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  02）人間科学研究科 

 

１ 大学院研究科の使命および目的・教育目標 

ⅡＡ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 

ⅡＢ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 

 

※人間科学学術院で記述。 

 

２ 修士課程・博士課程の教育内容・方法等 

（１）教育課程等 

（大学院研究科の教育課程） 

ⅡＡ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 

ⅡＢ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 

ⅡＢ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」という修士課程の目的への適合性 

【実態】【長所】 

既述のとおり、大学院人間科学研究科では学際をキーワードとして幅広い専門研究領域

が学べるカリキュラム構造をとっている。研究科を人間科学専攻の一専攻にまとめ、その

下に５研究領域を設けている。研究領域は順に、「生命科学研究領域」「社会科学・環境科

学研究領域」「行動科学・臨床心理学研究領域」「人間行動システム研究領域」「スポーツ科

学研究領域」であり、「行動科学・臨床心理学研究領域」はさらに「行動科学コース」と「臨

床心理学コース」で構成されている。このように人間にかかわる広範な研究領域を有して

おり、それぞれの研究領域間で相互に講義科目を履修でき、また演習や研究指導を通じて

個々の領域でさらに専門性を深めることができるカリキュラムであるため、学生は各々の

問題意識に基づいて関連研究領域の知識や方法論を幅広く習得することができ、周辺領域

の多様性を認めて幅を広げ融合させることによって自分なりの学問体系の世界を構築する

ことができる。 

以上のことから、修士課程においては大学院設置基準第３条に述べられている「広い視

野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性

が求められる職業を担うための卓越一した能力を培う」ことを目指したカリキュラムを構

成しており、さらに必修として指導教員担当の演習を履修は当然として、関連する専門領

域の教員の演習も履修が可能であり、さらに専門性を深めることができる。また専門領域

を深める博士課程においても大学院設置基準第４条に述べられている「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」ことができる環境を満たして

いるといえる。 

 

ⅡＡ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
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る教育内容の適切性及び両者の関係 

【実態】【長所】 

本研究科の基礎となる人間科学部では、現在 2002 年度入学生までの課程の４年生が在籍

しており、その学科構成は「人間基礎科学科」「人間健康科学科」「スポーツ科学科」の３

学科であり、これらの卒業生を受け入れる人間科学研究科では上述の５研究領域で構成さ

れている。原則的には、「人間基礎科学科」を卒業した学生は「生命科学研究領域」「社会

科学・環境科学研究領域」「行動科学・臨床心理学研究領域」に進学し、「人間健康科学科」

を卒業した学生は「行動科学・臨床心理学研究領域」「人間行動システム研究領域」に、ま

た「スポーツ科学科」を卒業した学生は、「スポーツ科学研究領域」に進学してきた。これ

は各教員の学部での所属学科と大学院での所属学科の関係が多岐にわたっていることによ

る。 

2006 年度には、学部では 2003 年度入学生が４年生となって完成年度を迎え、４学年と

も新課程の３学科（「人間環境科学科」「健康福祉科学科」「人間情報科学科」）となる。こ

の改組を受けて、2006 年度からの大学院の研究領域の再編を議論し、すでに決定している。

以下の８研究領域である。 

 

１．地域・地球環境科学研究領域 

２．人間行動・環境科学研究領域 

３．文化・社会環境科学研究領域 

４．健康・生命医科学研究領域 

５．健康福祉科学研究領域 

６．臨床心理学研究領域 

７．感性認知情報システム研究領域 

８．教育コミュニケーション情報科学研究領域 

 

原則的には、学部学科と大学院研究領域とは以下のような対応となっており、学部を基

盤としてその延長線上に大学院のカリキュラムが構成されている。 

 

「人間環境科学科」 １～３の研究領域 

「健康福祉科学科」 ４～６の研究領域 

「人間情報科学科」 ７、８の研究領域 

 

ⅡＡ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 

ⅡＡ群 博士課程（一貫性）の教育課程における教育内容の適切性 

ⅡＡ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 

【実態】【長所】 

表に示すとおり、修士課程では必修として研究指導担当教員の演習（合計８単位分）を

履修する。それ以外に選択科目として、修了のために 22 単位を履修する。この選択科目に

ついては、原則講義科目であり、研究領域を超えてさまざまな講義科目を履修することで、
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各学生の研究領域の幅を広げることができる。この垣根の低さは将来研究者を目指す修士

課程の学生にとっては自分の研究範囲を広げて独自の学問体系の構築を目指す意味からも

非常に重要である。また演習については修士論文研究指導担当教員以外に他の教員の演習

も最大４単位の履修が可能であり、これら講義科目と演習の履修のフレキシビリティーこ

そが、本研究科の特長である学際としての幅広い研究分野を学ぶことを保証している。さ

らに 2006 年度からはこの指導教員以外の演習枠を最大８単位にまで拡大して、さらなるカ

リキュラムの充実を図っている。時間割には載らないがこれとは別に日常的に研究指導が

行われており、研究の方向性や内容、課題などに関するディスカッションが、指導教員と

個別に、あるいは関連研究グループごとに行われている。 

博士後期課程に関しては、原則的には修士課程の延長線上に位置し、修士論文の成果を

踏まえてさらに研究を深めることになる。制度上は博士学位論文審査の際に副査の教員が

指名されるが、日常的に関連教員とのディスカッションも盛んであり、実質的な共同指導

体制も一部行われている。これは今後、制度としても検討していく価値があろう。 

 上述のとおり、修士課程においては講義や演習によって各専門分野の知識や研究の方法

論を学びつつ修士論文をまとめることに収斂していく。博士後期課程においては、さらに

深く当該研究分野の内容を学ぶと同時に、研究遂行能力を身につけるべく担当指導教員を

中心とする教員によって、両課程に連続性を保証し、適切な教育が行われているといえる。 
 

  科目区分 科目の説明 最低 最大 要修了 

研究指導      
必修 

演習科目 指導教員担当の演習（１）（２） ８  ８ 

演習科目 指導教員以外の演習（１）（２） ０ ８  
選択 

講義科目 領域、コースにとらわれず自由に選択     22 

修了単位 30 

 

（単位互換、単位認定等） 

ⅡＢ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 

【実態】【長所】 

本研究科では、以下のとおり、国内外の大学などとの単位互換を行っている。 

（１）本学他研究科 

指導教員の許可を得て履修が可能であり、最大８単位まで修了単位数に算入することが

できる。これは本研究科の学際性からの必然であり、同時に指導教員の許可を条件に課す

ことによって野放図な履修を防止してカリキュラムの整合性を保証している。 

（２）本学全学共通設置科目 

大学院として設置してある全学共通設置科目についても同様に８単位まで算入が可能で

ある。 

（３）在籍中の留学による取得科目 

在籍中に外国の大学院に留学し、留学先で取得した講義科目の単位のうち、本研究科に
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設置されている講義科目のいずれかに該当すると認められるものに限り、また当該年度の

登録制限単位数の範囲内で８単位まで算入が可能である。 

このように、本研究科では国内外の大学などとの単位互換を制度化して行っている。既

述のとおり、本研究科としては、他研究科との適切な単位互換は、理念に沿った適切な制

度であると判断できる。 

 

（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 

ⅡＡ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 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

社会人学生に対しては、特に制度としての配慮はないが、基本的には現職を継続させて

いる。修士課程においては講義科目の履修も必修として課されているため講義への出席は

当然であるが、各指導教員が学生個々人の時間的な制約を考慮して演習や研究の個別指導

を行っている場合も多い。 

人間科学学術院では、学部において通信教育課程を併設しているため、オンデマンドの

コンテンツの配信およびそれを用いた教育方法が確立している。近い将来大学院において

も同様のシステムを用いた、遠隔教育も十分可能であり、現在検討を進めている。 

この通信教育のシステムを大学院でも展開できれば、現在学部の通信教育課程で学ぶ大

勢の意欲ある社会人学生に対して、大学院レベルの教育に関しても生涯教育の現実的な解

が得られると大いに期待している。 

 

（研究指導等） 

ⅡＡ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 

ⅡＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

ⅡＢ群 指導教員による個別的な研究指導の充実度 

【実態】【長所】 

修士課程の学生は、入学と同時に研究指導担当の教員の研究室に配属されることになる。

基本的にはこの指導教員に演習と研究指導を受けつつ、各自が修了に必要な講義科目を履

修することになる。演習がこの中で最も重要な位置を占めると考えられ、各研究室単位で

毎週行われるディスカッションを通じて、当該研究分野で必要な知識や研究動向、さらに

は修士論文をまとめるために遂行される研究（実験や調査など）の基本的な方法論が教育

されるといえる。これらは個々の学生との議論であったり、また複数の学生グループとの

議論であったりとケースバイケースである。またこれらの研究指導の一環として、それぞ

れの節目の時期に中間発表会を開催している例が多い。これらは複数の研究室で合同開催

したり、あるいは学外から当該分野の専門家を招いて開催したりすることによって、一研

究室すなわち一教員の視点のみならず違う視点に立った評価を受けたり、プレゼンテーシ

ョンの方法が指導されることになる。こうした適切な指導によって、クオリティーの高い

研究成果を生み出すことができる。 

 

ⅡＣ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 

【実態】【長所】 

課程の途中で指導教員を変更することも制度上可能である。原則的には入学時の指導教
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員の下で論文をまとめるが、学際性を重んじる本研究科においては主たる研究領域だけで

はなく、自分自身の価値基準による関連研究領域をもつ場合がある。これは新たな境界領

域の創出という観点からは奨励されるべきである。その結果として途中から軸足を変更す

ることも当然想定され、その場合には双方の教員の合意に基づき変更可能なフレキシビリ

ティーを保証している。 

 

（２）教育方法等 

（教育効果の測定） 

ⅡＢ群 教育・研究指導の効果を測定するための方法の適切性 

【実態】【長所】 

特に制度として研究科に共通する効果の測定方法は設けてはおらず、各教員の自己評価

に任されている。本研究科は広範な領域にまたがっているため、画一的な評価基準が困難

であるが、研究領域ごとには比較的近接した研究領域同士のコンセンサスが形成されてい

る。修士課程２年目に進級した段階で研究計画を提出する際に、指導教員以外に副査複数

名を定めることになっている。この制度によって、修士論文をまとめるために独自の研究

を深めていく際、１人の研究指導教員だけではなく複数の教員から指導を受けることがで

き、学際性や研究の高レベルを保証することができる。 

またウェブで一般に公開されている業績データベースについても、研究業績に関してほ

ぼ全教員が研究成果を登録しており、外部に向けて業績を公表している。 

 

（成績評価法） 

ⅡＢ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 

【実態】【長所】 

大学院における学生の資質向上の状況を検証する成績評価法については、修了要件とな

る研究論文の学問的な価値に集約されると考えられる。修士課程ではそのための準備段階

として講義科目が修了要件に課されているが、それらは科目ごとに試験やレポート課題に

よって適切に評価をされている。また全員に修士論文の要旨の提出を義務づけ、製本して

図書館で公開している。併せて学術団体への研究成果の発表が挙げられ、これらは上述の

業績データベースで公開されている。博士後期課程に関しては、担当教員の指導の下で研

究業績を積み重ね、博士論文を完成させて学位審査に合格することが目的である。学位論

文審査時には主査と副査の教員による論文の評価や口頭試問のほか、一般公開される公聴

会が設けられ公正に適切に評価される。また課程進学者に対する博士論文受理者の割合は

今年度６年生を迎える学年（2000 年度入学者）でほぼ６割であり、概ね適切な研究指導が

なされていると判断できる。 

 

（教育・研究指導の改善） 

ⅡＡ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 

【実態】【長所】 

制度としての組織的な取り組みは今後の課題であるが、個々の教員や研究室間での学生

同士の情報交換は日常的に積極的に行われている。またカリキュラム上、担当指導教員以

外の教員による演習も履修可能なため、各教員にとっても他研究室の履修学生がブリッジ
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の機能を担うことにより、教員相互の FD 効果が期待できる。 

 

ⅡＡ群 シラバスの適切性 

【実態】【長所】 

シラバスは科目を履修する際のいわば契約条項であるので、科目の内容をわかりやすく、

何をどこまで対象とするのかについて丁寧な記述が求められている。今後は内容のみなら

ず、授業方法、評価方法などの詳細な情報の公表も検討に値すると考えられる。印刷物の

形態で毎年配布されるが、ウェブ上でも自由に読むことができる。 

 

ⅡＢ群 学生による授業評価の導入状況 

【実態】【長所】 

制度として大学院の科目を学生が評価するシステムはないが、大学院の各科目について

はもともと履修者数が多くないため、日常的なフィードバックが容易である。各回にレポ

ートを課したり、提出物に意見や感想を求めたりといった方法で各教科担当教員が独自に

工夫しているのが現状である。 

 

（３）国内外における教育・研究交流 

ⅡＢ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 

ⅡＢ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 

【実態】【長所】 

箇所の取り組みというよりも大学全体として、国際部において 300 を超える海外大学・

研究機関との大学間協定、20 以上の交流プログラムを締結しており、積極的に国際交流を

推進しているといえる。また本研究科においても、過去３年間の推移をみると、12 人、13

人、18 人と漸増して留学生を受け入れている。また海外からの訪問研究者（数カ月以上滞

在者）も数名おり、居室スペースを提供して研究交流を支援している。逆に人間科学学術

院本属の教員が半年ないしは１年間海外の大学や研究機関に滞在して研究交流を行う場合

には、全学的な制度である特別研究期間制度が活用でき、例年５人程度の専任教員が適用

者となっている。 

 

（４）学位授与・課程修了の認定 

（学位授与） 

ⅡＡ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 

ⅡＢ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 

【実態】【長所】 

1999～2003 年度に授与した学位の数は以下のとおりである。 

 

年 度 1999 2000 2001 2002 2003 

修士学位授与者 70 72 76 94 90 

博士学位授与者 19 17 24 26 28 
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修士学位、博士学位ともに授与者の数は漸増傾向にある。これらの課程の趣旨はそれぞ

れ以下のとおりである。 

修士課程：広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力または高度

の専門性を要する職業等に必要な能力を養うものとする。 

博士後期課程：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、またその他の

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およびその基礎となる豊かな学識

を養うものとする。 

修士学位の審査は指導教員以外である主査および２人の副査が行うが、必要に応じて外

部研究者を副査として招くことができる。副査は修士課程２年次に進級した段階で、研究

計画書を提出する際に研究指導担当教員が判断して人選を行う。主査および副査は論文自

体の審査とともに公開の修論発表会を行う。通常、修論発表会終了後に主査および副査か

ら口頭試問を受け、それらの結果を総合的に判断して判定を行う。 

他方、博士学位の審査では博士学位論文の主要部分に関して、査読がある学術刊行物へ

学術論文が掲載されていることが審査の条件となる。まず予備審査会においてこの条件を

満たしているかが判断され、そのうえで副査が決定され主査と合わせて論文審査委員会が

設置される。人数は人間科学研究科の博士後期課程研究指導担当教員３人以上であり、必

要に応じて修士課程研究指導担当教員および他の大学院、あるいは研究所等の教員などを

さらに審査員として加えることができる。 

論文審査委員会は論文を審査するとともに、公開審査会を実施する。さらに口頭試問な

どを通じて、学位授与に値するかを審査し、最終的に判定を行う研究科運営委員会（所属

する全教員で構成される）へ提出する論文審査報告書を作成する。研究科長はこれを印刷

し、合否判定を審議する会合までに全運営委員に配付する。併せて申請者からの学位論文

や履歴書、研究業績書等必要書類は大学院事務所に備え置き、運営委員の閲覧に供する。

こうして審査の透明性を保証するとともに、適切性、客観性を維持している。以上が課程

内の博士学位論文審査の方法であるが、課程外の博士学位論文審査に関しては、これらに

加えて関連科目と外国語科目のそれぞれに対して学識確認審査委員会を構成し、学識確認

を行う。 

最終的には研究科運営委員会で説明され質疑応答の後に全教員による投票で判定する。 

 

（課程修了の認定） 

ⅡＢ群 標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における、そうした措置の

適切性、妥当性 

【実態】【長所】 

 修士課程において、１年修了を認める制度を備えている。これは所定の科目 30 単位以上

を取得する見込みの者で、修士課程１年までに優れた研究業績を挙げたと指導教員が判断

した者を候補者とし、教務担当教務主任を委員長とする審査委員会で事前審査を行い、候

補者と判断された者は研究科長を責任者として面接試験を実施する。さらに適格者と判断

されると、10 月に開催される研究科運営委員会において指導教員の推薦理由説明と併せて

修士課程１年修了の適格者であるかを判断される。 
 本制度が発足した 2000 年度以降、該当者は２人であり、いずれも本研究科博士後期課程

に進学していることからもわかるとおり、上記の適用基準はさらに深く研究を進める博士
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後期課程への進学に際して十分な研究遂行能力が備わっていると判断できることを意味し

ており、若手研究者の養成という観点からも優秀な修士課程学生にとっては望ましい制度

であるといえる。また条件として特に数字で明確にしているわけではないが、最終判断を

下す研究科運営委員会の前に２段階にわたって、関連領域の教員は言うまでもないが、他

領域の教員も交えた事前審査を行うことで、研究科全体で客観性や透明性を確保しており、

適切であると判断できる。 
 
３ 学生の受け入れ 

（学生募集方法、入学者選抜方法） 

ⅡＡ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 

【実態】【長所】 

人間科学研究科は 8つの領域に区分されているが、人間科学という学際的学問の性質か

ら理系、文系を問わず、多くの大学や学部から学生を受け入れている｡課程入学試験は、一

般入試に加え、社会人にも勉学の機会を与える社会人入試と、世界から有能な研究者を集

める外国人入試を行っている。入試は秋季に一度行っており、面接と、修士課程は英語と

専門、博士課程は英語の試験を課している。修士課程の定員は一学年 120 人、博士課程は

45 人である｡試験問題は修士、博士とも複数の教員により数回の問題作成委員会を開催し

て、公正を期すように配慮している｡合否判定は教務学科主任会で原案を作成し、学術院教

授会において最終決定を行っている｡ 

 

（学内推薦制度） 

ⅡＢ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 

【実態】【長所】 

学部教育と大学院教育の一貫性により、卒業研究から修士課程での研究への連続性を保

つため、また、大学院の入学試験勉強から解放し、卒業研究に専念してよりよい研究を進

められるよう、推薦入試を行っている｡人間科学部が優秀と判断し、推薦した学生を複数の

大学院教員で面接をして合否を決定している｡推薦入学者の 95％が合格しており、修士課

程に占める割合は 27％程度である｡博士課程においても、１研究指導に対し、１人の推薦

入試を実施しており、修士指導教員の推薦より、複数の博士指導教員の面接により合否を

決定している｡博士課程に占める推薦入学者の割合は約 59％である。 

 

（門戸開放） 

ⅡＡ群 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

【実態】【長所】 

修士課程の学生の 39％が他大学からの入学者であり、博士課程では 30％が他大学からの

入学者である。門戸は広く開放されていると考えられる｡2005 年度の一般入試での他大学

からの受験者は修士課程で 33％、博士課程で 41％である。また、他大学からの受験者の合

格率は修士課程で 53％、博士課程で 56％である。 

 

（社会人の受け入れ） 
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ⅡＢ群 社会人学生の受け入れ状況 

【実態】【長所】【問題点】 

実務経験をもつ学生に研究経験をさせ、それを社会に還元する教育を施すため、社会人

入試を行っている｡社会人入試では、英語の試験と面接のみを課している。 

 社会人学生数は全学生の 10％であり、決して多くはない。所沢の駅からバスで 15 分と

いう地理条件がこの結果を生じさせている原因のひとつと考えられる｡ 

 

（科目等履修生、研究生等） 

ⅡＣ群 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 

【実態】【長所】 

科目等履修生は正規の授業に支障のない範囲で、一人につき８単位を上限に受け入れて

いる。書類選考と面接により希望科目の受講能力を判定する｡科目等履修生として取得した

単位は、その後、修士課程に入学した場合には８単位まで卒業必要単位に算入することが

できる｡ 

 

（外国人留学生の受け入れ） 

ⅡＣ群 外国人留学生の受け入れ状況 

【実態】【長所】 

学際的な人間科学研究科では積極的に外国人学生を受け入れている｡ 

外国人留学生の割合は 5.2％である。受験者は 2005 年で５人であった｡外国人留学生は

まず本学設置の留学センターにより審査され、その結果、受験資格をもつ仕組みになって

いる。試験は一般入試と同様に、修士は英語と専門、博士は英語である｡ 

 

ⅡＣ群 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学生受

け入れ・単位認定の適切性 

【実態】【長所】 

文部科学省の基準を中心に、本学入試センターの資料をもとに幅広く認定し、受験を許

可している。また、外国の大学で取得した単位も、規定に沿って振り替え認定している。 

 

（定員管理） 

ⅡＡ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 

【実態】【長所】 

修士課程の定員は一学年 120 人で、総定員 240 人である｡博士課程は一学年 45 人で総定

員 135 人である。修士の在籍学生数は 246 人、博士は 116 人である。 

 

４ 教員組織 

（教員組織） 

ⅡＡ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 

ⅡＣ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 

（研究支援職員） 
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ⅡＢ群 研究支援職員の充実度 

ⅡＢ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 

ⅡＣ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  

（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続） 

ⅡＡ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  

（教育・研究活動の評価） 

ⅡＢ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  

（大学院と他の教育研究組織・機関等との関係） 

ⅡＢ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 

 

 ※人間科学部で記述。 

 

５ 研究活動と研究環境 

（１）研究活動 

（研究活動） 

ⅡＡ群 論文等研究成果の発表状況  

（教育研究組織単位間の研究上の連携） 

ⅡＡ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係  

（２）研究環境 

（経常的な研究条件の整備） 

ⅡＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

ⅡＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

ⅡＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性  

ⅡＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

ⅡＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性  

 

 ※人間科学部で記述。 

 

６ 施設・設備等 

（１）施設・設備 

（施設・設備等） 

ⅡＡ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  

ⅡＢ群 大学院専用の施設・設備の整備状況  

ⅡＣ群 大学院学生用実習室等の整備状況  

（維持・管理体制） 

ⅡＡ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  

ⅡＢ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  
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（２）情報インフラ  

ⅡＢ群 学術資料の記録・保管のための配慮の適切性  

ⅡＢ群 国内外の他の大学院・大学との図書等の学術情報・資料の相互利用のための条件

整備とその利用関係の適切性  

 

 ※人間科学部で記述。 

 

７ 社会貢献 

（社会への貢献） 

ⅡＢ群 研究成果の社会への還元状況  

 

 ※人間科学部で記述。 

 


