実施している。また、主にストレートマスターを対象とする一

般入学試験・学内進学入学試験・ＡＰＵからの特別受入入学試験についても年間３回の入

学試験を実施し、受験機会を多くするよう努めている。また、多様な人材の受け入れ（特

に社会人）に対応するため、入学試験はすべて土曜日に行うこととしている。 

 

今年度の活動 

前年度の状況に同じ。 

 

今年度末における状況 

前年度の状況に同じ。 

 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-1 2011年度立命館大学経営大学院入学試験要項（P.1-32） 

4-1-1 2011入試情報 HP 

4-4-1 2010公開講義 HP 

4-4-2-1 2010年度入試説明会 

4-4-2-2 2011年度入試説明会 

9-2-3 2010.8.26日経新聞大阪本社版掲載広告 

10-5-1-1 2010.7.10日経進学相談会新聞広告 

10-5-2-1 2010.11.3日経進学相談会新聞広告 

 

 

（学生の受け入れ方針等） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

 

前年度までの状況 

 基準 4－4 でも記述したように、本研究科では、年間 20 回程度の入試説明会を実施してい

る（2010 年度 2011 年度実績）。また、公開講義を 15 回程度開催（2010 年度 2011 年度実績）、
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延べ 30 名（2011 年度実績）の入学志願者の参加があった。 

また、そのときの時流にあったテーマを設定し、著名人を招聘したシンポジウムやフォー

ラム、セミナーを開催し、一般社会人に開放している。 

 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、参加者やその関係者の志願に

結び付けている。 

 

今年度の活動 

 従来開催していた入試説明会に、模擬講義や個別相談会を組み合わせた｢オープンキャン

パス｣を 9月･11月に実施。 

また、昨年研究科開設５周年記念行事により「見送り」となった「コトを起こすビジネ

スパーソン」を２年ぶりに開催。 

更に、特別企画として「MBAをキャリアに生かす」を開催、本研究科教員を含む国内外

のビジネススクール・大学院で学んだ経験のある複数講師による講演ならびにパネルディ

スカッションも開催。 

 

今年度における状況・実績・課題 

 「コトを起こすビジネスパーソン」は、本研究科の前身にあたる「経営学研究科プロフ

ェッショナルコース」の時期より、トッピック的なテーマを設け学外講師による講演や研

究科教員が加わったパネルディスカッションなどの構成で、テーマや本研究科に関心を寄

せる一般市民の方を対象に毎年の瀬に開催している。 

今年度は、パネリストに研究科修了生を招き、この翌週には「特別企画」を開催するな

どして、「MBA」で学ぶことの実用性について具他的事例を示し、研究科に対する一層の理

解と関心が高められるよう取り組んだ。 

 

 

＜根拠資料＞ 

4-4-2-1 2010年度入試説明会 

4-4-2-2 2011年度入試説明会 

10-5-3 2010年度マネジメントフォーラム案内 

10-5-4 2010年度第 1回マネジメントセミナー案内 

10-5-5 2010年度第 2回マネジメントセミナー案内 

10-5-6 2011.1.29開設 5周年記念行事新聞広告 

10-6-1 110903オープンキャンパス 
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10-6-2 111106オープンキャンパス 

10-6-3 第 7回コトを起こすチラシ 

10-6-4 111210ＭＢＡをｷｬﾘｱに活かす 

 

 

（実施体制） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

前年度までの状況 

 本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基準 4-1 で記述

したとおりである。 

 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する入試執行体制を整え、全学の入学試験執

行基準（ガイドライン）に従い、綿密な計画により厳格に執行している。入学試験監督要

項や同業務補助要項等のマニュアルも備え、不測の事態が発生しないよう充分に配慮して

いる。 

 本研究科の志願者に対する選抜方法は、書類審査、筆記試験、および面接試験である。

書類審査の審査委員、筆記試験の出題および採点委員、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、執行部会議メンバーで構成する合

否判定会議での審議を経て、最終的には研究科教授会において審議・決定されている。 

 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＞ 

10-5-8 大学院入学試験執行ガイドラインについての研究科意見書 

10-5-7 大学院入学試験執行ガイドライン 2010年度版【取扱注意 部外秘】 

4-3-2 2011.02.05ＭＢＡ入試実施体制 
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10-5-9 経営管理研究科入学試験監督要項【一般＆留学生】 

10-5-10 経営管理研究科入学試験監督要項【社会人＆企業等推薦】 

10-5-11 経営管理研究科入学試験業務補助要項 

 

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 

 入学試験の実施体制について 

 

（多様な入学者選抜） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

 

前年度まで状況 

 本研究科には、企業経営コースと企業会計コースを置いており、さらに企業経営コース

には、社会人を対象とする創造人材プログラムとマーケティング・プログラム、ストレー

トマスターを対象とする国際経営プログラムを、企業会計コースには、主として社会人を

対象とするファイナンス＆アカウンティング・プログラムとストレートマスターを対象と

するアカウンティング・プログラムを設定している。 

 社会人を対象とするプログラムについては、社会人入試方式および企業等推薦入試方式

を設定している。社会人入試は、3年以上の社会人経験を有する者一般に対する入試方式で

ある。また、企業等推薦入試方式は、社会人のうち特に優秀な人材を受け入れるため、志

願者の所属長の推薦書を得た者に対して実施するものである。 

 ストレートマスターを対象とするプログラムについては、一般入試方式、学内進学入試

方式、立命館アジア太平洋大学からの特別受入れ入試方式、飛び級入試方式を設定してい

る。一般入試方式は主に他大学の新卒者を中心とする入試方式であり、学内進学入試方式

および立命館アジア太平洋大学からの特別受入れ入試方式は、学内および同一法人が設置

している立命館アジア太平洋大学から、学部の優秀層を受け入れるための入試方式である。

飛び級入試は、本学の各学部 3 回生に在学している優秀層を受け入れるための入試方式で

あり、厳格な入学資格を定めている。 

 その他、自己推薦入試方式および留学生入試方式がある。これらは、多様なバックグラ

ウンドを持つ優秀な社会人やストレートマスターの応募を可能とするための方式である。



 161

前者は、各種の難関試験合格者等を受け入れるための試験である。後者は、一定の日本語

運用能力と経営学または会計学に関する基礎的学力を持った外国人留学生を受け入れるた

めの制度である。 

※根拠資料はすべて設置申請書類  

 

＜根拠資料＞ 

1-1-5 設置の趣旨及び必要性 

 

今年度の活動 

 特に改善課題は認識されていない。 

 

今年度末における状況等 

  

 

（身体に障がいのある者への配慮） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
 ○ 

 

前年度までの状況 

 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

れている。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、該当者はなかったが、2010 年度入試で１名弱視の志願者があり、対応した。 

 

今年度の活動 

前年度の状況に同じ。 

 

今年度末における状況等 

前年度の状況に同じ。 
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＜根拠資料＞ 

4-3-7 視覚障がい者への配慮 

4-3-7 弱視者対応 

 

 

（定員管理） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

前年度までの状況 

 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％程

度に留まっている。 

 

年度 入学者数 入学定員 
在籍者数

5/1 現在
収容定員 開講ｸﾗｽ数

1 ｸﾗｽあたりの 

平均受講者数 

2009 68 100 153 200 126 12 

2010 68 100 154 200 119 12 

2011 35 100 121 200 116 9 

 

＜根拠資料＞ 

4-3-6 2011入学志願者達成状況 
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（定員管理） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

 ○ 

 

前年度までの状況 

 経営管理研究科における入学者数は以下のとおりである。この間の状況では入学定員に

対して７０％程度の入学者数で推移してきたが、2010 年度は半減した。 

 

 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 

入学定員 100 100 100 100 

入学者合計 70 72 68 35 

比率 70％ 72％ 68％ 35% 

 

このような状況を改善するため、本研究科の改組も視野に入れたカリキュラム改革と教

員組織や事務体制の刷新に加え、入試広報の見直し等により、定員充足に向けて抜本的な

対策を実施する予定である。→ 

 本研究科は開設以来、残念ながら入学定員（100 人）の充足がはかられていないが、研究

科開設２年目にして、「学費見直し」を含む「競争力の強化」をはかるための手立てを構想、

社会人を対象とした奨学金などは実現にいたった。 

 しかし、結果的には改善に結びついておらず、引き続き、研究科執行部を中心にとする

研究科の将来構想に関らせながら抜本的な改善を追及している。 

 

（入学者選抜方法の検証） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

 ○ 
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経営管理研究科では、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、執行部会議および教授会において継続的に検証している。 

 具体的には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入試担当副研究科長が執行部会議ならびに教授会において報告、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＞ 

7-1-3(1) 2009年度執行部会議議事録 

7-1-3(2) 2010執行部会議議事録 

3-1-11(1) 2009年度経営管理研究科教授会議事録 

3-1-11(2) 2010年度経営管理研究科教授会議事録 

10-7-1 2011年度入試総括改訂版 

10-9-1-2 経営管理研究科の競争力強化について（2007.6.13常任理事会） 

10-9-2-2 経営管理研究科の学費改定について（2007.6.13常任理事会） 

10-8-3 2012.2.2臨時執行部会議議事メモ 

 

【点検・評価】 

「長所」 

関連する

｢評価の

視点｣ 

4-1、4-2、4-3、4-4 

 

（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、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。 

 本研究科は使命・目的、教育目標を実現するための方策の１つとして、専任教員にくわ

え客員教授、兼務講師についても実務家教員の比重を高めてカリキュラムを展開し、2011

年度末には研究科で学んだ修了生が 300 名を超える。 

 この中には、売り上げを伸ばした経営者や新規事業推進責任者を任され活躍されるなど、
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顕著な成功例が現れはじめており、研究科教学の方向性がビジネスをめぐる環境に相応し

い一端を示すものと考える。これらの成果事例を研究科の特徴のひとつとして公表するこ

とが研究科の有用性を伝えることにつながり、魅力を高めることとなる。 

 これまでも研究科紹介媒体（パンフレット、HP など）への修了生の「声」などを掲載し

てきたが、これをもう一段高める取り組みを始めている。 

まだ試行段階ではあるものの校友組織 RIMO と教授会構成員による懇談会を定期的に開催

するなどして修了後の状況についてのヒアリングに努め、成功体験を有する修了生を研究

科主催シンポジウムのパネリストとして招聘することやオープンキャンパスにおける個別

相談の対応などの積極的な協力を要請し、これを実現してきている。 

また、2011 年度入試より企業等推薦入試方式における「出願資格」に「研究科修了生の

推薦」を加えた。 

 

「今後の方策」 

引き続き、研究科と修了とのコミュニティを維持しつつ修了後の彼らの活躍の様子を研

究科教学の成果と捉え、個人情報に留意しながらこれらを情報として発信する。 

今後校友組織 RIMO が独自に検討を進める同組織会員を対象とする表彰制度の運営に参画

を通して修了生の活躍の実態把握に一層努める。 

更に、事実としての正確な市場認識が必要との観点から、2011 年度に「MBA 市場調査」

を実施、志願者層の特徴およびそれぞれの「ニーズ」を分析した。 

この結果については、教授会と校友組織との懇談会において共有する機会も設けている。 

2012 年度においても、引き続き同調査の実施を予定している。これらの結果をもとに現

在構想を進めている研究科本格的再編の「精度」を高め、社会からの期待に的確に応える

教学の新たな展開をはかることとしたい。 

 

＜根拠資料＞ 

10-6-1 110903オープンキャンパス 

10-6-2 111106オープンキャンパス 

10-6-3 第 7回コトを起こすチラシ 

10-8-1-2 20111120RIMO第 4回幹事＆教授懇談会議事録 

10-8-2 20120205RIMO第 5回幹事＆教授懇談会議事録 

10-11-1 関西MBA市場調査報告 
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（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・不利の無いようにしている。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＞ 

1-1-1 2011年度立命館大学経営大学院入学試験要項 

4-1-1 2011入試情報 HP 

4-4-1 2010公開講義 HP 

4-4-2-1 2010年度入試説明会 

4-4-2-2 2011年度入試説明会 

 

2010 年度 経営管理研究科 入学試験要（ アドミッションポリシー、入試要項） 

 入学試験案内ウェブページ 

 入試説明会・セミナー・公開授業開催案内ウェブページ 

 2010 年度入試説明会日程 

 

「問題点」 

関連する

｢評価の

視点｣ 

4-9 

 

入学定員 100 名に対して開設以来、定員を充足できず、７０％程度の充足率に留まってい

る。2010 年度はわずか 3 割強のレベルとなった。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。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おらず、社会人院生の志願動向を再調査し、ス

トレートマスターの志願動向も合わせて分析する。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。 
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 開設以来の本研究科入試実績は、入学定員数並の志願者数に充足率７割程度の入学者数

で概ね推移してきたが、年度毎の「社会人」と「非社会人」の構成には「広がり」がある。 

比較的経済状況の良好な時期（2008年度）には「社会人」が、低迷期には安定している

時期（2010年度）には「非社会人」の志願者がそれぞれ多数を占めるいわゆる「反比例」

の関係が続いたが、昨年・今年度においてはそのいずれの志願者も伸びず、厳しい結果と

なった。減少の幅は「社会人」よりも「非社会人」の方が大きく、表層的には後者の「未

回復」が入学定員充足率の落ち込みの主たる要因に窺える一方で、社会人については「小

幅な」動きであることが読み取れる。 

そこで、「社会人」と「非社会人」の訴求を研究科における本格的な組織再編に関らせて

抜本的な見直しを進める。 

とりわけ「社会人」に対しては、経験知のみでビジネスの「質」を担保できる時代では

なく、ビジネスの経験知に加え実践知（ノウ・ハウ）の活用が欠かせないことから、ロー

ルプレイグ、ディベートに加えメソドロジー・ケースメソッドといった教育手法の導入を

検討するとともに、実務家教員が多数を占める本研究科のおける教学の「道場的ニュアン

ス（意味合い）」を伝えられるよう改善をはかることとしたい。 

 

＜根拠資料＞ 

10-8-4 2006入学者達成状況 

10-8-5 2007入学者達成状況 

10-8-6 2008入学者達成状況 

10-8-7 2009入学者達成状況 

10-8-8 2010入学者達成状況 

4-3-6 2011入学志願者達成状況 

10-8-3 2012.2.2臨時執行部会議議事メモ 
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５．学生生活 

 

 

（支援・指導体制の確立） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

5-1 学生生活に関する支援・指導体制が確立しているか。 ○  

 

２０１０年度までの状況 

経営管理研究科では、学生が学習・研究・キャリア形成などの目標を達成できるよう、

入学時に、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を実施している。 

入学後には、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（6～7 名）が

個人面談を行ない、学習・研究・キャリア形成など計画的な大学院生活を促進するよう指

導・援助を行っている。この面談のなかで、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（2011

年度で 17名）を決定している。このようにして、事実上１回生の秋には研究指導教員が確

定し、2回生の通年にわたる研究指導が始まる。 

このような学習・研究・キャリア形成、その他の生活面も合わせた大学院生活全般の事

務室機能の担い手として、プロフェッショナルスクール事務室が設置されている。経営管

理研究科担当職員は、朱雀キャンパスに 6 名（専任職員 3 名、契約職員 2 名、事務補助職

員１名）、アカデメイア＠大阪（2011 年 1 月、大阪キャンパス（大阪市北区小松原町２－

４大阪富国生命ビル 5階）に移転）に 4 名（契約職員 2 名、事務補助職員 2 名）が配置さ

れている。これらの教職員が本研究科担当として勤務し、常時窓口での様々な相談事項に

対応している。 

また朱雀キャンパスでは、奨学金や心の悩みに対応する学生サポートルームを担当する

事務補助職員 1 名がプロフェッショナルスクール事務室に配置されている。同様に医療面

の相談や対応のために保健センターが設置され、看護士の常勤体制の他に内科医 3 名精神

科医 1 名が常勤ではないものの対応に当たっている。その他の生活面においては、キャリ

アセンター、エクステンションセンターなどの学内組織とも密接に連携し、進路、資格取
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得対策など多方面にわたって支援を行っている。 

学生生活の支援・指導に関しては日頃の事務室での対応だけでなく、経営管理研究科の

院生代表と懇談会を行い、学生との意見交換を行った。その結果は教授会や業務会議にフ

ィードバックされ、継続的な改善・向上が図られている。 

  

２０１１年度の活動 

 朱雀キャンパスでは、院生代表から意見聴取を行ったが、院生間での意見集約に至った

ものではなく大きな前進とはいえなかった。 

 社会人院生が多く学ぶ大阪キャンパスでも意見聴取を行い、改善要望の内容を確認した。

その多くは施設・設備とその利用ルールに関するものであった。 

 

２０１１年度末における状況 

 院生の要望や意見を聞くにとどまり、大阪キャンパスの施設・設備拡張には至っていな

い。 

 

＜根拠資料＞ 

2-1-1 入学オリエンテーション資料 

5-2-2 立命館大学ハラスメント相談の手引き 

5-2-3 ハラスメント防止委員会ウェブサイト 

6-4-1 プロフェッショナルスクール事務室要員一覧 

8-3-3-1 2009.2.26経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

8-3-3-2 2011.3.14経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

8-3-3-3 2006.11.17経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

 

 

（学生の心身の健康の保持） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  
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２０１０年度までの状況 

 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、保健センターおよび学生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

し恒常的に対応できる体制を整えている。 

 

２０１１年度の活動 

 サテライトキャンパスである大阪キャンパスにおいて、①近隣医療機関に対して発病し

た学生の受け入れのための依頼を行い、またそれらの医療機関を一覧表にして大阪キャン

パス内で掲示や配布することにより周知をはかった。②心の悩みを相談するための「学生

サポートルーム」が、朱雀、衣笠、びわこ・くさつの３キャンパスに開設されていること

から、大阪キャンパスから直接、予約が取れるようリーフレットを大阪キャンパスに配置

して利用を促した。 

 

２０１１年度末までの状況 

① 大阪キャンパスにおいて医療機関を紹介し受診を促したものの該当する院生はいな

かった。 

② 学生サポートルームの利用について、朱雀キャンパスでは数名が利用し、大阪からの

利用申し込みは無かった。 

 

＜根拠資料＞ 

5-1-1 学生サポートルーム案内リーフレット 

5-1-2 保健センター健康ハンドブック 

10-7-2 大阪キャンパス近隣医療機関の診療時間 

 

（学生の心身の健康の保持） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  
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２０１０年度までの状況 

 本学では、大学として「立命館大学ハラスメント防止に関する規程」（2007年 6月制定）、

「立命館大学ハラスメント防止のためのガイドライン」を策定している。また、これら規

程等に基づいて、ハラスメントに関する研修が行われるとともに、ハラスメントの防止と

ハラスメントが生じた場合に対処するため、常設の機関として立命館大学ハラスメント防

止委員会が設置されている。 

 また、ハラスメントに関する相談に対応するため、衣笠、BKC、朱雀の各キャンパスの

学部・研究科やオフィス等にハラスメント相談員が配置されている。ハラスメント相談員

は、ハラスメント防止委員会委員長（副学長）により任命され、教職員・学生からのハラ

スメントに関する相談および苦情の申立に対応する。 

 ハラスメント相談員へのコンタクトは、直接相談のほか、メールや電話での受付も行っ

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。ハラスメント相談員には、研修が実施されるほか、「手引き（取扱注

意）」が配付され、基本的な対応方針が統一されており、被害者本人が委員会に申し立てを

希望しない場合でも、相談記録が「ハラスメント防止委員会」の事務局に報告されている。

さらに、ハラスメント調査委員会には、必要に応じて弁護士を委員として参加させ、専門

的な見地からの発言を求めている。 

 上記のハラスメント防止に関する規程等、ハラスメント防止委員会、ハラスメント相談

員の制度、ハラスメントを感じた場合の対処、相談と問題解決のプロセス、ハラスメント

相談員への連絡方法等は、立命館大学のウェブサイトに明記され、また、入学時にハラス

メントに関するリーフレットが配布されるなど、学生への周知が図られている。 

 以上のような全学的なハラスメント対策の枠組み、活動の下で、本研究科では、経営管

理研究科の専任教員１名、プロフェッショナルスクール事務室の専任職員 2 名がハラスメ

ント相談員として、院生の相談にあたっている。 

 

２０１１年度の活動 

 特になし。 

 

２０１１年度末までの状況 

 ２０１０年度と同じ 

 

＜根拠資料＞ 

5-3-0 立命館大学ハラスメント防止に関する規程 
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5-2-4 ハラスメント防止リーフレット（韓国語・中国語） 

5-2-5 立命館大学ハラスメント防止のためのガイドライン 

5-2-6 2010年度前期ハラスメント相談員ガイダンス資料 

10-5-2-7 2010年度後期ハラスメント相談員研修会資料 

10-5-2-8 2011年度前期ハラスメント相談員研修会資料 

10-5-2-9 2011年度後期ハラスメント相談員研修会資料 

1-1-3 2010年度 履修要項 

10-15-4 2011年度 履修要項 

 

 

（学生の心身の健康の保持） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

２０１０年度までの状況 

 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相談・支援を行っている。その

具体例として、入学時に、成績優秀者には西園寺奨学金、ストレートマスターに対しては

経営大学院奨励奨学金、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）を設定していた。2010 年度にはそれぞれ１名、10 名、2 名（合格者合

計 81 名）に支給を決定した。 

 日本学生支援機構の奨学金は、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、応募している。 

 また、奨学金ではないが、民間金融機関との提携による低利の教育ローン（修了後に元

金返済）を制度化しており、経済支援の一助としている。 

 

２０１１年度における活動 

 学内制度の変更や奨学金原資の終了にともなって、上記奨学金制度のうち、西園寺奨学

金と経営大学院社会人特別奨学金の制度が終了した。 

 



 173

２０１１年度末における状況等 

  支援体制は２０１０年度と変わっていない。 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-1 2011年度立命館大学大学院経営管理研究科入学試験要項 

5-3-1 立命館大学専門職大学院経営管理研究科奨励奨学金規程 

5-3-2 立命館大学大学院経営管理研究科育英奨学金規程 

5-3-3 立命館大学大学院経営管理研究科社会人特別奨励奨学金規程 

6-4-2 学校法人立命館館則 

5-3-7 2011年度 経営管理研究科教育ローン 

 

 

（キャリア教育の開発と推進） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

２０１０年度までの状況 

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。その教育自体にキャ

リア形成に資する内容が多く含まれており、例えば「会計職業倫理」や「キャリア開発」

といったキャリア形成に関わる内容をもつ専門科目も設置されている。 

とくにストレートマスターの学生にとっては、現役・ＯＢの社会人学生との交流（授業・

イベント・校友活動の場）をつうじて、キャリア形成を考える機会が豊富に存在している。 

日常的には、課題研究科目の担当教員が各学生のキャリアプランに沿って、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。学生の実態や指導状

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うとともに、各担当教員が個別

の学生指導にフィードバックしている。本研究科にはメーカー・金融・コンサルティング・

監査法人・外資系企業などで経験を積んだ実務家教員を多数擁しており、学生の要望に即

して各教員が自らの得意領域のキャリア形成について随時相談に応じている。 
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さらに 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、課外として新

たに開発した。このプログラムは、人材ビジネスの専門家によるセミナーと個別カウンセ

リングを組み合わせたもので、夏期休暇中の 3 日間を費やし学生の自己発見とキャリア形

成を図っている。12 月にもフォローアップ研修を行い、個別カウンセリングの機会を設け

ている。1回生の約 25％がこのプログラムを受講している。 

就職活動のための情報提供に関しては、2009 年度からキャリアセンター・ホームページ

の求人情報を、研究科所属学生に対して週次でメール送信する取り組みを開始しており、

時宜を得た取り組みを行うよう支援している。また、キャリアセンターが実施している大

学院生向けのキャリアセミナーやトレーニング・プログラムにも学生の参加を促し、大学

院生に即した就職活動ができるように助言・支援体制の強化を図っている。 

このように本研究科では、教育内容や研究指導、校友活動、キャリア教育や就職活動支

援を通じて、多面的にキャリア形成を支援している。 

 

２０１１年度の活動 

 特になし。 

 

２０１１年度末での状況 

 ２０１０年度と同じ 

 

＜根拠資料＞ 

5-4-1 キャリアオフィス主催キャリアデザインガイダンス資料（2010.4.2） 

5-4-2-1 2010.9.23経営管理研究科キャリアセミナー 

5-4-2-2 2011.01.18経営管理研究科キャリアセミナー 

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） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  
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２０１０年度までの状況 

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、衣笠キャンパス及び琵琶湖草

津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にも、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よう

にしている。また社会人院生に関しても、アカデメイア＠大阪にキャリアセンターの相談

窓口を常設しており、各種相談を受け付けている。この相談窓口は、梅田の富国生命ビル

に移転した大阪キャンパスに引き継がれている。 

 具体的な大学院生のキャリア支援の取り組みとしては、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」を用

意している。くわえて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。また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。 

 先述したように、研究科としても、進路開拓のための取り組みを強化している。就職活

動のための情報提供に関しては、2009 年度からキャリアセンター・ホームページの求人情

報を、研究科所属学生に対して週次でメール送信する取り組みを開始しており、時宜を得

た取り組みを行うよう支援している。また、キャリアセンターが実施している大学院生向

けのキャリアセミナーやトレーニング・プログラムにも学生の参加を促し、大学院生に即

した就職活動ができるように助言・支援体制の強化を図っている。 

 研究科の設置科目には「インターンシップ」が置かれており、ここに就業体験をつうじ

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でのインターンシッ

プも提供している。 

 このように経営管理研究科においては、全学の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・支援体制を整備・確立している。 

 

２０１１年度の活動 

 朱雀キャンパスにキャリアセンターの相談窓口を開設した。 

 

２０１１年度末での状況 

 新規に開設した朱雀キャンパスでの相談窓口が、活発な利用に至っていないことから一

層の周知をはかる課題がある。 
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＜根拠資料＞ 

5-4-1 キャリアオフィス主催キャリアデザインガイダンス（2010.4.2） 

5-4-2 2010.9.23経営管理研究科キャリアセミナー 

5-4-2-2 2011.1.18経営管理研究科キャリアセミナー 

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） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

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。 
 ○

 

２０１０年度までの状況 

立命館大学では、障害学生支援室（http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/kyomu/drc/）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、身体の障がいのある場合の入学試験実

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。経営管理研究科では、身体の障害のある場合にも受験機会を保障し、施設整備をはじ

めとした支援も行っている。 

 ２０１０年１２月末で、淀屋橋の島ビルから梅田の富国生命ビルに移転したことで、大

阪府の「大阪府福祉のまちづくり条例」に沿った仕様のビルに入居し、バリアフリーが実

現した。また朱雀キャンパスは、開設当初から、「京都府福祉のまちづくり条例」に沿った

仕様の建物となっていてバリアフリーが実現している。 

 

２０１１年度の活動 

 特になし。 

 

２０１１年度末での状況 

 ２０１０年度と同じ 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-1 2011年度立命館大学大学院経営管理研究科入学試験要項 
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5-5-1 立命館大学 障害学生支援室ウェブページ 

 

 

（留学生、社会人への配慮） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

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。 
 ○

 

２０１０年度までの状況 

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)。留学生・社会人学生の支援、

相談業務については、朱雀キャンパス（プロフェッショナルコース事務室）にいる 6名（う

ち 1名は英語対応が可能）、アカデメイア＠大阪にいる 4名の職員が対応している。 

留学生サポートに関しては、国際部の各課と連携して、住居・保証人確保、日本語習得

等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おり、とくに社会人

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。社会人向けの需要の多いサービスには図書の取り寄せがあり、アカデメ

イア＠大阪で発注すれば、蔵書図書であれば 1 昼夜のうちに届くシステムが用意されてい

る。 

このように留学生、社会人のニーズに即したサービス提供が行えるようにしており、そ

の受け入れのための支援体制を整えている。またこのサービスは、大阪キャンパスでも継

続している。 

 

２０１１年度における活動 

 留学生の就学ビザ取得に要する手続き期間を考慮して、2012年度入試から 2012年 3月

実施の留学生入試は廃止した。（2010 年度第 11 回経営管理研究科執行部会議 2010.10.7、

2010年度第 16回経営管理研究科執行部会議 2010.12.16） 

 社会人学生には、朱雀キャンパスを中心に組織されている院生協議会との懇談会とは別

に、社会人院生へのヒアリングを実施した。 
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２０１１年度末における状況 

 社会人ヒアリングの結果から、空き教室を活用して、自習室の追加的確保を行った。 

 

＜根拠資料＞ 

5-1-4 立命館大学外国人留学生ハンドブック 

7-1-3（2）2010年度経営管理研究科執行部会議議事録 

（2010.10.7第 11回ならびに 2010.12.16第 16回） 

10-22-1 2012年 4月入学大学院入試方針の策定（2012.4月入学入試の変更点等） 

 

（支援・指導体制の改善） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ

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。 
 ○

 

２０１０年度までの状況 

 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。経営管理研究科の院生も院生連合協議会

に属しており、その代表が研究科院生全体の要望・改善事項を集約して、研究科との間で

定例的に懇談会をもち、意見交換を行っている。 

 研究科では、ここでの懇談内容をもとに改善措置を講じている。授業やカリキュラムに

関わる課題は執行部会議や教授会での議論に付され、改善の道筋が検討されるが、学生生

活に関する支援や施設整備等の要求に関しては業務会議に付され、その都度、速やかに改

善が実施される。 

 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う仕組みが出来て

いる。 
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２０１１年度の活動 

 前年度末までの状況を補完するために、社会人院生に対するヒアリングを行った。 

 

２０１１年度末での状況 

 社会人院生ヒアリングの内容を改善に結びつけるための仕組みの準備が必要であること

と、院生協議会との接続も検討する必要がある。 

 

＜根拠資料＞ 

5-1-1 学生サポートルーム案内リーフレット 

5-2-2 立命館大学ハラスメント相談のてびき 

5-2-5 立命館大学ハラスメント防止のためのガイドライン 

5-2-6 2010年度前期ハラスメント相談員ガイダンス資料 

5-3-1 立命館大学専門職大学院経営管理研究科奨励奨学金規程 

5-3-2 立命館大学大学院経営管理研究科育英奨学金規程 

5-3-3 立命館大学大学院経営管理研究科社会人特別奨励奨学金規程 

5-4-3 キャリアオフィスウェブサイト 

8-3-3-1 2009.2.26経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

8-3-3-2 2011.3.14経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

8-3-3-3 2006.11.17経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

 

 

【点検・評価】 

「長所」 

関連する

｢評価の

視点｣ 

（１）5-1 学生生活に関する支援・指導 

（２）5-4 奨学金 

（３）5-5 キャリア開発、5-6 進路 

（４）5-9 支援・指導体制の改善 

 

（１）経営管理研究科においては、執行部会議（2週間単位）で教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。全学のキャリアセンター、学生センター、保健センター、学生サポートル

ーム、ハラスメント防止委員会、国際センター、エクステンションセンターなどの



 180

学内組織とも密接に連携し、進路、奨学金、心身の健康、資格取得大作、キャリア・

進路決定、留学など、多方面にわたる問題の解決を組織的に行っている。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。とくに経営管理研究科では独自の奨学金制度を設け、学卒者・社会

人の実態に即した経済支援を強化している。 

（３）経営管理研究科では、学生のキャリア形成に資する実践的教育を施しているだけで

なく、多彩な実務家教員による多方面のキャリア経験が日常的に伝えられている。ま

た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

する助言・指導体制が整備されている。キャンパスを問わず全学のキャリアセンター

のサービスを等しく受ける体制が整っている。その上、インターンシップなど研究科

固有の取り組みも強化している。 

（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、 

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＞ 

8-3-3-1 2009.2.26経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

8-3-3-2 2011.3.14経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

8-3-3-3 2006.11.17経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

5-2-2 立命館大学ハラスメント相談の手引き 

5-1-1 学生サポートルーム案内リーフレット 

5-4-3 キャリアオフィスウェブサイト 

5-3-1 立命館大学専門職大学院経営管理研究科奨励奨学金規程 

5-3-2 立命館大学大学院経営管理研究科育英奨学金規程 

5-3-3 立命館大学大学院経営管理研究科社会人奨励奨学金規程 

10-23-2 2010年度奨学金候補者名簿 

10-23-3 2011年度奨学金候補者名簿 
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「問題点」 

関連する

｢評価の

視点｣ 

特になし 

 

 社会人に対する配慮の課題として、長期休暇期間中の施設利用、修了生の施設利用など

がある。 
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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･朱雀キャンパスと大阪キャンパスにて教学を展開してい

る。本拠である朱雀キャンパスには、本研究科所属の大学院生向けの専用施設として、院

生共同研究室とパソコンルームを有しているほか、自習スペースとして 1 人 1 机を整備し

ている。また他研究科との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。教員向けの施設として、個人研究室･共同研究室･会議室等を有している。

また、社会人を対象としたプログラムの実施拠点である｢アカデメイア＠大阪(2011 年 1 月

に｢大阪キャンパス｣に移転)｣においても、各種教室設備のほか、図書室･ラウンジを設置し

ている。 

 サポート体制としては、朱雀･大阪のそれぞれのキャンパスにおいて、事務室を設置し、

教員及び院生の教育研究活動を支援している。 

 

 

（人的支援体制の整備） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

2010 年度までの状況 

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、そこに担当職員を配

置している。プロフェッショナルスクール事務室職員は、教学に関連する業務のほか、学

籍や奨学金、入試業務を担当し、教育研究に関する補助支援体制として、機能している。 

具体的には、経営管理研究科担当職員として、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 名を朱雀キャンパスに配置している。このほか大阪キャ

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、主に教学関連の
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業務を担当している。大阪キャンパスには、専任職員は常駐していないが、必要に応じて

朱雀キャンパスから派遣され、管理運営や教育研究の補助を適切に行なっている。 

 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キャ

ンパスに常駐させ、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、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は、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、適切に整

備されている。 

 

2011 年度の活動 

 朱雀キャンパスにおける職員体制を、専任職員 3 名、契約職員 2 名、派遣職員 2 名に増

員した。 

 

2011 年度末における状況 

 年度末に大阪キャンパスの契約職員 1 名が退職したが、適切に補充を行ない、業務の引

継ぎを行なった。 

 

＜根拠資料＞ 

6-4-1 プロフェッショナルスクール事務室要員一覧 2010.12.3 

6-4-2 学校法人立命館館則 

7-1-5 プロフェッショナルスクール事務室業務分担 2010.4.16 

 

 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
  ○ 

 

2010 年度までの状況 

 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。但し、本研究科は修士課程のみの専門職学位課
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程の大学院であることから、ティーチングアシスタントの役割を果たすべき博士後期課程

の院生は在籍していない。したがって、本研究科は独自のティーチングアシスタント制度

は有していない。また、本研究科の授業は少人数(殆どの科目の履修人数は 20 人以内)で行

なわれているため、現在までに他研究科博士後期課程院生が担当するＴＡが活用された事

例はない。 

 本研究科では、教育効果を上げるための制度として、「アカデミック・アドバイザー」を

採用し、教員が担当する学生に対して個別に学修指導を行っている。アカデミック･アドバ

イザーの担当は、学生の所属プログラムや研究テーマを踏まえて入学前に決定され、基本

的に当該学生の修了まで同一教員が担当する。アカデミック･アドバイザーは、学生個々の

多様な経験(学習歴･職務経験)などを踏まえて、適切な学習を促すため履修指導を行なう。

入学 1 年目の 7 月に研究指導担当教員が決定して以降は、両者が協力を行ないながら総合

的な指導を行なう。 

 

2011 年度の活動 

 2011 年度より、成績不振者に対する面談を、アカデミック･アドバイザーの業務として正

式に決定した。前期･後期の成績発表直後に、該当学生と、担当のアカデミック･アドバイ

ザーが面談を行ない、新しい履修計画の策定を行なうこととした。アカデミック･アドバイ

ザーは、面談結果を執行部会議及び教授会に報告する。これにより、アカデミック･アドバ

イザーが個別に収集していた情報を研究科全体で共有する仕組みが設けられたこととなり、

個別学生への指導を、一層きめ細かいものとすることが可能である。 

 

2011 年度末における状況 

 2011 年度後期の成績不振者･単位僅少者面談の結果については、成績発表後の時期(3 月

下旬～4月上旬)に実施された。面談結果の報告は、2012 年度 4月期に実施･報告される。 

 

＜根拠資料＞ 

1-1-3 2010年度履修要項 

（P.19 9．履修登録とアカデミック・アドバイザー制度について） 

10-15-4 2011年履修要項 

（P.18 8．履修登録とアカデミック・アドバイザー制度について） 

6-4-4 立命館大学および立命館大学大学院の教育補佐（TA）に関する規程 

2-8-1 2010年度 10月期成績不振者・単位僅少者面談報告（2010.11.18経営管理研究科執

行部会議） 
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10-2-1 2011 年 4 月単位僅少者・成績不良者面談報告（2011.4.21 経営管理研究科執行部

会議） 

 

（教育形態に即した施設・設備） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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） 

◎  

 

2010 年度までの状況 

（1）朱雀キャンパス 

 経営管理研究科の本拠である朱雀キャンパスでは、講義室として 5室(72 名収容規模が 1

室、70 名収容規模が 1室、48 名収容規模が 3室)、演習室として 8室(20 名収容規模が 5室、

6名収容規模が 3室)が整備されている。講義室･演習室共に公務研究科と共用であるが、専

門職大学院において実施されている多様な講義形態に対応可能なものとして整備されてい

る。 

さらにこれ以外の共用施設として、情報処理演習室(収容規模 45 名)、450 名収容の大講

義室（ホール）、図書館として、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。尚、図書の利用に関しては、他キャンパスに設置されている｢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･資料の取り寄せ利用が可能

となっている。利用は、取り寄せ申請の翌日以降である。 

 

（2）アカデメイア＠大阪、大阪キャンパス 

 本研究科では、社会人向けプログラムを展開するサテライトキャンパスとして｢アカデメ

イア＠大阪｣が設けられている。アカデメイア＠大阪では、講義室 7 室(90 名収容が 1 室、

48 名収容が 1室、46 名収容が 1室、30 名収容が 2室、28 名収容が 1室、25 名収容が 1室)

整備されている。演習室としては 14 名収容規模のものが 3 室ある。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。 

 尚、アカデメイア＠大阪は、2011 年 1 月、大阪駅近くの｢大阪キャンパス｣に移転した。

このサテライトキャンパスである大阪キャンパスでは、講義室 7 室が整備されている。演
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習室としては 38・39 名収容規模のものが 2室ある。そのほか 8・20 名収容の情報処理室が

2室、設置されている。図書室の物理的なスペースとしては、必ずしも充分とはいえないが、

講義で用いられる教科書･参考書、ビジネス関連の雑誌等を配置している。また立命館大学

が所蔵する図書の取り寄せサービスについては、朱雀キャンパスと同様の利用が可能とな

っている。 

 

2011 年度の活動 

特に変更無し。 

 

2011 年度末における状況 

 大阪キャンパスについては、休日の開館時間の延長に関して、大学の担当部局と折衝を

行なっている。 

 

＜根拠資料＞ 

6-3-1 朱雀キャンパス 1～3、5階図面 

6-3-2 アカデメイア＠大阪、2･3･6･7階図面 

6-4-8 大阪キャンパス 5階間取り図 

 

 

（学生用スペース） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

2010 年度までの状況 

 朱雀キャンパスでは、経営管理研究科院生専用のキャレル 111 席を備えた自習室を備え

ている。このキャレルは、主として朱雀キャンパスにて開講しているアカウンティング・

プログラムの学生を前提としているが、利用状況に空きがある場合は、国際経営プログラ

ム学生や、大阪キャンパスで展開されている社会人向けプログラムの学生も申請･利用が可

能となっている。利用時間は、基本的に 7時～22 時 30 分であるが、時間外利用届けの提出
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により 24 時 30 分までの延長利用が可能である。これらのスペース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が整備されている。また、朱雀リサーチ

ライブラリー(図書館)内の自習スペースも、309 席が確保されている。その他の自習･交流

スペースとしては、キャンパス内のラウンジと、院生向けの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、未使用の講義室･演習室の使用

も許可している。 

 主として社会人向けプログラムを展開しているアカデメイア＠大阪や大阪キャンパスに

おいては、朱雀キャンパスに設けられているようなキャレル等の設備は設置されていない。

図書室とラウンジが、自習･交流スペースとして活用されている。 

 

2011 年度の活動 

 大阪キャンパスにおける自習スペースの拡充のため、未使用の講義室･演習室の利用を、

朱雀キャンパスと同程度に制度化した。 

 

2011 年度末における状況 

多様な社会人院生の自習ニーズに対応するための、更なる自習スペースの拡充･キャンパ

スの開館時間の延長については、大学の担当部局と折衝を 2012 年度も継続することとなっ

た。 

 

 

＜根拠資料＞ 

6-3-1 朱雀キャンパス 1～3、5階図面 

6-3-2 アカデメイア＠大阪、2･3･6･7階図面 

6-4-8 大阪キャンパス図面 

10-16-8 朱雀キャンパス 教室使用届 

10-16-9 朱雀キャンパス 自主室のキャレル使用者募集について 

10-9-7 大阪キャンパス 学内利用者施設利用申込書 

10-22-2 図書館基礎データ（2010年度）朱雀リサーチライブラリー座席数 

10-22-3 図書館基礎データ（2011年度）朱雀リサーチライブラリー座席数 
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（研究室等の整備） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

2010 年度までの状況 

本研究科の専任教員の個人研究室(1 室 24 ㎡)は、6名が朱雀キャンパスに、2名がびわこ

くさつキャンパスに設けられている。特別契約による専任教員(11 名)については、2 名 1

室を基準として、朱雀キャンパス内に研究室を設置している。特別契約教員に関しては、

出講の調整などを行ない、実質的に 1名での利用となるよう配慮している。 

朱雀キャンパスに個人研究室を有さない専任教員や、客員教員に対しては、教員共同研

究室を設け、教育研究に利用している。また、非常勤講師に対しては、プロフェッショナ

ルスクール事務室に非常勤講師控え室を設置している。教員共同研究室や非常勤講師控え

室の設備として、パソコン、コピー機、印刷機などを設置し、研究や授業準備に支障のな

いよう環境を整備している。 

 

2011 年度の活動 

 特に無し。 

 

2011 年度末における状況 

 2011 今年度末で立命館大学経営学部との教員の兼任状況を解消したことにともない、本

研究科の専任教員の個人研究室を、朱雀キャンパス内に集約した。朱雀キャンパスに個人

研究室を持たない客員教員や非常勤講師のためには、教員共同研究室と非常勤講師の控え

室等を引き続き措置している。 

 

＜根拠資料＞ 

6-4-5 朱雀キャンパス平面図（5階平面図） 
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（情報関連設備および人的体制） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

2010 年度までの状況 

 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 

設置されている 5 室全ての講義室で、マイク、プロジェクター、スクリーン、ＰＣ、Ｃ

Ｄ／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

いる。そのほか 8 室の演習室のうち、20 名収容規模の 5 室については、スクリーンが設置

され、ＰＣやプロジェクターを持ち込み映写することが可能である。なおＰＣ、プロジェ

クターについては、教員･学生の個人所有の端末に対応するほか、プロフェッショナルスク

ール事務室にて貸し出しも行なっている。 

情報演習室には、教室定員数(45 名)に応じたＰＣを 1 台ずつと、教卓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台ずつ配置している。 

その他、本研究科院生の共用ＰＣルームである｢朱雀マルチメディアルーム｣では、ＰＣ

20 台およびプリンター2台の利用が可能である。また、｢朱雀リサーチライブラリー｣にも、

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。これらの端末からは、学内サー

バーにアクセスしてソフトウェアやサービスなどが使用可能となっている。 

加えて朱雀キャンパスでは、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

利用が可能な無線 LAN 環境が整備されている。 

 

（2）アカデメイア＠大阪、大阪キャンパス 

サテライトキャンパスである｢アカデメイア＠大阪｣においては、全ての講義室に、マイ

ク、モニター(またはプロジェクター)と、ＰＣ、ＤＶＤ／ＶＨＳビデオ再生装置、ＴＶ、

ＯＨＣ（教材提示装置）等の設備が設置されている。 
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2010 年度 1月に移転した｢大阪キャンパス｣でも、全ての講義室にマイク、モニター(また

はプロジェクター)と、ＰＣ、ＤＶＤ／ＶＨＳビデオ再生装置、ＴＶ、ＯＨＣ（教材提示装

置）等の設備が設置されている。また情報処理室 1・2 に合計 28 台のＰＣが設置され、教

育研究に活用されている。 

 

（3）人的な支援体制 

立命館大学では、大学全体の情報環境（RAINBOW＝立命館統合情報システム）のもと

で様々な支援サービスが提供されている。全学的な支援体制として｢情報化推進機構｣がお

かれている。朱雀･大阪両キャンパスに対する具体的な支援体制として、｢情報システム部

情報基盤課｣があたっている。 

以上のことから、本研究科施設には、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。 

 

2011 年度の活動 

 特に無し。 

 

2011 年度末における状況 

 特に無し。 

 

 

＜根拠資料＞ 

10-9-5 朱雀キャンパス中川会館施設設備仕様一覧 

6-4-8 アカデメイア＠大阪の備品装置 

6-4-12 朱雀リサーチライブラリー入館者統計（2009-2010） 

10-9-6 大阪キャンパス情報設備員数表 

 

 

（施設・設備の維持・充実） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  
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2010 年度までの状況 

 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の対策を講じている。 

 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、年 1 回の管財課ヒアリング

や事業計画に伴う稟議を通じて計画的に整備されている。 

 さらに、本研究科教職員と院生の代表者によって毎年行なわれている｢院生懇談会｣を通

じて、学生からの施設・設備改善要求を集約し、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。 

 

 

2011 年度の活動 

 本研究科の本拠を 2015 年 4月に大阪茨木キャンパスに移転させることが研究科教授会と、

立命館大学理事会において承認･発表された。 

  

2011 年度末における状況 

 キャンパス移転に伴う施設･設備の整備に関する協議を、学内関係部署と検討を開始した。 

 

＜根拠資料＞ 

10-23-4 立命館大学キャンパスに関する将来構想について（2010.9.25教授会） 

10-23-5 キャンパス創造、キャンパス計画の今後の勧め方に関する見解（2011.5.25教授会） 
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（身体に障がいのある者への配慮） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
  ○ 

 

2010 年度までの状況 

 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。 

 アカデメイア＠大阪から移転した大阪キャンパスにおいては、｢改正 大阪福祉のまちづ

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。 

 

2011 年度の活動 

 特に無し。 

 

2011 年度末における状況 

 特に無し。 

 

＜根拠資料＞ 

6-4-11-1 京都府福祉のまちづくり条例の概要 

6-4-11-2 大阪府福祉のまちづくり条例 

http://www.pref.osaka.jp/attach/1787/00041172/jourei.pdf 
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（図書等の整備） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

2010 年度までの状況 

朱雀キャンパス内の｢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）が所蔵している。また約 29000 タイトルの電子ジャーナルが利用可能である。 

大阪キャンパスには図書スペースがあり、学生・教員の図書利用および情報検索利用に

供している。 

 立命館大学では、受け入れた資料の書誌データを立命館図書館サービス(ＲＵＮＮＥＲ

Ｓ)に登録しており、利用者は学内外からインターネットでの検索が可能である。このシス

テムを利用することで、教員および院生は、立命館大学および立命館アジア太平洋大学の

図書館が所蔵する約 280 万冊の資料を利用することができる。衣笠キャンパス・びわこく

さつキャンパスからへの図書の取り寄せに関しては、申請の翌日以降に朱雀･大阪キャンパ

スでの受け取りが可能となっている。 

 また、経営系専門職学位課程の学生および教員にとって、企業情報に関するデータベー

スが重要であるが、日経テレコン 21、eol、社会科学情報検索、Japan knowledge、Mergent 

Online、Lexis-Nexis.Academic、ProQuestが利用可能である。 

 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。 

 

2011 年度の活動 

 特に無し。 

 

2011 年度末における状況 

 特に無し。 
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＜根拠資料＞ 

6-3-1 LIBRARY GUIDE FOR STUDENTS 

6-3-2 2010年度蔵書冊数 

 

 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

2010 年度までの状況 

 図書館の利用規定は、立命館大学学術情報施設利用規則があり、本研究科の学生の学習

および教員の教育研究に配慮したものとなっている。具体的には、朱雀リサーチライブラ

リーの開館は平日・土曜日は 9時～22時、日曜日は 10時～17時、大阪キャンパス図書室

の開館は平日･土曜日は 9時～22時、日曜日は 9時～18時となっている。社会人を含めた

院生の利用に配慮したものとなっている。 

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は、

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。 

なお、立命館大学が所蔵する文献は、｢ＲＵＮＮＥＲＳ｣により登録されている。ＲＵＮ

ＮＥＲＳでは、文献検索のほか貸出予約状況の確認も可能となっている。ＲＵＮＮＥＲＳ

は、インターネットを介して自宅からの利用も可能となっている。またＲＵＮＮＥＲＳに

よる蔵書検索は、ＰＣのほか、携帯電話を通じても可能である。 

以上のことから、図書館の利用規定や開館時間は、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といえる。 

 

2011 年度の活動 

 特に無し。 
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2011 年度末における状況 

 特に無し。 

 

＜根拠資料＞ 

6-3-1 LIBRARY GUIDE FOR STUDENTS 

6-3-2 2010年度蔵書冊数 

 

 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

2010 年度までの状況 

 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。 

 例えば、｢コンソーシアム京都｣に登録する大学(31 大学)との間では、直接閲覧可能な協

定を結んでいる。また、｢私立大学図書館協会｣を通じて、関西圏に加えて北陸地区の大学

図書館との相互に閲覧協定を結んでいる。その他の大学･研究機関の図書館の利用に関して

は、学内のレファレンスカウンターを通じて利用申請を受け付けている。 

 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よう条件の

整備を行なっている。 

 

2011 年度の活動 

 特に無し。 

 

2011 年度末における状況 

 特に無し。 

 

＜根拠資料＞ 

6-4-13 立命館大学図書館協定締結図書館一覧 



 196

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/mr/lib/libraryriyou/info/riyou_ta_etsuran.html 

 

（財政的基礎） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
  ○ 

 

2010 年度までの状況 

 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。 

 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）消費収支差額の決算は収入超過であり、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。 

 

2011 年度の活動 

 特に無し。 

2011 年度末における状況 

 特に無し。 

 

＜根拠資料＞ 

6-4-9-1 2010年度予算配布について 

6-4-9-2 2010年度予算配布について（P.13-21 収支計算書） 
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（教育研究環境の改善） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

  ○ 

 

2010 年度までの状況 

 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。 

 

2011 年度の活動 

 

2011 年度末における状況 

 

＜根拠資料＞ 

6-4-9-2 2010年度予算配布書（P.1-21） 

8-3-3-1 2009.2.26経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

8-3-3-2 2011.3.14経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

8-3-3-3 2006.11.17経営管理研究科懇談会事務折衝報告 
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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、履修計画に資するものである。課題研究を担当

する指導教員に加えて、導入教育から課題研究論文の執筆に至るまでの期間を、アカ

デミック･アドバイザーが支援することで、教育効果を高める機能を果たしている。 

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
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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し

ている。査定時には、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＞ 

6-4-2 学校法人立命館館則 

7-1-5 プロフェッショナルスクール事務室業務分担 2010.4.16 

6-4-9 2010年度予算配布書（P.1-21） 

8-3-3-1 2009.2.26経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

8-3-3-2 2011.3.14経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

8-3-3-3 2006.11.17経営管理研究科懇談会事務折衝報告 

6-4-5 朱雀キャンパス平面図（1～3、5階） 

10-9-5 朱雀キャンパス中川会館施設設備仕様 

6-4-6 アカデメイア＠大阪、2、3、6、7階図面 

6-4-8 アカデメイア＠大阪設備一覧備品装置 

10-9-6 大阪キャンパス情報設備員数表 

 

 

「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、複数のフロア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。 
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（2）2011 年 1 月、アカデメイア＠大阪は、｢大阪キャンパス｣に移転した。これに伴い教育

研究に必要な設備が 1 つのフロアに集約された。但し、講義室･演習室に比べて、院

生の自習スペースは狭隘化したため、教室運営上での工夫により、問題の緩和を図っ

ている。現在は、キャンパス自体のスペース拡充について、検討を行なっている。 

 

＜根拠資料＞ 

6-4-6 アカデメイア＠大阪、2、3、6、7階図面 

6-4-8 アカデメイア＠大阪設備一覧備品装置 

10-23-6 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 

10-9-6 大阪キャンパス情報設備員数表 
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７ 管理運営 

 

 

＜概要＞ 

 本研究科は、学部に基礎を置かない独立研究科として設置されている。そのため、固有

の管理運営体制として、研究科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。また、日常業務における審議、意思決定は研究科執行部会議（研究

科長、副研究科長、その他教員により構成）において行っている。また、事務組織につい

ては、事務長 1 名、専任職員 2 名の他に、朱雀キャンパスには契約職員２名、業務補助職

員１名を配置し、またサテライトキャンパスである大阪キャンパスには、契約職員２名、

業務補助職員２名を配置して、合計では１０名の事務職員を配置して、教員および他部門

との連携により、研究科の管理運営を担っている。 

 本研究科の管理運営業務の諸規程については、学校法人立命館および立命館大学として

必要な規程が定められており、そこに研究科独自の経営管理研究科則や教授会内規などを

加えて運営が行われている。 

 

（学内体制・規程の整備） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。学

生生活に関する支援・指導体制が確立しているか。 

○  

 

２０１０年度までの状況 

 経営管理研究科は、基礎となる学部を置かない独立研究科であり、独自の教授会を置き、

そこで重要事項を審議している。教授会は、経営管理研究科教授会規程に基づき運営され

ている（資料 3-1-2）。教授会は、年間８回開催され（2010 年度実績）、研究科に関わる

重要事項を審議する。 

 本研究科には、総長の任命により研究科長がおかれ、本研究科の教育研究活動を統括し

ている。また、研究科長１名、副研究科長２名、その他の５名の教員、合わせて８名で研

究科執行部を構成し、日常的な研究科の管理運営を行うこととしている（資料 3-1-11、

7-4-3）。 
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 また、教授会の開催可能日程が少ないことから、教授会の審議事項の一部が研究科執行

部会議に付託されている（ただし、後で教授会の追認を必要とする（資料 7-4-3））。 

 

＜根拠資料＞ 

3-1-2 経営管理研究科教授会規程 

3-1-11 経営管理研究科教授会議事録 

7-4-3-2 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 

10-13-2 経営管理研究科則 

 

２０１１年度の活動 

 学則、研究科則などの改訂、整備を行った。 

 

＜根拠資料＞ 

3-1-11 経営管理研究科教授会議事録 

10-23-11 立命館大学大学院学則の変更および立命館大学大学院専門職大学院学則の廃止

に関する件）2011.11.9常任理事会） 

 

 

２０１１年度末における状況 

 学則、研究科則の改訂を、全学的な整合性をふまえて行った。 

 学生生活支援体制では、朱雀キャンパスのエクステンションセンター内に就職相談の

窓口を設けた。 

 

（法令等の順守） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 ○  

 

２０１０年度までの状況 

 研究科で自己点検・評価を行う体制がない、と大学基準協会から勧告された。 

 

＜参考＞学校教育法第九章 大学 から抜粋（2004 年 4 月 1 日施行） 
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第百九条  大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところによ

り、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項において「教育研究等」

という。）の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。  

○２  大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定

める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。）による評価

（以下「認証評価」という。）を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合そ

の他特別の事由がある場合であって、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限

りでない。  

○３  専門職大学院を置く大学にあっては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の

設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況につ

いて、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の

課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由があ

る場合であって、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。  

○４  前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（前二項の認証評価を行う

ために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。）に従って行うものとする。  

 

２０１１年度の活動 

 「副研究科長の１名増員」を常任理事会で決議し、2010 年度の教学担当副研究科長が自

己点検・評価の特命事項を担当する副研究科長として留任する体制をとり、自己点検・評

価作業を通じて、法令や学内規程の遵守の実態について点検を行った。 

 

２０１１年度末における状況 

 特になし。 

 

＜根拠資料＞ 

10-23-7 経営管理研究科における自己評価・外部評価の実施と公表について 

  
（管理運営体制） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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
○  
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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。 

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。関連法令等および学内規程は適

切に遵守されているか。 

○  

7-3 

 

２０１０年度までの状況 

経営管理研究科の重要事項は、教授会、執行部会議で審議され決議されている。 

 

２０１１年度の活動 

 2013 年度カリキュラム改革を行い、教学部会議および教学対策会議がこれを承認してい

る。 

 

＜根拠資料＞ 

10-23-8 2013年度経営管理研究科カリキュラム改革について（2012.2.27教学対策会議） 

 

２０１１年度末における状況 

 2015 年度の大阪茨木新キャンパスへの移転を常任理事会が承認した。 

 

＜根拠資料＞ 

10-23-10 経営管理研究科およびテクノロジーマネジメント研究科の大阪茨木キャンパス

展開について（2012.1.25常任理事会） 

 

7-4 

２０１０年度までの状況 

 研究科長人事は学長による任命である。 

 

２０１１年度の活動 

 現研究科長の任期満了に伴い、常任理事会で、学長任命事項として次期研究科長が確認

され、教学の最終議決機関である大学協議会でもこれを確認している。 
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２０１１年度末における状況 

 教授会（2012 年 3 月 4日）で、学長任命の研究科長人事が報告されている。 

  

（関連組織等との連携） 

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。 

○  

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。 

 ○ 

7-5 

２０１０年度までの状況 

 経営管理研究科は学内の他の学部・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の教員・学生の交流が多く、企業分析コンテス

トの実施や論文集の共同掲載（本研究科院生は課題研究論文として掲載）など、さまざ

まなテーマで連携している。 

 

２０１１年度の活動 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 特になし。 

 

＜根拠資料＞ 

10-23-12 立命館経営学院生論集（表紙） 

 

7-6 

２０１０年度までの状況 

 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、業務上のチェック機能を果たしている。経営管理研究科に関しても、教育研

究活動において、企業、地方自治体、その他の外部機関等との連携、協力を進めるため
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の協定、契約等の決定や承認を受ける場合には、必ず法務コンプライアンス室のチェッ

クを受けることになっている。 

 資金の授受、管理は、財務経理課を通じて行うシステムが確立しており問題はない。 

 

２０１１年度の活動 

 2012 年度開講予定の企業との協定科目２科目（博報堂コンサルティング協定講座-ケース

で学ぶブランドマネジメント-、りそな総合研究所協定講座-新時代の金融システムと人材

創造-）おいて、その協定内容は法務コンプライアンス室の定めた内容で協定を締結してい

る。 

 

２０１１年度末における状況 

 2012 年度の開講予定に、企業との協定科目を 2科目設定している。 

 

（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。 
○  

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。 
○  

7-7 

２０１０年度までの状況 

 本研究科の管理運営に関する規程の点検・評価については、これまで法務コンプライ

アンス室が行うこととなっており、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。 

 

２０１１年度の活動 

 2011 年度末までに、外部評価のためのアドバイザリー・ボードを確立し、そこからも点

検・評価を受ける体制を整えた。 

 

２０１１年度末における状況 

 アドバイザリー・ボードの委員委嘱を終えて、2012 年度から発足できることとなった。 
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＜根拠資料＞ 

10-23-9 立命館大学大学院経営管理研究科アドバイザリー・ボード規程 

 

7-8 

２０１０年度までの状況 

 本研究科における管理運営の取り組みについては、日常的には、経営管理研究科執行

部会議および経営管理研究科三役会議で協議し、必要な改善措置をとってきている。 

 

２０１１年度の活動 

 経営管理研究科自己評価委員会が経営管理研究科三役会議の中で行われていた状態を改

善し、経営管理研究科自己評価委員会を開催する体制をとった。 

 

２０１１年度末における状況 

 経営管理研究科自己評価委員会での改善検討事項は、必ず経営管理研究科執行部会議に

報告することを常態化した。 

 

 

（事務組織の設置） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

２０１０年度までの状況 

本研究科の事務組織については、本学法務研究科（法科大学院）および公務研究科とと

もにプロフェッショナルスクール事務室を朱雀キャンパスに設け、そこに経営管理研究科

担当職員として、事務長 1 名、専任職員 2 名、契約職員２名、業務補助職員１名を配置し

ている。またサテライトキャンパスである大阪キャンパスには、契約職員２名、業務補助

職員２名を配置して、合計では１０名の事務職員を設置して、教員および他部門との連携

により、研究科の管理運営を担っている。 

 



 208

２０１１年度の活動 

 2010 年度までに頻繁な事務長の交代がみられたが、2011 年度は事務長が継続している。 

 

２０１１年度末における状況 

 事務職員の定数は変更なし。また事務長は、2010 年度の着任以来３年目を迎えることに

なった。 

 

（事務組織の運営） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  

 

２０１０年度までの状況 

 事務組織は、立命館大学教学部に属していることから教学部担当者会議や事務長・教

学部課長会議等で、教学部内での連携を図り、また、サテライトキャンパスである大阪

キャンパスを運営する社会連携部とも連携している。 

 その他の部門との連携については、毎週開催される部次長会議を通じて調整を行う他

に、担当者レベルでも研究部や管理部門等との連携をはかりながら運営している。 

 

２０１１年度の活動 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 特になし。 

 
（事務組織の改善） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 
○  
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２０１０年度までの状況 

 事務職員としての資質向上のために、人事課による研修制度が経験年数や職種、職階

等に応じて実施されている他に、教学部が行うさまざまな研修に、担当職員の適正や年

齢などを考慮して参加を判断している。 

 具体的には、教学部研修などである。 

２０１１年度の活動 

 年１回の自己申告の際に自己研修のニーズを事務長が把握し、学外での研修も含む現実

の研修内容にむすびつけることにしている。 

 

２０１１年度末における状況 

 特になし。 

 

 

＜根拠資料＞ 

7-4-5 事務職員研修制度について 
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８ 点検・評価 

 

 

＜概要＞ 

 2010年3月に公開された大学基準協会による認証評価結果で、自己点検・評価については

勧告が付された。 

 勧告内容の中心は「今回の認証評価の申請にあたって、貴専攻が本協会に提出した自己

点検・評価報告書においては、記述の齟齬・誤記が全体にわたって散見され、学外の第三

者が読了して、貴専攻の全体像を把握するには、きわめて不十分な内容であった。これは

換言すれば、貴専攻自身が適切に自己の現状を把握できていないということであり、自己

点検・評価の組織体制が整備されていない、または、仮に整備されているとの判断をして

も、適切に点検・評価が実施されていないとの評価を免れない。そして、このような状況

に鑑みれば、自己点検・評価の結果に基づいた教育研究活動の改善・向上についても、そ

れが適切になされているということはできない」というものであった。 

 これに対して、2011年度に本研究科では勧告と同時に指摘されている問題点について改

善の取り組みを進める一方で、本研究科における自己点検･評価体制を見直し、2011年度中

の取り組みも対象とした総点検を実施した。 

 体制では、副研究科長を１名増員し、自己点検・評価を特命事項として担当する体制を

とった。 

 

（自己点検・評価） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

◎  

8-2 自己点検・評価の結果を広く公表しているか。 ◎   

8-1 

２０１０年度までの状況 

 経営管理研究科自己評価委員会規程にもとづいて、経営管理研究科自己評価委員会を

設置した。その委員会において、大学基準協会の認証評価に関する意見書作成や実地調

査対応などを行った。 
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２０１１年度の活動 

 経営管理研究科自己評価委員会規程にもとづいて、経営管理研究科自己評価委員会を

設置した。その委員会において、2011 年 3 月に公開された大学基準協会の認証評価結

果をふまえて、自己点検・評価の特別体制をとるとともに、教員自己評価の実施、組織

改革、外部委員会の設置とそれによる評価結果の公開、などを全学で確認した。 

 また、認証評価結果の個別の改善に取り組んだ。 

 

２０１１年度末における状況 

 認証評価結果の勧告事項である自己点検・評価の体制がないことについては、特命事項

としての担当副研究科長体制をとって対応しつつ、個別の問題点指摘事項の改善を積み重

ねた。 

 

＜根拠資料＞ 

10-23-7 経営管理研究科における自己評価・外部評価の実施と公表について 

 

8-2 

２０１０年度までの状況 

 2009年度の受審した会計大学院評価機構の認証評価結果をホームページに公開した。

また、2009年度末に大学基準協会へ提出した自己点検・評価報告書を、大学基準協会の

認証評価結果とともに2010年度末ホームページに公開した。 

 

２０１１年度の活動 

 特になし。 

 

２０１１年度末における状況 

 ホームページへの公開内容は 2010 年度末と同じ。 

 

＜根拠資料＞ 

10-16-7 経営管理研究科認証評価 ウェブサイト 
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（改善・向上のための仕組みの整備） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

 

２０１０年度までの状況 

 仕組みとしての制度化ははかれていない。 

 

 

２０１１年度の活動 

2010 年度末の大学基準協会認証評価結果では、評価結果の重みに鑑みて、個別の内容を

常任理事会に上程し全学の確認の元で改革を進行している。 

 

２０１１年度末における状況 

  経営管理研究科自己評価委員会の検討内容を、経営管理研究科の執行部会議に報告し、

執行部会議での審議をふまえて、教授会で決議が必要な案件は教授会に上程することとし

た。 

 いずれの内容を教授会決議事項とするかは、研究科長が執行部会議の議を経て判断して

いるが明文化には至っていない。 

 

＜根拠資料＞ 

10-23-7 経営管理研究科における自己評価・外部評価の実施と公表について 

 
（評価結果に基づく改善・向上） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

  ○ 
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２０１０年度までの状況 

 この時点で、第三者評価は会計大学院評価機構を受審したのみで、その結果を教育研究

活動の改善・向上には結びつけてはいない。 

 

２０１１年度の活動 

 大学基準協会の認証評価結果が公開になり、その内容は個別に改善方策を立て推進して

きている。 

 

２０１１年度末における状況 

 大学基準協会による認証評価結果について、問題点指摘事項は 43 項目中 13 項目で改善

をはかった。 

 

＜根拠資料＞ 

10-16-6 大学基準協会による指摘事項に対する改善状況について【工程表】 
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９ 情報公開・説明責任 

 

 

＜概要＞ 

 これまで立命館大学全体では、個人情報に関する法令遵守は適切であったが、組織内で

の判断や重要事項について関連部所管の調整等で対応するなど、明文化された規程による

ルール化は遅れていた。2010年4月1日、学校法人立命館情報公開規程を制定し、全学的に

この規程に沿って情報公開を実施することが定められた。 

 

（情報公開・説明責任） 

レベル 
項目 評価の視点 

Ⅰ Ⅱ 

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。 

○  

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。 
○   

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。 

  ○ 

9-1 

２０１０年度までの状況 

 本研究科の組織運営と諸活動については、ホームページやパンフレットを利用して広

報している。パンフレットの内容更新は、毎年行っている。 

 

２０１１年度の活動 

 情報をより明確に伝えるために、2011 年 12 月にホームページの全面リニューアルを行っ

た。 

  

２０１１年度末における状況 

 全面リニューアルしたホームページのコンテンツ充実にむけた取り組みが進んでいる。 

 



 215

＜根拠資料＞ 

9-1-1 学校法人立命館情報公開規程 

1-2-1 2011年度入試広報パンフレット 

 

9-2 

２０１０年度までの状況 

 全学的な情報の公開については、学校法人立命館情報公開規程で定めた内容に沿って

広報課を中心に行っている。本研究科個別の情報であっても、学校法人立命館情報公開

規程で定められた内容については、情報開示の求めがあっても規程に沿って対応してい

る。 

 

２０１１年度の活動 

 学生の個人情報に関する問い合わせが数件発生したが、学校法人立命館情報公開規程に

沿って対応した。 

 

２０１１年度末における状況 

 学外からの問い合わせ等は、学校法人立命館情報公開規程に沿った対応を継続してい

る。 

 

＜根拠資料＞ 

 特になし。 

 

9-3 

２０１０年度までの状況 

 公開している情報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

るための、明文化された仕組みはない。 

 

２０１１年度の活動 

 公開している情報を、より見やすくするためのホームページの全面リニューアルを行な

った。これは、必要な情報がどこにあるのかわからないなどの学内外の意見を受けて改良

したものである。 
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２０１１年度末における状況 

 ホームページの改良を経て、なお、情報の公開が不十分、あるいは社会的説明責任を果

たしていない、との意見があれば真摯に対応していくこととした。 

 

＜根拠資料＞ 

 特になし。 


