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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 
（理念・目的等） 
必須 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性   
必須 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的教育目標等の周知の方法とその有効性 
（理念・目的等の検証） 
任意 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の妥当性を検証する仕組みの導入状況 

 

【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 

必須 
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 

必須 
「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 

必須 
「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 

必須 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との関係 
必須 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および両者の関係 
必須 博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 
必須 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 
必須 専門職学位課程の教育課程と、専門職学位課程制度の目的並びに専門職大学院固有の教育目標との適合性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 教育課程及びその内容・編成に関わる改善措置 

(1) 法学専攻という一専攻の下に複数のコース設定が可能か否かを模索するため、本年度も他大

学院調査を行なう。 

(2) 年間 7枠ある「特別講義」のより一層の有効活用を図る。 

(3) 法学殊に税法未修者の導入教育として「税法概論特講」を入学後の早い時期に土・日集中講

義形式で開講する。また、「法学通論特講」の開講が可能か否か検討する(専任教員担当・半期・
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1年次) 

(4) 2 年次から開設している演習に加え、1年次後期から演習科目を増設するか否か、また、増

設する場合、必修とするかどうかについても検討を加える。 

(5) 研究者を志望する院生のための「外国文献研究」の充実を図る。 

② 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 

(1） CFP 認定教育プログラムの指定を維持するため、今年度も引き続き、所定科目を安定的に

開講する。 

(2) 院生の多くが税理士志望者であるという実情を踏まえ、個別の税法科目（例：所得税法、法

人税法、消費税法、地方税法等）の開講が適当か否か検討する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 教育課程及びその内容・編成に関わる改善措置 

   (1) 2009年度は、九州地方の大学の調査を行った。 

   (2) 特別講義は、7枠すべてを使用し、さらに公務員等講師料の不要な講師がいたため、8枠と

なった。 

   (3) 「税法概論特講」を 4 月の土日に実施した。また、税法の補強科目として、2010 年度から

「税法各論特講Ⅰ」(所得税法)、「同Ⅱ」（法人税法)を各半期・2 単位科目として、サテライ

ト教室にて開講することとした。 

   (4) 2010年度から、演習科目(研究指導科目)を演習Ⅰ(1年次後期・2単位必修)、演習Ⅱ(2年次

前期・2単位必修)、演習Ⅲ(2年次後期・2単位必修)とし、研究指導を合計6単位で行うこと

とした。 

   (5) 2009年度は、修士論文で韓国語を必要とする院生がいたため、韓国語で開講した。 

  ② 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 

   (1) 2009年度は、CFP所定科目のうち「民法特講BⅠ・Ⅱ」が担当者の退職のため休講となった

が、その他の科目については開講した。 

   (2) 税法の補強科目として、2010年度から「税法各論特講Ⅰ」(所得税法)、「同Ⅱ」（法人税法)

を各半期・2単位科目として、サテライト教室にて開講することとした。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① 教育課程及びその内容・編成に関わる改善措置 

   (1) 法学専攻という一専攻の下に複数のコース設定が可能か否かを模索するため、本年度も他大

学院調査を行なう。 

   (2) 年間７枠あった「特別講義」が予算上縮減されたが、少なくとも６枠は実現できるよう努力

する。 

   (3) 法学殊に税法未修者の導入教育として「税法概論特講」を入学後の早い時期に土・日集中講

義形式で開講する。 

   (4) 研究者を志望する院生のための「外国文献研究」の充実を図る。 

  ② 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 

   (1) CFP認定教育プログラムの指定を維持するため、今年度も引き続き、所定科目を安定的に開

講する。 

   (2) 院生の多くが税理士志望者であるという実情を踏まえ、個別の税法科目（消費税法、地方税

法等）の開講が適当か否か検討する。 

 

 



 

- 180 - 

（２） 授業形態と単位の関係 
必須 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 

 

 

（３） 単位互換・単位認定等 
必須 国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第15条） 

 

 

（４） 社会人学生・外国人留学生への教育上の配慮 
必須 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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 社会人院生に対しては、長期履修制度等を含め、きめ細やかな履修指導を行なう。 

② 社会人院生の増加に鑑み、今年度も土・日・夜間開講科目の拡充、サテライト教室の利用拡大

に努める。 

③ 留年生への配慮の為、現行通年4単位の演習科目を半期・2単位・2科目に分割することが適当

か否か検討する（9月修了の容易化・社会人院生への対応等）。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ①③ 2010年度から、演習科目(研究指導科目)を演習Ⅰ(1年次後期・2単位必修)、演習Ⅱ(2年次

前期・2 単位必修)、演習Ⅲ(2 年次後期・2 単位必修)とし、研究指導を合計 6 単位で行うことと

した。 

  ② 2009年度は、「行政法特講Ⅱ」(サテライト・4講時)、「不動産運用設計特講」(サテライト・土

日開講)、「税法概論特講」(サテライト・土日開講)、「民事訴訟法特講」(サテライト・集中)を実

施したほかに、演習等で臨時的にサテライト教室を使用した。2010年度は、さらに「税法各論特

講Ⅰ・Ⅱ」、「刑法特講Ⅰ」をサテライト教室で開講する。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① 社会人院生に対しては、長期履修制度等を含め、きめ細やかな履修指導を行なう。 

  ② 社会人院生の増加に鑑み、今年度も土・日・夜間開講科目の拡充、サテライト教室の利用拡充

に努める。 

 

 

（５） 生涯学習への対応 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 地域社会への貢献 

(1) 「特別講義」を開放し、地域社会に専門的な学習機会を提供する。 

(2) 学外の税理士等を対象に、引き続き研究会活動を継続する。 

(3) 全学的に行なわれている公開講座と連携し、地域社会へ貢献する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 地域社会への貢献 

   (1) 一部の「特別講義」を開放した。 

   (2) 税理士会等との研究会を３回実施した。 
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   (3)  

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① 「特別講義」を開放し、地域社会に専門的な学習機会を提供する。 

  ② 学外の税理士等を対象に、引き続き研究会活動を継続する。 

  ③ 全学的に行なわれている公開講座と連携し、地域社会へ貢献する。 

 

 

３ 教育方法とその改善 

 

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

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 従来、必ずしも明確になっていなかった、修士論文の合否評価と演習科目の単位認定・評価と

の関係の明確化を図る。 

② 院生による授業評価及びその他アンケートを実施するかどうか、実施するとした場合、その結

果をどのように役立てるか検討する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 検討を継続する。 

  ② 修了時のアンケートを昨年に引き続き実施した。また、税法関係では、口述試問の 後に、ア

ンケート・要望等を聞いている。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① 従来、必ずしも明確になっていなかった、修士論文の合否評価と演習科目の単位認定・評価と

の関係の明確化を図る。 

  ② 院生による授業評価及びその他アンケートを実施するかどうか、実施するとした場合、その結

果をどのように役立てるか検討する。 

 

 

（２） 成績評価法 
必須 学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 
必須 専門職学位課程における履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

   成績評価法に関わる課題の存否、改善の必要性の有無等について整理・検討する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   口述試問時に、試験的に、修士論文の評価基準に基づく評価シートを導入した。      

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 
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   成績評価法に関わる課題の存否、改善の必要性の有無等について検討する。 

 

 

（３） 研究指導等 
必須 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 
必須 学生に対する履修指導の適切性 
必須 指導教員による個別的な研究指導の充実度 
任意 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 
任意 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 

 

 

（４） 教育・研究指導の改善 

必須 
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（ファカルティ･ディベロップメント（ＦＤ))およびそ
の有効性 

必須 シラバスの作成と活用状況 
必須 学生による授業評価の活用状況 
任意 修了生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 履修指導，学位論文作成に向けた個別指導・複数指導及び責任体制の改善 

(1) 履修に際して参考となるであろう大学院履修要項・シラバスの具体化かつ明確化を図るか否

かの検討を行なう。 

(2) 院生の研究・教育活動活性化のための支援を講ずることはもとより、修士論文作成に際して

多方面から示唆を受けられる機会を増大・充実に努める(例年ガイダンス時に行なわれている

教員・院生間における懇談会、夏期合宿、修士論文中間報告会、修士論文発表会等の充実)。 

(3) 副査の早い時期の決定が可能か否か検討する。 

② 教育・研究指導の改善への組織的取り組み 

(1) 研究科委員会等で不断の検討を行なう。 

(2) 総合研究所との連携について検討する。また、優れた研究実績を残した院生の表彰等を行な

う。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 履修指導，学位論文作成に向けた個別指導・複数指導及び責任体制の改善 

   (1) 大学院便覧及びシラバスを印刷物として作成し、院生に周知した。演習Ⅰ～Ⅲのシラバスに

ついては、独自のフォームで集約を行った。 

   (2) 2009 年度も引き続き、懇談会、夏期合宿、修士論文中間報告会、修士論文発表会を実施し

た。 

   (3)  

  ② 教育・研究指導の改善への組織的取り組み 

   (1)  

   (2) 2009年度は、成績優秀な院生2名の表彰を行った。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① 履修指導，学位論文作成に向けた個別指導・複数指導及び責任体制の改善 

   (1) 履修に際して参考となるであろう大学院履修要項・シラバスの具体化かつ明確化を図る。 

   (2) 院生の研究・教育活動活性化のための支援を講ずることはもとより、修士論文作成に際して

多方面から示唆を受けられる機会を増大・充実に努める(例年ガイダンス時に行なわれている

教員・院生間における懇談会、夏期合宿、修士論文中間報告会、修士論文発表会等の充実)。 
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   (3) 副査の早い時期の決定が可能か否か検討する。 

  ② 教育・研究指導の改善への組織的取り組み 

   (1) FDセンターの成果を取り入れ、改善しうるよう努める。 

   (2) 総合研究所との連携について検討する。また、優れた研究実績を残した院生の表彰等を行な

う。 

 

 

４ 国内外との教育研究交流 
必須 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 
任意 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 
任意 国内外の大学院との組織的な教育研究交流の状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 院生の研究の活発化を推進するための国内の学会への参加及び他大学院との交流の促進を図る。 

② 国外の大学及び大学院との国際交流を行なう。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 学会・研究会等補助申請が２件あった。特別講義の講師として、韓国の税理士と研究者を招へ

いし、交流を図った。 

  ② 研究生の指導を通じて、ハッサン5世大学と交流を行った。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① 院生の研究の活発化を推進するための国内の学会への参加及び他大学院との交流の促進を図る。 

  ② 国外の大学及び大学院との国際交流を行なう。 

 

 

５ 学位授与 
必須 修士・博士・専門職学位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 
必須 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 
任意 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 
任意 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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① すでに明定している修士論文の評価基準に従って、学位認定を行なう。 

② 学位審査の客観性を高めるため、修士論文中間報告会・修士論文発表会を開催し、指導教授以

外の教員からも指導・示唆を受ける機会を確保する。 

③ 学位審査に当たっては、できる限り主査以外の複数の副査も加わることにより、論文に対する

多様なチェック及び客観性が保障されるよう配慮する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

①～③について、実施した。                             

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① すでに明定している修士論文の評価基準に従って、学位認定を行なう。 

  ② 学位審査の客観性を高めるため、修士論文中間報告会・修士論文発表会を開催し、指導教授以

外の教員からも指導・示唆を受ける機会を確保する。 
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  ③ 学位審査に当たっては、できる限り主査以外の複数の副査も加わることにより、論文に対する

多様なチェック及び客観性が保障されるよう配慮する。 

 

 

６ 学生の受け入れ 

 

（１） 学生の募集方法、入学者選抜方法 
必須 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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 法学研究科の新たな教育目標に従って入学者の受け入れを行なう。 

② 受け入れる方針、募集方法、選抜方法については、ホームページの充実、Ⅰ期入試・Ⅱ期入試

説明会（2回開催）により志願者増を図る工夫をする。 

③ 現行の入試制度以外の多様な選抜方法が可能か否か検討する。 

   

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 実施した。 

  ② 二期入試では入試説明会を、例年の 11 月のほかに、12 月(税理士試験合否発表後)に追加して

実施した。 

  ③ 検討を行った。2010年度も継続課題とする。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① 法学研究科の新たな教育目標に従って入学者の受け入れを行なう。 

  ② 受け入れる方針、募集方法、選抜方法については、ホームページの充実、一期入試・二期入試

説明会（2回開催）により志願者増を図る工夫をする。 

  ③ 現行の入試制度以外の多様な選抜方法が可能か否か検討する（例えば、AO入試）。 

 

 

（２） 学内成績優秀者選抜入試 
必須 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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 学部教育と大学院教育の連携を強め、学部からの志願者増を図る工夫をする（例えば、4 年次

生に限らず、学部の早い時期から学内進学制度の存在をガイダンス・保護者懇談会等でアナウン

スをする）。 

② 学部履修生制度の効果について検証する。 

③ 学内進学制度の抜本的改革を行なうかどうか検討する（例えば、AO入試で、学部での卒論提出

を義務付ける等）。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 在籍学部生へのガイダンス、保護者懇談会での大学院のアナウンスを実施した。 

  ② 2010年度も引き続き検証を行う。 

  ③  

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 
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〔法学研究科〕 

  ① 学部教育と大学院教育の連携を強め、学部からの志願者増を図る工夫をする（例えば、4 年次

生に限らず、学部の早い時期から学内進学制度の存在をガイダンス・保護者懇談会等でアナウン

スをする）。 

  ② 学部履修生制度の効果について検証する。 

  ③ 学内進学制度の抜本的改革を行なうかどうか検討する（例えば、学部での卒論提出の義務付け、

早期卒業への対応等）。 

 

 

（３） 門戸開放 
必須 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

 

 

（４） 飛び入学 
必須 「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 

 

 

（５） 社会人の受け入れ 
必須 大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 学内進学制度の抜本的改革を行なうかどうか検討する（例えば、AO入試で、学部での卒論提出

を義務付ける等）。 

(1) 有職者院生の積極的受け入れを図るため、土・日・夜間開講、サテライト教室の使用の促

進を図る工夫をする。 

(2) 地域マネジメント研究科との連携を促進する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 学内進学制度の抜本的改革を行なうかどうか検討する（例えば、AO 入試で、学部での卒論提

出を義務付ける等）。 

   (1) 2009年度は、「行政法特講Ⅱ」(サテライト・4講時)、「不動産運用設計特講」(サテライト・

土日開講)、「税法概論特講」(サテライト・土日開講)、「民事訴訟法特講」(サテライト・集

中)を実施したほかに、演習等で臨時的にサテライト教室を使用した。2010 年度は、さらに

「税法各論特講Ⅰ・Ⅱ」、「刑法特講Ⅰ」をサテライト教室で開講する。 

   (2)  

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① 有職者院生の積極的受け入れを図るため、土・日・夜間開講、サテライト教室の使用の促進を

図る工夫をする。 

  ② 地域マネジメント研究科との連携を促進する。 

 

 

（６） 科目等履修生、研究生、外国人留学生等の受け入れ 
（科目等履修生、研究生等） 
任意 大学院研究科における科目等履修生、研究生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 
（外国人留学生の受け入れ） 
任意 大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況 
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任意 留学生の本国地での大学教育、大学院教育の内容・質の認定の上に立った、大学院における学生受け入れ・単位認定の適切性

 

 

（７） 定員管理 
必須 大学院研究科における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 
必須 著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 志願者増に向け、学内外で積極的働きかけを行なう（税理士会等においてはもとより、学内に

おいても関心を喚起する）。 

② 新しい教育目標に照らし、志願者の開拓に努める。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ①② 15名の志願者を確保した。                            

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① 志願者増に向け、学内外で積極的働きかけを行なう（税理士会等においてはもとより、学内に

おいても関心を喚起する）。 

  ② 新しい教育目標に照らし、志願者の開拓に努める。 

 

 

７ 教員組織 

 

（１） 教員組織 

必須 
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、法令上の基準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 

必須 大学院研究科における組織的な教育を実施するための、教員の適切な役割分担および連携体制確保の状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 教員組織の編成に関わる改善、および組織的な教育を実施するための教員の役割分担と連携体

制（設置基準第8条第2項） 

(1) 人事政策として、学部・大学と調整を行なう。すなわち、刑法・行政法・CFP 関連科目で、

大学院を担当する専任教員を欠き、非常勤講師に依存している。現在、在籍する教員が将来、

大学院のこれらの科目を担当する予定であるが、この間の安定的開講措置について検討する。 

(2) 大学院担当者の増員を図る。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 教員組織の編成に関わる改善、および組織的な教育を実施するための教員の役割分担と連携体

制（設置基準第8条第2項） 

   (1)(2) 2009年度から、新たに専任教員による「刑事訴訟法特講」を開講した。また、2009年度

に資格審査を行い、2010年度から、新に「憲法特講B」、「商法特講B」の担当者を専任教員で

担当することとした。また、「労働法演習」、「民法演習B」の担当者を追加した。     

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① 人事政策として、学部・大学と調整を行なう。すなわち、刑法・行政法・CFP 関連科目で、大
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学院を担当する専任教員を欠き、非常勤講師に依存している。現在、在籍する教員が将来、大学

院のこれらの科目を担当する予定であるが、この間の安定的開講措置について検討する。 

  ② 引き続き、大学院担当者の増員を図る。 

 

 

（２） 教育研究支援職員 
必須 大学院研究科における研究支援職員の充実度 
必須 大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

任意 
大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ)、リサーチ・アシスタント（ＲＡ)の制度化の状況とその活用の適
切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 研究を直接的に支援するRA、助手制度等の可能性を探ってみる。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 未検討                                      

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

   研究を直接的に支援するRA、助教制度等の可能性を探ってみる。 

 

 

（３） 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 
必須 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 
任意 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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 大学院担当非常勤講師の任免基準・手続き等の明確化を図る。 

② 非常勤講師として社会人を登用する場合の採用基準等について明確化する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ①② 税法の補強科目として、2010年度から「税法各論特講Ⅰ・Ⅱ」(所得税法、法人税法)を開講

するにあたり、実務家を非常勤講師として採用することとした。これに伴い、暫定的ではあるが

採用基準を研究科委員会で確認した。                         

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① 大学院担当非常勤講師の任免基準・手続き等の明確化を図る。 

  ② 非常勤講師として社会人を登用する場合の採用基準等について明確化する。 

 

 

（４） 教育研究活動の評価 
必須 大学院研究科における教員の教育活動および研究活動の評価の実施状況とその有効性 
任意 大学院研究科の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 

 

 

（５） 研究科と他の教育研究組織・機関等との関係 
必須 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 
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【2009年度に実施する改善措置・方策】 

   他大学院の教員・学生との交流、単位互換等について一層の進展を見るよう調査・検討を行なう。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   札幌大学と院生レベルの税法の研究会を4回実施した。                 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

   他大学院の教員・学生との交流、単位互換等について一層の進展を見るよう調査・検討を行なう。 

 

 

８ 研究活動と研究環境 
（研究活動） 
必須 論文等研究成果の発表状況 
任意 国内外の学会での活動状況 
任意 当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 
任意 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 
（研究における国際連携） 
任意 国際的な共同研究への参加状況 
任意 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） 
必須 附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 
任意 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 
（経常的な研究条件の整備） 
必須 個人研究費、研究旅費の額の適切性 
必須 教員個室等の教員研究室の整備状況 
必須 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 
必須 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 
必須 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 
（競争的な研究環境創出のための措置） 
必須 科学研究費補助金およ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 
任意 基盤的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性 
（研究上の成果の公表、発信・受信等） 
任意 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 
任意 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 
（倫理面からの研究条件の整備） 
任意 研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性 
任意 研究倫理に係る学内的審議機関の開設・運営状況の適切性 

 

（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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 外部資金獲得のための情報を収集し、構成員にそれらの情報を提供する。 

② 学内の研究奨励金制度の利用を促進する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 情報を収集し、提供を行った。 

  ②  

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

  ① 外部資金獲得のための情報を収集し、構成員にそれらの情報を提供する。 

  ② 学内の研究奨励金制度の利用を促進する。 

 

 

（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 
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【2009年度に実施する改善措置・方策】 

   総合研究所法政研究部会をベースに研究会を開催する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   実施した。                                     

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

   総合研究所法政研究部会をベースに研究会を開催する。 

 

 

９ 研究科の施設・設備等の整備 
（施設・設備等の整備） 
必須 大学・学部、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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

   研究科の教育研究目的を実現するための主な設備・機器の設置と更新計画について、大学院生の

研究環境の見直しを行なう。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   事務局の再利用ノートPCを追加した。                         

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学研究科〕 

   大学院生の研究環境の見直しを行なう。 

 


