
Ⅲ 研究科に関する事項 

 

１．法学研究科 

 

１
 
 研究科の目的・教育目標 

Ａ群 大学院研究科の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性   
Ａ群 大学院研究科の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 
Ｂ群 大学院研究科の理念・目的とそれに伴う人材養成等の目的の達成状況   

 

【目  的】 

大学院法学研究科は、国際社会及び地域社会において、当面する法的・政治的諸問題に対処する

ため、法律学・政治学との連携を図りながら、事象の歴史と理論を深く研究することによって、そ

こで得た知識を健全な社会の発展に役立てることのできる研究者及び高度の専門性を備えた職業人

を養成することを目的とする。 

 

【教育目標】 

１．法学や政治学に関する高度な専門的素養を培い、将来、大学や研究所などで研究、教育に従

事する能力を備える。  

２．現実の社会において有用な高度の理論と実務能力を備えることによって行政や民間企業の法

務セクション・スタッフとして活躍しうる能力を身につける。 

３．納税者の人権擁護及び税制、税務行政の民主化に寄与しうる税法務分野の担い手としての資

質を培う。 

４．投資家の投資行動に適合するポートフォリオを提案しうる創造的能力を涵養する。  

５．高度な教育資格を取得し、“心身ともに健康な国民の育成”という使命を担いうる能力を開発

する。  

 

 

２ 教育研究指導の内容等 

 

（１） 教育課程 
 
Ａ群 

大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 65 条、大学院設置基準第３条第１項、同第４条
第１項との関連 

Ｂ群 
「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養
う」という修士課程の目的への適合性 

Ｂ群  
「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研
究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への適合性 

Ａ群 学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程における教育内容の適切性及び両者の関係 
Ａ群 修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性及び両者の関係 
Ａ群 博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 
Ａ群 課程制博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性 
Ｃ群 創造的な教育プロジェクトの推進状況 

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

法学研究科の教育課程は、大学院学則にある「学部における一般的並びに専門的教養の基礎のう

えに、高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授、研究し、もって文化の進展と人類の福祉に

寄与することを目的とする」ことに適合している。 

履修に際しては、公法科目、民事法科目、政治・国際科目から、各2単位・計6 単位を履修する

ことを義務づけており、高度の専門性を涵養する一方で、広い視野の教養の修得が可能になるよう

な教育課程となっている。学生の履修登録に際しては、事前に指導教授の承認を得ることにして、

学生の履修登録に問題が生じないよう工夫している。 
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法科大学院設置以降は、既存の法学研究科への進学者数が長期的には減少することが予期される

ため、法学研究科における高度の専門能力の養成という本来の目的を維持しながらも、法学研究科

の教育課程を再編成することが必要となる。そこで、法学専攻の 1 専攻のもとに企業法務コース、

若しくはグループなどを複数設ける方向で検討を進めている。 

法学研究科の専任教員は、税法担当の専任教員が2006年度に採用され充実される一方で、刑法・

行政法など公法分野の専任教員を欠き非常勤に依存する結果、関連特講科目を安定的に開講できて

いない点で、今後充実すべく努力する点も少なくはない。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（１）教育課程等 

  全研究科 

教育目標は『大学院便覧』に具体的に展開されている。改正された大学院設置基準の施行に伴い、それを

受けて、2007（平成19）年度には、各研究科の教育目的等が大学院学則に新たに定められている。 

法学研究科 

   「高度な法的処理能力・解決能力をもつ人材」「地域社会に貢献する人材」の育成を教育目標としている。

特に、税法科目の充実、地域社会マネジメント研究科科目の受講など教育内容が整備されていることは、高

度専門職業人の育成を図っており、教育目標はおおむね達成されていると言える。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

法科大学院設置以降、既存の法学研究科への進学者数が長期的には減少することが予想される。

法学研究科における高度の専門能力の養成という本来の目的を維持しながら、また、併せて学部教

育を踏まえながら、法学研究科の教育課程の再編成を行い、法学専攻の一専攻のもとに企業法務コ

ース等、複数のコース設定が可能か否か、他の大学院等の事例を調査する。 

国家資格、その他資格取得のためのプログラム・支援措置とその改善については、以下のとおり

である。税理士志望者のうち、特に法学未修者を対象とする、法学的素養を涵養するための特別な

講座・カリキュラム等設置できるよう努力する。ＣＦＰ認定教育プログラムの指定を維持するため

に、所定科目を安定的に開講する。 

 

（２） 単位互換・単位認定等 
 
Ｂ群 国内外の大学等と単位互換を行っている大学院研究科にあっては、実施している単位互換方法の適切性 

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

法学研究科では、近年税理士を志望する学生が増えており、地域社会マネジメント研究科の財務

会計論など履修する学生が増えている。今後も地域社会マネジメント研究科との連携を深める一方

で、法学研究科の専門性を高めて行く。 

 

（３） 社会人学生・外国人留学生への教育上の配慮 
 
Ａ群 社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

近年、税理士を目指す社会人入学者が増加してきている。それに向けた教育・研究指導体制の再

整備が必要である。サテライト開講、土曜開講、長期履修制度の実績は学生の希望も少なく実施状

況もかんばしくない。今後社会人学生が増えることが見込まれるため、土曜・日曜開講や夜間開講

を進めるための条件整備などが望まれる。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 
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近年、税理士を目指す社会人入学者が増加してきているため、土・日開講、夜間開講、サテライ

ト開講等、教育・研究指導体制の再整備を検討する。 

 

（４） 生涯学習への対応 
 
Ｃ群 社会人再教育を含む生涯学習の推進に対応させた教育研究の実施状況 

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

公開講座は、税法志望の学生が増加する中で、税法以外の科目をＰＲすることを目的としてきた

が 2003 年度以降は予算がつかず実施には至らなかった。公開講座など地域社会に向け専門的な学

習機会を提供する点では、今後の取り組みが必要である。 

税法分野の専任教授が中心となり学外の税理士などを対象に専門性の向上を期する勉強会的な

活動が継続されてきており、今後の継続的な発展が期待される。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 院生の教育・研究の向上に資する特別講義のうちいくつかを開放し、地域社会に専門的な学習

機会を提供するための検討を行う。 

② 税法分野の専任教授が中心となり学外の税理士などを対象に専門性の向上を期する勉強会的

な活動が継続されてきており、今後も継続的に行う。 

 

（５） 研究指導等 
 
Ａ群 教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性 
Ａ群 学生に対する履修指導の適切性 
Ｂ群 指導教員による個別的な研究指導の充実度 
Ｃ群 複数指導制を採っている場合における、教育研究指導責任の明確化 
Ｃ群 教員間、学生間及びその双方の間の学問的刺激を誘発させるための措置の適切性 
Ｃ群 研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策 
Ｃ群 才能豊かな人材を発掘し、その才能に適った研究機関等に送り込むことなどを可能ならしめるような研究指導体制の整備状況
 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

演習科目における研究指導では少人数指導がなされているだけではなく、特講科目においても少

人数の対話型の授業がなされており、高度の研究指導が適切になされていると評価される。 

少人数の研究指導とともに、修士論文の中間発表・ 終発表などで学生が相互に刺激し合う工夫

もなされている。 

また、修士の学位を授与された者の中から国税庁の認定によって税理士試験科目の免除を受け税

理士登録を済ませた者が出てきており、専門的な研究指導面で実績を挙げてきている。 

 

 

３ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 
 
Ｂ群 教育・研究指導の効果を測定するための方法の適切性 
Ｃ群 修士課程、博士課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況 
Ｃ群  大学教員、研究機関の研究員などへの就任状況と高度専門職への就職状況 
 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

論文指導における指導体制の明確化、修士論文等中間報告会を通じての教員間の相互チェック体

制や4段階評価での成績評価を通じて、客観的な教育効果の測定に努めている。学部立ち上がりの

大学院の利点を生かし、修士論文等中間報告会以外にも、研究科委員会等の機会を通じて教員間の

意見交換は極めて活発で、とりわけ同一ないし隣接法分野を担当する教員間では、年間を通じて教

育効果を測定し問題意識の共有をはかっている。今後は、これらの取り組みに加えて、教員間でよ

り客観的な評価が可能となるような仕組みを検討してゆく。 
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【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 昨年度、修士論文の評価基準を策定し、今年度から大学院便覧に掲載・院生に周知を行った。

今年度は、その評価基準に従って評価を行う。 

② 例年行っている夏季合宿のあり方を見直し、修士論文中間報告会との差異化を検討する。 

 

（２） 成績評価法 
 
Ｂ群 学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

大学院の授業は原則として少人数のゼミナール形式で運営されており、具体的な評価方法は授業

科目担当教員による判断に委ねられているが、明確化された修士論文指導体制の下で特に問題は生

じていない。しかし、成績評価法は教育効果を測定する上で重要な問題であり、研究課題とする。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅲ 大学に対する提言    

二 助 言  

１ 教育内容・方法 

  （１）教育方法等 

３）大学院研究科において、成績評価基準がシラバスに明示されておらず、改善が望まれる。 

  
「Ⅲ 大学に対する提言」に対する本学の対応について（2008年 3月 25日） 

３）現在、大学院3研究科では、講義要項（シラバス）について統一的な「作成要領」を整備している。

この中で、各担当教員がシラバスを記載するにあたり、特に「成績評価方法」に関して、成績評価基準、

評価方法、試験の実施方法を具体的に明示するよう徹底を図っているところである。なかでも成績評価

基準については、多様な方法で評価する場合、その評価事項を具体的に記載し、それぞれの「数値基準」

も明示するよう求めている。こうした措置を講ずることで、現在のシラバス上における各科目間の記載

のばらつきを是正し、厳格な成績評価を実現する。 

 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

大学院の講義は原則として少人数のゼミナール形式で運営されており、具体的な評価方法は授業

科目担当教員による判断に委ねられているが、明確化された修士論文指導体制の下で特に問題は生

じていない。しかし、成績評価法は教育効果を測定する上で重要な問題であり、今後の研究課題と

する。 

 

（３） 教育・研究指導の改善 
 
Ａ群 教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み状況 
Ａ群  シラバスの適切性 
Ｂ群 学生による授業評価の導入状況 
Ｃ群 学生満足度調査の導入状況 
Ｃ群 卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 
Ｃ群 高等教育機関、研究所、企業等の雇用主による卒業生評価の導入状況 

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

法学研究科においては、研究科委員会等の機会を通じて教員間の意見交換がひんぱんになされる

とともに、新入生との懇談会等の機会を通じて、大学院生と大学院担当教員との意見交換が組織的

になされてきた。今後は、こうした機会を、より一層充実させてゆくべきであろう。 

シラバスは共通記載様式に則り作成、掲載し、これをweb上で公開している。授業計画等の記載

内容には個人差があるが、これは学部とは異なり、時には受講者 1 名も珍しくはない大学院では、

受講者の人数や法学の既修・未修等の属性によっては、シラバスに示した授業計画を機械的・形式

的に遵守することが困難であったり教育上望ましくなかったりすることが少なくないからである。
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今後は一層、シラバスの記載内容の厳密化・明確化を追求してゆくことが求められている。 

 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（２）教育方法等 

 

全研究科 

地域社会に開かれた大学を実現するために、法学研究科・地域社会マネジメント研究科では、社会人入試

制度が導入され、社会人大学院学生に対する各種制度（長期履修制度およびその学費設定、科目等履修制度）

ならびに開講時間に配慮した科目が設定されているのは、高く評価できる。なお、ＦＤ活動への取り組みは

行われておらず、また学生による授業評価も行われていないので、改善が望まれる。 

また、法学研究科における税法科目の夜間開講時間および地域社会マネジメント研究科におけるサテライ

ト・キャンパスでの講義は、社会人学生に配慮した学びやすい教育環境整備への取り組みと言える。 

法学研究科 

指導教員による少人数教育に配慮した指導体制が設けられ、オフィスアワー、ランチミーティング、修

士論文の中間報告会等の教育指導上の工夫がなされている。大学院学生が少人数なので、個々の教員によ

るきめ細かな指導がなされているとしても、大学院学生との懇談会を除けば組織的な改善に取り組む体制

が十分整備されているとは言えない。 

Ⅲ 大学に対する提言 

一 長所として特記すべき事項 

１ 教育内容・方法 

（１）教育方法等 

１）法学研究科における税法科目の夜間開講時間および地域社会マネジメント研究科におけるサテライ

ト・キャンパスの活用など、社会人学生が学びやすい教育環境整備に力を入れている点は評価できる。

二 助 言  

１ 教育内容・方法 

  （１）教育方法等 

 １）ＦＤ、学生による授業評価と教員へのフィードバックは不可欠のものであり、そのための全学的取り

組みが望まれる。 

  
「Ⅲ 大学に対する提言」に対する本学の対応について（2008年 3月 25日） 

１）現在、学部・大学院の教育課程の見直し等、大学教育全般の改革を推進するため、学内運営機構の改

編と必要な組織の整備を進めている。その柱は、教学担当副学長職の新設および「教育開発支援センタ

ー（仮称）」（2009年度開設予定）の設置である。これまで手薄であった全学的なＦＤ活動は、今後新た

な副学長の責任のもと、「教育開発支援センター」内に設置する「教育開発・評価ＦＤ部門（仮称）」が

中心となって推進していく。現在はその運営体制と具体的な機能について審議中である。 

今後のＦＤの取り組みでは、2007 年度大学設置基準の改訂で明記された教員の研修機会の確保を含

め、ＦＤに関する講習会、フォーラム等を積極的に開催し、それらの内容を報告書として刊行すること、

全授業評価アンケートについては毎年実施して、その分析や評価を学部・教員・学生へフィードバック

することなどは最低限必要であると考えている。また、大学院におけるＦＤも各研究科委員会で調査・

研究し、その在り方について検討を加え、現実的かつ実効性がある方法を開発する。 

なお、指摘された授業評価の教員へのフィードバックについては、さしあたり具体的に以下の措置を

とる。既に2007年度から、情報ポータルで集約した授業評価結果については、教員のコメントを付し

て学生へ公開したが、2008年度からは前年度の授業評価結果をシラバスとリンクし、学生が履修登録を

行う際に講義選択の一つの判断基準となるよう見直していく。また、授業評価アンケートの回収率の向

上と教員のコメントの徹底化を図り、授業評価・結果・教員コメント・シラバス講義選択の循環をFD

のサイクルの中に位置づけ、FDの一つのアプローチとして定着化を目指す。 

 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 法学研究科においては、研究科委員会等の機会を通じて教員間の意見交換がひんぱんになされ
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るとともに、新入生との懇談会等の機会を通じて、院生と担当教員との意見交換が組織的になさ

れてきた。今後は、こうした機会を、より一層充実させてゆく。 

② シラバスは共通記載様式に則り作成、掲載し、これをweb上で公開している。授業計画等の記

載内容には個人差があるが、これは学部とは異なり、時には受講者1名も珍しくない大学院特有

の問題でもある。受講者の人数や法学の既修・未修等の属性によっては、シラバスに示した授業

計画を機械的・形式的に遵守することが困難であったり教育上望ましくなかったりすることも少

なくない。しかしながら、重要問題でもあるので、シラバスの記載内容の厳密化・明確化を改善

するよう、今後共、調査・検討していく。 

 

 

４ 国内外における教育研究交流 
 
Ｂ群 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の明確化の状況 
Ｂ群  国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 (表11) 
Ｃ群 国内外の大学院間の組織的な教育研究交流の状況 (表 12) 
Ｃ群 外国人研究者の受け入れ体制とその運用の適切性 
Ｃ群 教育研究及びその成果の外部発信の状況とその適切性 
Ｃ群 国際的な教育研究交流、学術交流のために必要なコミュニケーション手段修得のための配慮の適切性 

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

学生の専門性を高めるために、これまでの制度を継続しなければならないが、学部と連携しなが

ら研究会などの開催に積極的に取り組むことが望まれる。 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（３）教育研究交流 

国内の他大学大学院との教育研究交流についても、単位互換等も含めてその改善が望まれる。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 院生の専門性を高めるため国内の学会への参加、他大学院との合同研究会等のより一層の進展

を図る。 

② 海外の大学の大学院での研究・交流の可能性及び予算措置等について調査・検討する。 

 

 

５ 学位授与 
 
Ａ群 修士 博士の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 (表7) 
Ｂ群 学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 
Ｃ群 修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性 
Ｃ群 学位論文審査における、当該大学(院)関係者以外の研究者の関与の状況 
Ｃ群 留学生に学位を授与するにあたり、日本語指導等講じられている配慮措置の適切性 

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

学位授与に関して、高度にして専門的な理論と実践を修得したか否かを測る基準は、適切かつ妥

当であると判断する。特に、専門性を尊重した審査委員の委嘱が行われ、必要であれば学外に審査

委員を委嘱するなど審査は厳格である。また指導教授による指導とは別に、修士論文提出者全員に

対して中間報告会や修士論文発表会での報告を義務づけ、併せて主査及び副査による口述試問も行

われ、論文に対する多様なチェックが実施されている。 
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【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（４）学位授与・課程修了の認定 

全研究科 

学位論文の審査と試験は修士課程２年間の集大成として位置づけ、大学院学則に「課程修了の認定及び学

位の授与」を定めている。しかし、学位論文にかかる評価基準は明示されておらず、指導教員に任されてい

ることから客観性・明確性に欠けるので改善が望まれる。 

Ⅲ 大学に対する提言    

二 助 言  

１ 教育内容・方法 

（２） 学位授与・課程修了の認定 

  １）全研究科において、学位授与の基準が明示されておらず、改善が望まれる。 

  
「Ⅲ 大学に対する提言」に対する本学の対応について（2008年 3月 25日） 

これまで、3 研究科では学位授与の具体的基準について、学生に対して文章でもって統一的に明示してこ

なかった。2008年度よりこの点の改善を講じる。すでにその内容については各研究科委員会で決定してお

り、2008年度「履修要項」（シラバス）に記載している。 

学位授与の基準は、必要な単位修得要件に加えて学位論文の評価基準がその内容であり、これらは各研究

科の教育研究の特性を踏まえて、それぞれ 5～6 項目の基準として客観化した。具体的には、論文におけ

る課題設定の独創性、学位授与に足るその適合性、先行研究の渉猟状況と理解度、論証方法の適切性や論

理一貫性、今後の研究、実践等に対する有効性の基準であり、これらは3研究科ともほぼ共通している。

また、学位論文の評価にあたっては、法学研究科と地域社会マネジメント研究科では、これらの基準を点

数化して最終判断することにしている。 

2008年度より3研究科とも上記の方法を採用することにより厳格な評価を実施し、学位授与の質と水準を

維持したいと考える。 

 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

学位授与に関して、高度にして専門的な理論と実践を修得したか否かを測る基準につき、引き続

き調査・研究する。特に、専門性を尊重した審査委員の委嘱が必要であれば学外に審査委員を委嘱

するなど審査の厳格性・維持に努める。また指導教授による指導とは別に、修士論文提出者全員に

対して中間報告会や修士論文発表会での報告を義務づけ、併せて主査及び副査による口述試問を行

い、論文に対する多様なチェックが実施されるよう努力する。 

 

 

６ 学生の受け入れ 
 

（１） 学生の募集方法、入学者選抜方法 
 
Ａ群 大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性   
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

学生募集については、ホームページの充実、学部生への入試説明会の分かり易さの工夫などを行

う。入学者選抜方法については、現状を維持する。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

３ 学生の受け入れ 

全研究科 

大学院研究科では、募集方法・入学者選抜方法、定員管理は適切である。 
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【2008年度に実施する改善措置・方策】 

学生募集については、ホームページの充実、学部生への入試説明会の分かり易さの工夫などを行

う。入学者選抜方法については、現状を維持する。 
 

（２） 学内成績優秀者選抜入試 
 
Ｂ群 成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そうした措置の適切性   
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

2006年度からは、学部に税法担当の専任教授を迎え、科目を充実したことから学部教育と大学院

教育の接続を強め、学部から税法を志望する進学者を増やすことが課題である。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

2006年度からは、学部に税法担当の専任教授を迎え、科目を充実したことから学部教育と大学院

教育の接続を強め、学部から税法を志望する進学者を増やすことが課題である。今年度から、学部

在籍の4年生に対し、学部履修生制度を発足させたので、その効果について検証する。 

 

（３） 門戸開放 
 
Ａ群 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況   

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

他大学・大学院の学生が何ら制約を受けることなく受験機会を持つことができるのは、広く一般

に開かれたものであるべき教育研究機関として当然のことであり、門戸開放そのものに特に問題は

ない。 

 

（４） 飛び入学 
 
Ｂ群 「飛び入学」を実施している大学院研究科における、そうした制度の運用の適切性   

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

飛び入学の制度は設けていない。 

 

（５） 社会人の受け入れ 
 
Ｂ群 社会人学生の受け入れ状況   

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

社会人への対応という点では、現在在籍する院生及び入学希望者の要望に応えきれていない部分

があり、今後、夜間・土日開講、サテライト教室の使用などを検討する必要がある。 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

３ 学生の受け入れ 

全研究科 

法学研究科では、社会人志望者に傾斜した受け入れを行っている。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

社会人への対応という点では、現在在籍する院生及び入学希望者の要望に応えきれていない部分

があり、今後、夜間・土日開講、サテライト教室の使用状況等、更に調査・検討してみる。 
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（６） 定員管理 
 
Ａ群 収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性 (表 18) 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

2004年の税理士法の改正に伴い、法学研究科で税理士試験の税法科目免除を目指す受験者が増え

てきていることから、当面は税法に限定した志願者を安定的に確保することができるが、今後、道

内の他の大学院と競合することが予想される。 

税法以外の分野の志願者を確保すべく、法学研究科の新たな柱の構築と学部 1、2 年次からの大

学院進学ガイダンスの実施など学部との連携を計ることが課題である。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

2004年の税理士法の改正に伴い、法学研究科で税理士試験の税法科目免除を目指す受験者が増え

てきていることから、当面は税理士志望者を安定的に確保することができるが、今後は、道内の他

の大学院と競合が予想される。税法以外の分野の志願者を確保すべく、法学研究科に新たな柱を構

築すること、及び、学部 1、2 年次からの大学院進学ガイダンス充実等学部との連携も視野に入れ

ながら引き続き院生確保に努める。 

 

 

７ 教員組織 

 

（１） 教員組織 
 
Ａ群 

大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数との関係における当該大学院研究科の教員組織の適切性、妥
当性 (表 19) 

Ａ群 組織的な教育を実施するための、教員の適切な役割分担及び連携体制確保の状況 
Ｃ群 任期制等を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

本研究科の教員組織の構成は、専門分野のバランスという点では適切であるが、入学者の状況を

考慮すると、検討の余地がある。専任教員の年齢構成については、老若二極分化傾向にあり、中間

層の教員が少なく、今後、年齢構成のバランスを考慮した人事計画が必要となる。 

本研究科の入学志望状況に関しては、税理士志望者がそのほとんどを占めており、学内進学入試

制度を希望する学部学生の相当数が税理士を志望することが見込まれ、今後ますますその拡大傾向

は続くものと思われる。従って、これに対応できる税法教員の確保（教員の雇用形態は別途考慮す

るとしても）を図る必要がある。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

７ 教員組織 

教員組織の整備については、現在、中期計画に基づき、学部・学科の改革に伴う教員組織の再編を行って

いるところである。教員の年齢構成では、現在進行中の「中期計画」を踏まえながらも、さらに長期的な視

点に立った人事政策・雇用計画の立案・実施が期待される。 

この点について、従来の学部・学科・研究科ごとに明確な教員定員数を定めず弾力的運営を行ってきたが、

任用形態の多様化と収容定員と教員数をリンクした大学院教員の配置などによって、教育の質を担保する教

員配置が可能となる施策が2006（平成18）年度よりはじめられており、その成果が期待される。 

 なお、法学研究科では税理士養成のため税法科目を充実し、税法担当の専任教員を２名採用しており、特

色ある教育目標を達成する体制を整えている点は評価できるが、行政法の専任（または兼担）教員を欠き、

兼任教員に依存する結果、安定的な科目開講に支障が生じていることは問題である。 

Ⅲ 大学に対する提言    

二 助 言  

３ 教員組織 
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１）法学研究科は税理士の養成を重要な柱としているが、行政法を兼任教員に依存している点は改善が望

まれる。 

  
「Ⅲ 大学に対する提言」に対する本学の対応について（2008年 3月 25日） 

法学研究科の行政法は、2002年度まで本学の専任教員が担当していたが、2005年度から兼任教員に依

存してきた。今後は専任を補充する方向で必要な教員組織の整備を図る。現在、法学部において当該科目

を担当する若手の専任教員が在籍しており、複数年かけてこれら教員の大学院担当を可能とし、学部と研

究科の意見調整を踏まえつつ計画的に人事配置を進めていく。 

 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

法学研究科の専任教員は、税法担当の専任教員が2006年度に採用され充実される一方で、刑法・

行政法など公法分野の専任教員を欠き非常勤に依存する結果、関連特講科目を安定的に開講できて

いない点で、今後充実する必要がある。人事政策について、学部・大学と調整を行う（ＣＦＰ所定

科目についても同様）。 

 

（２） 教育研究支援職員 
 
Ｂ群 研究支援職員の充実度   
Ｂ群  「研究者」と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性   
Ｃ群 高度な技術を持つ研究支援職員を育成し、その技術を継承していくための方途の導入状況 
Ｃ群 ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタントの制度化の状況とその活用の適切性 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善の方策】 

将来的にはかなりの大学院生数の増大も見込まれ、事務の支援体制の強化、また、ＲＡ・ＴＡの

制度を導入し、研究者の利便や大学院生のレベルアップおよび経済的支援を図ることが求められる。

研究を直接的に支援する助手制度やＲＡ、また、ＴＡ等の制度の導入は大学院生の研究意欲を喚起

する方策としても望ましく、早急に制度の創設が期せられる。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

将来的にはかなりの大学院生数の増大も見込まれ、事務の支援体制の強化、また、ＲＡ・ＴＡの

制度を導入し、研究者の利便や大学院生のレベルアップおよび経済的支援を図ることが求められる。

研究を直接的に支援する助手制度やＲＡ、また、ＴＡ等の制度の導入は大学院生の研究意欲を喚起

する方策としても望ましく、早急に制度の策定を検討する。 

 

（３） 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続き 
 
Ａ群 大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 
Ｃ群 「連携大学院」や併任教員を擁する国立大学院における教員の任用基準の明確化とその運用の適切性 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

今後の課題としては、本研究科における特殊事情、およびそれに対応する専門教育の高度化が求

められるなかで、特定の研究領域に非常勤講師を招聘する必要性がかなりの確率で出現すると予想

される。その募集・任免に関する手続きをより明確に定めておくことが必要である。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

今後の課題としては、本研究科における特殊事情、およびそれに対応する専門教育の高度化が求

められるなかで、特定の研究領域に非常勤講師を招聘する必要性がかなりの確率で出現すると予想

される。その募集・任免に関する手続きをより明確に定めておくことが必要である。また一方では、

基準の緩和により、高度な実務経験のある実務家等も招聘できるようにするなど、基準の多様化に

ついての検討も行う。 
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（４） 教育研究活動の評価 
 
Ｂ群 教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性 
Ｃ群 教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況 
Ｃ群  教員の自己申告に基づく教育と研究に対する評価方法の導入状況 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

大学院生の研究発表会は、修士論文作成の学術的なスキルアップの場のみならず、大学院担当教

員と大学院生の意思疎通を図り、相互の潜在的な要望を顕現化させる上でも大きな意味を持ってい

るので、今後も継続することが必要である。 

 

（５） 研究科と他の教育研究組織・機関等との関係 
 
Ｂ群 学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性 (表12) 
 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

本研究科として、今後、他の教育研究組織・機関との交流、なかんずく、教員の交流、学生の交

流、単位互換については、当面のところ、格別取り上げられ課題となるに至っていない。ただ、本

学は現下、学部、大学院を含む全体的な組織再編を検討中でもあり、それらの議論の進捗状況と調

和というコンテキスト上で新たな課題として鋭意検討することが必要である。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

今後、他の教育研究組織・機関との交流、なかんずく、教員の交流、学生の交流、単位互換につ

いて調査・検討を行う。ただ、本学は現下、学部、大学院を含む全体的な組織再編を検討中でもあ

り、それらの議論の進捗状況との調和を図りながら検討することが必要であろう。 

 

 

８
 
 研究活動と研究環境 

（研究における国際連携） 
Ｃ群 国際的な共同研究への参加状況 
Ｃ群 海外研究拠点の設置状況 
（教育研究組織単位間の研究上の連携） 
Ａ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 
Ｃ群 大学共同利用機関、学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係 
（競争的な研究環境創出のための措置） 
Ｃ群 科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 (表 33)(表 34) 

Ｃ群 
学内的に確立されているデュアルサポートシステム（基般(経常)的研究資金と競争的研究資金で構成される研究費のシステ
ム）の運用の適切性 

Ｃ群 流動研究部門、流動的研究施設の設置・運用の状況 
Ｃ群 いわゆる「大部門化」等、研究組織を弾力化するための措置の適切性 
（研究上の成果の公表、発信・受信等） 
Ｃ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 
Ｃ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

 

（１） 研究活動を促進するための措置、科学研究費補助金等外部資金獲得のための取り組み 

（２） 附置研究所、研究センター等に関わった研究科としての取り組み 

 

 

９ 研究科の施設・設備等の整備 
 
（施設・設備等） 
Ａ群 大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 (表39) 
Ｂ群 大学院専用の施設・設備の整備状況 
Ｃ群 大学院学生用実習室等の整備状況 
（維持・管理体制） 
Ａ群 施設・設備等を維持・管理するための学内的な責任体制の確立状況 
Ｂ群 実験等に伴う危険防止のための安全管理・衛生管理と環境被害防止の徹底化を図る体制の確立状況 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

院生研究室に配置されているパソコンが古くなってきたため、今年度、大学事務用のパソコンの

機種更新に伴い、再利用することで増設及び機種更新を行う。 
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