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基
準 点検・評価項目 評価の視点 評価者の観点

根拠資料要件
(基準協会の求める資料)

※大学基礎データ[様式５]含む
整備済み根拠資料 担当部署

寄附行為又は定款 ・学校法人西南学院寄附行為
秘書課

学則、大学院学則又は教育研究上の目的を規定
したその他の規程

・西南学院大学学則
・西南学院大学大学院学則
・西南学院大学大学院法務研究科学則
・西南学院大学法科大学院学生便覧

教務課
大学院事務室

法科大学院事務室

大学、学部・研究科を紹介するパンフレット ・西南学院大学入学案内 Prospectus for 2018 Entry
(各学部DPとして記載）
・西南学院大学大学院入学案内
・西南学院大学法科大学院入学案内

入試課
大学院事務室

法科大学院事務室

大学及び学部・研究科の理念・目的を公表してい
るウェブサイト

・大学HP/教育研究基本情報/教育研究上の目的
・大学院HP/理念・概要/大学院の目的
http://www.seinan-gu.ac.jp/gra/log/idea/
・法科大学院HP　 教育内容・教員紹介/ 教育の理念・特色/
教育の理念、養成する人材
http://www.seinan-gu.ac.jp/es-
law/education/education_idea.html

教務課
大学院事務室

法科大学院事務室

103
大学の理念・目的、各学部･研究科に
おける目的等を実現していくため、大
学として将来を見据えた中・長期の計
画その他の諸施策を設定しているか。

○将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策の設
定

・中・長期の計画その他の諸施策は、どのような内容か。
・上記の計画、施策等は、組織、財政等の資源の裏付けを伴
うなど、理念・目的の達成に向けて、具体的かつ実現可能な
内容になっているか。

アクションプランや中長期計画など将来を見据え
た計画等にあたるもの

・大学HP　大学概要/ 情報公開/ビジョン並びに事業計画/西
南学院ビジョンと中長期計画2016-2025
http://www.seinan-
gu.ac.jp/about/public_information/groundplan.html

企画課

内部質保証関係の規程類 ・西南学院大学大学院法務研究科自己点検・評価規程
・西南学院大学大学院外部評価委員会規程
・西南学院大学自己点検・評価規程
・西南学院大学自己点検・評価規程細則
・教学マネジメント委員会に関する規程

大学院事務室
法科大学院事務室

企画課

学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び
学生の受け入れ方針の策定のための全学として
の基本的な考え方を明らかにし学内で共有した
資料

・教学マネジメント委員会に関する規程
・教学マネジメント委員会資料及び議事録

教務課
教育研究推進課
大学院事務室

法科大学院事務室

202
内部質保証の推進に責任を負う全学
的な体制を整備しているか。

○内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の整
備
○内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織のメン
バー構成

・大学全体の内部質保証体制は、どのような構造になってい
るか。
・全学内部質保証推進組織をはじめとして、内部質保証に大
きな役割を果たす(諸)組織の権限と役割、また学部・研究科
等の組織との役割分担や連携のあり方は、規程上どのように
定められているか。
・全学内部質保証推進組織は、どのようなメンバーで構成さ
れているか。

内部質保証関係の規程類 ・西南学院大学大学院法務研究科自己点検・評価規程
・西南学院大学大学院外部評価委員会規程
・西南学院大学自己点検・評価規程
・西南学院大学自己点検・評価規程細則
・教学マネジメント委員会に関する規程
・教学マネジメント委員会資料及び議事録

教育研究推進課
大学院事務室

法科大学院事務室
企画課

全学内部質保証推進組織の活動がわかる資料 ・西南学院大学大学院法務研究科自己点検・評価規程
・西南学院大学大学院外部評価委員会規程
・西南学院大学自己点検・評価規程
・西南学院大学自己点検・評価規程細則
・教学マネジメント委員会に関する規程
・教学マネジメント委員会資料及び議事録

教育研究推進課
企画課

各学部・研究科における自己点検・評価の活動
が分かる資料

・法科大学院点検評価委員会　開催通知、議事録
・日弁連法務財団による認証評価報告書及び自己点検評価
報告書
・全学FD推進委員会資料及び議事録
・各学部FD委員会資料
・各研究科FD委員会資料
・教学マネジメント委員会資料及び議事録

教務課
教育研究推進課
大学院事務室

法科大学院事務室

文部科学省及び認証評価機関からの指摘事項
への対応状況を示す資料

・2015年度認証評価結果、及び対応状況
・2015年度法科大学院外部評価報告書
・2016年度法科大学院教育状況調査（ヒヤリング調査）、（実地
調査）及び所見に対する検討資料に対する検討会議（改革諮
問委員会）　開催通知、議事録、資料
・法科大学院教員懇談会　開催通知、議事録、資料
・2017年度認証評価に対する検討会議（点検評価委員会）開
催通知、議事録、資料
・研究科委員会資料及び議事録
・教学マネジメント委員会資料及び議事録

教務課
教育研究推進課
大学院事務室

法科大学院事務室
企画課

1
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念
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101
大学の理念・目的を適切に設定してい
るか。また、それを踏まえ、学部・研究
科の目的を適切に設定しているか。

○学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究
科においては、研究科又は専攻ごとに設定する人材育
成その他の教育研究上の目的の設定とその内容
○大学の理念・目的と学部・研究科の目的の連関性

・大学として掲げる理念は、どのような内容か。
・教育研究活動等の諸活動を方向付ける大学としての目的及
び学部・研究科における教育研究上の目的は、どのような内
容か。
・上記の学部・研究科の目的は、大学の理念・目的と連関して
いるか。
・上記の大学及び学部・研究科の目的は、高等教育機関とし
てふさわしいものであり、かつ個性や特徴が示されているか。

102
大学の理念・目的及び学部・研究科の
目的を学則又はこれに準ずる規則等
に適切に明示し、教職員及び学生に
周知し、社会に対して公表している
か。

○学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究
科においては、研究科又は専攻ごとに設定する人材育
成その他の教育研究上の目的の適切な明示
○教職員、学生、社会に対する刊行物、ウェブサイト等
による大学の理念・目的、学部・研究科の目的等の周
知及び公表

・理念・目的は、学則又はこれに準ずる規則等に定められて
いるか。
・理念・目的は、どのような方法によって教職員及び学生に周
知され、また、社会に対して公表されているか。
・上記の周知・公表において、媒体や表現の工夫等により、情
報の得やすさや理解しやすさに配慮されているか。

201
内部質保証のための全学的な方針及
び手続を明示しているか。

○下記の要件を備えた内部質保証のための全学的な
方針及び手続の設定とその明示
・内部質保証に関する大学の基本的な考え方
・内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の権限
と役割、当該組織と内部質保証に関わる学部・研究科
その他の組織との役割分担
・教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上の指針
（ＰＤＣＡサイクルの運用プロセスなど）

・内部質保証のための全学的な方針及び手続は、どのような
内容か。
・上記の方針及び手続は、どのように学内で共有されている
か。

2
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203
方針及び手続に基づき、内部質保証
システムは有効に機能しているか。

○学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学
生の受け入れ方針の策定のための全学としての基本的
な考え方の設定
○内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織による
学部・研究科その他の組織における教育のＰＤＣＡサイ
クルを機能させる取り組み
○行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置計
画履行状況等調査等）に対する適切な対応
○点検・評価における客観性、妥当性の確保

・３つの方針（学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及
び学生の受け入れ方針）
を策定するための全学的な基本方針は、どのような内容か。
・各学部・研究科における３つの方針※は、上記の全学的な
基本方針と整合しているか。
　※３つの方針の内容等は、基準４及び基準５のそれぞれ該
当する「点検・評価項目」において評価する。ここでは、全学
的な基本方針との整合性について評価する。
・全学的な内部質保証の取り組みは、方針と手続に従って行
われているか。
・全学内部質保証推進組織は、各学部・研究科による３つの
方針に基づく教育活動、その検証及び改善・向上の一連の
プロセスを、どのように運営・支援しているか。
・学部、研究科その他の組織における自己点検・評価の客観
性、妥当性を高めるために、全学的にどのような工夫がされて
いるか。
・行政機関、認証評価機関等から指摘事項があった場合、そ
れに対応する体制や仕組みは、どのように構築されている
か。また、全学内部質保証推進組織はどのように関与してい
るか。
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基
準 点検・評価項目 評価の視点 評価者の観点

根拠資料要件
(基準協会の求める資料)

※大学基礎データ[様式５]含む
整備済み根拠資料 担当部署

教育情報を公表しているウェブサイト ・大学HP/大学概要/情報公開
・大学院HP/研究科・専攻
  http://www.seinan-gu.ac.jp/gra/log/idea/
・法科大学院HP/教育内容・教員紹介
　http://www.seinan-gu.ac.jp/es-law/education/flow.html

教務課
大学院事務室

法科大学院事務室

自己点検・評価の結果を公表しているｳｪﾌﾞｻｲﾄ ・大学HP/自己点検評価
・法科大学院HP/情報公開/認証評価結果
　http://www.seinan-gu.ac.jp/es-law/information/hyoka.html

企画課
大学院事務室

法科大学院事務室

財務の情報を公表しているウェブサイト ・大学HP/財政公開並びに事業報告 経理課

205
内部質保証システムの適切性につい
て定期的に点検・評価を行っている
か。また、その結果をもとに改善・向上
に向けた取り組みを行っているか。

○全学的なＰＤＣＡサイクルの適切性、有効性
○適切な根拠（資料、情報）に基づく内部質保証シス
テムの点検・評価
○点検・評価結果に基づく改善・向上

・内部質保証システムの自己点検・評価は、どのように行われ
ているか（基準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づき、内部質保証システム
の改善・向上に向けた取り組みは、どのように行われている
か。

内部質保証システムの改善実例を示す資料や、
全学的なPDCAサイクルの適切性、有効性を学内
で検証し改善・向上に取り組んだことが分かる資
料など

・2015年度法科大学院外部評価報告書
・2016年度法科大学院教育状況調査（ヒヤリング調査）、（実地
調査）及び所見に対する検討資料に対する検討会議（改革諮
問委員会）　開催通知、議事録、資料
・法科大学院教員懇談会　開催通知、議事録、資料
・2017年度認証評価に対する検討会議（点検評価委員会）開
催通知、議事録、資料
・全学自己点検評価委員会資料及び議事録
・基本問題点検委員会資料及び議事録
・教学マネジメント委員会資料及び議事録
・幹事会資料及び議事録
・教授会資料及び議事録
・研究科委員会資料及び議事録

教務課
教育研究推進課
大学院事務室

法科大学院事務室
企画課

★大学基礎データ（表１）組織・設備等（教育研究
組織）

・大学基礎データ（表１）組織・設備等（教育研究組織） 秘書課
施設課

図書情報課

附置研究所、センターその他の組織等の設置趣
旨や活動内容が分かる資料

・各センター規程（宗教部、図書館、学術研究所、教育・研究
推進機構、体育館、入試センター、情報処理センター、国際セ
ンター、博物館、言語教育センター、キャリアセンター、コミュニ
ティセンター、子どもプラザ、ボランティアセンター、臨床心理セ
ンター、百年館、西南会館、クロスプラザ、学生寮、田尻グリー
ンフィールド）
・大学学則
・大学院学則
・西南学院大学本部・大学事務分掌規程
・臨床心理センターパンフレット
・言語教育センターガイドブック2018

各部局・センター事務室

302
教育研究組織の適切性について定期
的に点検・評価を行っているか。また、
その結果をもとに改善・向上に向けた
取り組みを行っているか。

○適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価
○点検・評価結果に基づく改善・向上

・教育研究組織の構成に関する自己点検・評価は、どのよう
に行われているか（基準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づき、教育研究組織の改
善・向上に向けた取り組みは、どのように行われているか（組
織の設置・改編、センターにおける新規事業の導入等）。

学部・研究科構成、附置研究所等の役割等の適
切性を検証したことを示す各種委員会、全学内
部質保証推進組織等に関する資料、改善・向上
に向けて取り組んだことが分かる資料など

・自己点検・評価規程、法務研究科自己点検・評価規程
・自己点検・評価規程細則
・自己点検・評価実施要領
・学部改組に関する資料（2018年6月13日連合教授会資料、事
前相談資料）
・教育・研究推進機構運営委員会開催通知
・教育・研究推進機構運営委員会議事録
・大学院ＦＤ委員会開催通知＆議事録
・臨床心理相談室　相談延べ件数
・情報処理センター委員会議事録
・国際センター委員会議事録
・ボランティアセンター運営委員会委員会議事録
・キャリアセンター点検評価委員会資料
・キャリアセンター点検評価委員会議事録
・博物館協議会議事録
・自己点検・評価委員会議事録(適切性の検証、改善・向上に
向けて取り組んだことが分かる資料)

各部局・センター事務室

401
授与する学位ごとに、学位授与方針を
定め、公表しているか。

○課程修了にあたって、学生が修得することが求めら
れる知識、技能、態度等、当該学位にふさわしい学習
成果を明示した学位授与方針の適切な設定及び公表

・学位授与方針は、原則として、授与する学位ごとに設定され
ているか。
・上記の方針は、修得すべき知識、技能、態度等の学習成果
が明確に示され、授与する学位にふさわしい内容となってい
るか。
・上記の方針は、どのような方法によって公表されているか。
・上記の方針の公表において、媒体や表現の工夫等により、
情報の得やすさや理解しやすさに配慮されているか。

学位授与方針を公表しているウェブサイト ・大学HP/理念と３つのポリシー
・大学院HP/ディプロマポリシー
  http://www.seinan-gu.ac.jp/gra/log/idea/
・法科大学院HP/教育内容・教員紹介/教育の理念・特色
http://www.seinan-gu.ac.jp/es-
law/education/education_idea.html

教務課
大学院事務室

法科大学院事務室

402
授与する学位ごとに、教育課程の編
成・実施方針を定め、公表している
か。

○下記内容を備えた教育課程の編成・実施方針の設
定及び公表
・教育課程の体系、教育内容
・教育課程を構成する授業科目区分、授業形態等
○教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適切
な連関性

・教育課程の編成・実施方針は、原則として、授与する学位ご
とに設定されているか。
・上記の方針は、教育課程の体系、教育内容、教育課程を構
成する授業科目区分、授業形態など、教育についての基本
的な考え方が明確に示されているか。
・上記の方針は、学位授与方針に整合しているか。
・上記の方針は、どのような方法によって公表されているか。
・上記の方針の公表において、媒体や表現の工夫等により、
情報の得やすさや理解しやすさに配慮されているか。

教育課程の編成・実施方針を公表しているウェブ
サイト

・大学HP/理念と３つのポリシー
・大学院HP/カリキュラムポリシー
  http://www.seinan-gu.ac.jp/gra/log/idea/
・法科大学院HP/教育内容・教員紹介/カリキュラム
http://www.seinan-gu.ac.jp/es-
law/education/subject_explanation.html

教務課
大学院事務室

法科大学院事務室
就職課

2
　
内
部
質
保
証

4
　
教
育
課
程
・
学
修
成
果

3
　
教
育
研
究
組
織

301
大学の理念・目的に照らして、学部・
研究科、附置研究所、センターその他
の組織の設置状況は適切であるか。

○大学の理念・目的と学部（学科または課程）構成及び
研究科（研究科または専攻）構成との適合性
○大学の理念・目的と附置研究所、センター等の組織
の適合性
○教育研究組織と学問の動向、社会的要請、大学を取
り巻く国際的環境等への配慮

・大学の理念・目的を踏まえ、また、学問の動向や社会的要
請等に配慮したうえで、
教育研究組織（学部・研究科や附置研究所、センター等）は
どのように構成されているか。

204
教育研究活動、自己点検・評価結果、
財務、その他の諸活動の状況等を適
切に公表し、社会に対する説明責任
を果たしているか。

○教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他
の諸活動の状況等の公表
○公表する情報の正確性、信頼性
○公表する情報の適切な更新

・社会に対して説明責任を果たすために、どのような情報が公
表されているか。
・上記の情報は、どのような方法によって公表されているか。
・上記の情報の公表において、媒体や表現の工夫等により、
情報の得やすさや理解しやすさに配慮されているか。
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403
教育課程の編成・実施方針に基づき、
各学位課程にふさわしい授業科目を
開設し、教育課程を体系的に編成し
ているか。

○各学部・研究科において適切に教育課程を編成する
ための措置
・教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性
・教育課程の編成にあたっての順次性及び体系性への
配慮
・単位制度の趣旨に沿った単位の設定
・個々の授業科目の内容及び方法
・授業科目の位置づけ（必修、選択等）
・各学位課程にふさわしい教育内容の設定（＜学士課
程＞初年次教育、高大接続への配慮、教養教育と専
門教育の適切な配置等)
＜修士課程、博士課程＞コースワークとリサーチワーク
を適切に組み合わせた教育への配慮等
＜専門職学位課程＞理論教育と実務教育の適切な配
置等）
○学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な
能力を育成する教育の適切な実施

・全学的に見て、学部・研究科の教育課程は、どのように編成
されているか。
　※ その根拠として、下記の実際の状況も確認する。
　‧ 教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性
　‧ 当該学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時の
学習成果と、各授業科目との関係の明確性
　‧ 専門分野の学問の体系を考慮した教育課程編成
　‧ 学習の順次性に配慮した各授業科目の年次・学期配当
・各学部・研究科における教育課程の編成について、全学内
部質保証推進組織等の全学的な組織はどのように運営・支
援し、その適切性を担保しているか。

履修要項やシラバスなど、教育課程の内容が分
かる資料

・大学学生便覧、講義要綱（シラバス）
・大学院学生便覧・講義要綱（シラバス）
・法科大学院学生便覧、講義要綱（シラバス）
・教学マネジメント委員会資料及び議事録
・教授会資料及び議事録
・研究科委員会資料及び議事録

教務課
大学院事務室

法科大学院事務室
就職課

授業期間、単位計算及び履修登録単位の上限
を定めた学則等の資料

・西南学院大学履修規程別表（第9条関係）各年次別履修単
位
・西南学院大学学則
・西南学院大学大学院学則
・西南学院大学大学院研究科規則
・西南学院大学大学院法務研究科学則
・西南学院大学大学院法務研究科規則
・教学マネジメント委員会資料及び議事録

履修要項、シラバスなど、授業の方法等が分かる
資料

・西南学院大学学生便覧、講義要綱（シラバス）・西南学院大
学大学院学生便覧・講義要綱（シラバス）
・西南学院大学法科大学院学生便覧・講義要綱（シラバス）
※シラバスに左記「評価の視点」を反映させる必要あり。
・卒業要件の概略説明
・教学マネジメント委員会資料及び議事録
・教務部会議資料及び議事録
・全学FD推進委員会資料及び議事録

＜修士課程、博士課程＞研究指導の内容、方
法、年間スケジュールをあらかじめ学生が理解す
るための資料

・西南学院大学大学院学生便覧・講義要綱（シラバス）
・大学院HP/(カリキュラム)→研究指導計画書
  http://www.seinan-gu.ac.jp/gra/log/idea/
・西南学院大学法科大学院学生便覧・講義要綱（シラバス）

大学院事務室
法科大学院事務室

卒業・修了の基準、判定方法、基準、体制等を明
らかにした規程類

・西南学院大学学則
・西南学院大学大学院学則
・西南学院大学大学院研究科規則
・大学院学生便覧（p.86～97学位授与基準に関する申し合わ
せ）
・西南学院大学大学院法務研究科学則
・西南学院大学大学院法務研究科規則
・西南学院大学大学院法務研究科成績評価不服申立に関す
る内規
・西南学院大学大学院法務研究科修了又は進級判定に関す
る不服申立規程
・教学マネジメント委員会に関する規程
・教学マネジメント委員会資料及び議事録

成績評価方法、基準をあらかじめ学生が理解す
るための資料

・西南学院大学院研究科規則、講義要綱（シラバス）
・西南学院大学大学院法務研究科規則
・西南学院大学講義要綱（シラバス）

卒業要件、修了要件をあらかじめ学生が理解す
るための資料

・西南学院大学学生便覧
・西南学院大学大学院学生便覧
・西南学院大学法科大学院学生便覧

4
　
教
育
課
程
・
学
修
成
果

404
学生の学習を活性化し、効果的に教
育を行うための様々な措置を講じてい
るか。

○各学部・研究科において授業内外の学生の学習を
活性化し効果的に教育を行うための措置
・各学位課程の特性に応じた単位の実質化を図るため
の措置（１年間又は学期ごとの履修登録単位数の上限
設定等）
・シラバスの内容（授業の目的、到達目標、学習成果の
指標、授業内容及び方法、授業計画、授業準備のため
の指示、成績評価方法及び基準等の明示）及び実施
（授業内容とシラバスとの整合性の確保等）
・学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及び
授業方法
＜学士課程＞
・授業形態に配慮した１授業あたりの学生数
・適切な履修指導の実施
＜修士課程、博士課程＞
・研究指導計画（研究指導の内容及び方法、年間スケ
ジュール）の明示とそれに基づく研究指導の実施
＜専門職学位課程＞
・実務的能力の向上を目指した教育方法と学習指導の
実施

・全学的に見て、学生の学習を活性化し、効果的に教育を行
うための措置として、どのような方法が取られているか。
　※ その根拠として、下記の実際の状況も確認する。
　‧ 教育課程の編成・実施方針と教育方法の整合性
　‧ 当該学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に
求める学習成果に応じた授業形態、授業方法の採用とその
実施
　‧ シラバスの作成と活用
　‧ 履修指導
　‧ 単位の実質化（単位制度の趣旨に沿った学習時間、学習
内容の確保）を図る措置
・各学部・研究科における教育方法の導入、教育の実施につ
いて、全学内部質保証推進組織等の全学的な組織は、どの
ように運営・支援し、その適切性を担保しているか。

教務課
大学院事務室

法科大学院事務室

教務課
大学院事務室

法科大学院事務室

405
成績評価、単位認定及び学位授与を
適切に行っているか。

○成績評価及び単位認定を適切に行うための措置
・単位制度の趣旨に基づく単位認定
・既修得単位の適切な認定
・成績評価の客観性、厳格性を担保するための措置
・卒業・修了要件の明示
○学位授与を適切に行うための措置
・学位論文審査がある場合、学位論文審査基準の明示
・学位審査及び修了認定の客観性及び厳格性を確保
するための措置
・学位授与に係る責任体制及び手続の明示
・適切な学位授与

・全学的に見て、学部・研究科における成績評価、単位認定
及び学位授与は、どのように行われているか。
　※ その根拠として、下記の実際の状況も確認する。
　‧ 厳正かつ適正な成績評価及び単位認定の実施
　‧ 学位授与における実施手続及び体制の明確性
・各学部・研究科における成績評価、単位認定及び学位授与
について、全学内部質保証推進組織等の全学的な組織はど
のように運営・支援し、その適切性を担保しているか。
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406
学位授与方針に明示した学生の学習
成果を適切に把握及び評価している
か。

○各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定
するための指標の適切な設定
○学習成果を把握及び評価するための方法の開発
≪学習成果の測定方法例≫
・アセスメント・テスト
・ルーブリックを活用した測定
・学習成果の測定を目的とした学生調査
・卒業生、就職先への意見聴取

・全学的に見て、学習成果は、どのような方法で測定されてい
るか。
　※ その根拠として、下記の実際の状況も確認する。
　‧ 専門分野の性質、学生に求める学習成果の内容に応じた
把握・評価の方法や指標の導入と運用
・学習成果を測定するにあたり、全学内部質保証推進組織等
の全学的な組織は、どのように運営・支援しているか。

卒業生調査の調査票やルーブリックなど、学習成
果の把握に用いている資料、その運用が分かる
資料

・学生の学修成果を測定するための評価指標について（案）
・学生による授業評価アンケート
・卒業生アンケート
・2015年度学生による授業評価アンケート 実施報告書
・神学部 学生の学修成果を測定するための評価指標につい
て
・文学部 ルーブリック 検討資料
・商学部 ルーブリック 検討資料
・経済学部 新しい成績評価の試み
・法学部 ルーブリック 検討資料
・人間科学部 ルーブリック 検討資料
・国際文化学部 ルーブリック 検討資料
・教学マネジメント委員会資料及び議事録

教務課
大学院事務室

法科大学院事務室

407
教育課程及びその内容、方法の適切
性について定期的に点検・評価を
行っているか。また、その結果をもとに
改善・向上に向けた取り組みを行って
いるか。

○適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価
・学習成果の測定結果の適切な活用
○点検・評価結果に基づく改善・向上

・教育課程及びその内容、方法の自己点検・評価は、どのよう
に行われているか（基準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づき、教育課程及びその内
容、方法の改善・向上に向けた取り組みは、どのように行われ
ているか。
・上記において、学習成果の測定結果は、教育課程及びそ
の内容、方法の改善にどのように活用されているか。

学習実態の把握とそれに基づく改善・向上の取り
組みを示す資料や、教授会や教育の運用にあた
る各種委員会、全学内部質保証推進組織等の活
動が分かる資料など

・法科大学院FD委員会　開催通知、議事録、資料
・法科大学院FD研究会　開催通知、議事録、資料
・法科大学院点検評価委員会　開催通知、議事録、資料
・法科大学院改革諮問委員会　開催通知、議事録、資料
・全学FD委員会資料及び議事録
・教学マネジメント委員会資料及び議事録
・教授会・研究科委員会資料及び議事録
・各学部FD委員会資料及び議事録
・各研究科委員会資料及び議事録

教務課
大学院事務室

法科大学院事務室

入学試験要項 ・2016(平成28)年度入学試験要項
・西南学院大学大学院学生募集要項
・法科大学院入学試験要項

入試課
大学院事務室

法科大学院事務室

学生の受け入れ方針を公表しているウェブサイト ・大学HP/理念と３つのポリシー
・大学院HP/アドミッションポリシー
  http://www.seinan-gu.ac.jp/gra/log/idea/
・法科大学院HP/教育内容・教員紹介/
http://www.seinan-gu.ac.jp/es-
law/education/education_idea.html

入試課
大学院事務室

法科大学院事務室

入学試験要項 ・2016(平成28)年度入学試験要項
・西南学院大学大学院学生募集要項
・西南学院大学法科大学院入学試験要項

入試課
大学院事務室

法科大学院事務室

入試委員会等の規程など、入学者選抜の実施体
制を示す資料

・西南学院大学入試センター規程
・全学入試委員会資料及び議事録
・研究科委員会資料及び議事録
※公開可能な範囲において

入試課
大学院事務室

法科大学院事務室

503
適切な定員を設定して学生の受け入
れを行うとともに、在籍学生数を収容
定員に基づき適正に管理しているか。

○入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数
の管理
＜学士課程＞
・入学定員に対する入学者数比率
・編入学定員に対する編入学生数比率
・収容定員に対する在籍学生数比率
・収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に
関する対応
＜修士課程、博士課程、専門職学位課程＞
・収容定員に対する在籍学生数比率

・学士課程全体及び各学部・学科並びに各研究科・専攻の
入学者数は、入学定員に対して適正な数となっているか。
・学士課程全体及び各学部・学科並びに各研究科・専攻の
在籍学生数は、収容定員に対して適正な数を維持している
か。
・収容定員に対し、在籍学生数が大幅に超過している場合、
どのような対策が検討、実施されているか。
・収容定員に対し、在籍学生数が充足していない場合、どの
ような対策が検討、実施されているか。

★大学基礎データ(表２)学生
★大学基礎データ（表３）学部・学科、研究科に
おける志願者・合格者・入学者の推移

・大学基礎データ(表２)学生
・大学基礎データ（表３）学部・学科、研究科における志願者・
合格者・入学者の推移

入試課
大学院事務室

法科大学院事務室

504
学生の受け入れの適切性について定
期的に点検・評価を行っているか。ま
た、その結果をもとに改善・向上に向
けた取り組みを行っているか。

○適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価
○点検・評価結果に基づく改善・向上

・学生の受け入れに関する自己点検・評価は、どのように行わ
れているか（基準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づき、学生の受け入れの改
善・向上に向けた取り組みは、どのように行われているか。

入試制度・体制の改善事実を示す資料や、学生
の受け入れの適切性について検証し、改善・向
上に向けて取り組んだことを示す入試委員会、全
学内部質保証推進組織等の資料

・全学入試委員会資料及び議事録
・研究科委員会資料及び議事録
※公開可能な範囲において 入試課

大学院事務室
法科大学院事務室

4
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501
学生の受け入れ方針を定め、公表し
ているか。

○学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏
まえた学生の受け入れ方針の適切な設定及び公表
○下記内容を踏まえた学生の受け入れ方針の設定
・入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像
・入学希望者に求める水準等の判定方法

・学生の受け入れ方針は、少なくとも学位課程ごと（学士課
程・修士課程・博士課程・専門職学位課程）に設定されている
か。
・上記の方針には、入学前の学習歴、学力水準、能力等の求
める学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法が明
確に示されているか。
・上記の方針は、学位授与方針及び教育課程の編成・実施
方針に整合しているか。
・上記の方針は、どのような方法によって公表されているか。
・上記の方針の公表において、媒体や表現の工夫等により、
情報の得やすさや理解しやすさに配慮されているか。

○学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入
学者選抜制度の適切な設定
○入試委員会等、責任所在を明確にした入学者選抜
実施のための体制の適切な整備
○公正な入学者選抜の実施
○入学を希望する者への合理的な配慮に基づく公平
な入学者選抜の実施

・入学者選抜は、学生の受け入れ方針に沿って、どのように
制度化されているか。
・入学者選抜の運営体制は、どのように整備されているか。
・上記の運営体制のもと、入学者選抜は公正に実施されてい
るか。
・入学者選抜の結果、方針に沿った学生を受け入れている
か。

502
学生の受け入れ方針に基づき、学生
募集及び入学者選抜の制度や運営
体制を適切に整備し、入学者選抜を
公正に実施しているか。
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基
準 点検・評価項目 評価の視点 評価者の観点

根拠資料要件
(基準協会の求める資料)

※大学基礎データ[様式５]含む
整備済み根拠資料 担当部署

601
大学の理念・目的に基づき、大学とし
て求める教員像や各学部･研究科等
の教員組織の編制に関する方針を明
示しているか。

○大学として求める教員像の設定
・各学位課程における専門分野に関する能力、教育に
対する姿勢等
○各学部・研究科等の教員組織の編制に関する方針
（各教員の役割、連携のあり方、教育研究に係る責任
所在の明確化等）の適切な明示

・教員組織の編制方針は、どのような内容か。
・大学として求める教員像は、どのような内容か。
・上記の方針及び求める教員像は、どのように学内で共有さ
れているか。

大学として求める教員像、各教員の役割、連携の
あり方、教育研究に係る責任所在について大学と
しての考え方を明らかにし学内で共有した資料

教員・教員組織における「大学として求める教員像」及び「教員
組織の編成方針について」(部長会議資料)
・人事計画書※公開可能な範囲において
・教授会資料及び議事録
・研究科委員会資料及び議事録

教務課
大学院事務室

法科大学院事務室

602
教員組織の編制に関する方針に基づ
き、教育研究活動を展開するため、適
切に教員組織を編制しているか。

○大学全体及び学部・研究科等ごとの専任教員数
○適切な教員組織編制のための措置
・教育上主要と認められる授業科目における専任教員
（教授、准教授又は助教）の適正な配置
・研究科担当教員の資格の明確化と適正な配置
・各学位課程の目的に即した教員配置（国際性、男女
比等も含む）
・教員の授業担当負担への適切な配慮
・バランスのとれた年齢構成に配慮した教員配置
○学士課程における教養教育の運営体制

・教員組織は、教員組織の編制方針に沿って、どのように編
制されているか。
・教員数は各設置基準を満たし、教育研究上必要な規模の
教員組織が編制されているか。
・教員組織の年齢構成に、著しい偏りがないか。
・教育研究上の必要性を踏まえ、教員組織は、教育と研究の
成果を上げるうえで十分な教員で構成されているか。

★大学基礎データ（表１）組織・設備等（教員組
織）
★大学基礎データ(表４)主要授業科目の担当状
況（学士課程）
★大学基礎データ(表５)専任教員年齢構成

・人事計画書※公開可能な範囲において
・教授会資料及び議事録
・研究科委員会資料及び議事録
・大学基礎データ（表１）組織・設備等（教員組織）
・大学基礎データ(表４)主要授業科目の担当状況（学士課程）
・大学基礎データ(表５)専任教員年齢構成

秘書課
教務課

大学院事務室
法科大学院事務室

603
教員の募集、採用、昇任等を適切に
行っているか。

○教員の職位（教授、准教授、助教等）ごとの募集、採
用、昇任等に関する基準及び手続の設定と規程の整
備
○規程に沿った教員の募集、採用、昇任等の実施

・教員の募集、採用、昇任等に関わる基準及び手続は、どの
ような内容か。
・教員の募集、採用、昇任等において、公正性に対し、どのよ
うに配慮されているか。

教員の募集、採用、昇任に関して定めた規定 ・西南学院大学教員任用基準
・西南学院大学教員任用基準細則
・西南学院大学大学院担当教員資格審査内規

秘書課
教務課

法科大学院事務室

604
ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）
活動を組織的かつ多面的に実施し、
教員の資質向上及び教員組織の改
善・向上につなげているか。

○ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動の組織的
な実施
○教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価とそ
の結果の活用

・教員の教育能力の向上、教育課程や授業方法の開発及び
改善につなげるため、どのような取り組みが組織的に実施さ
れているか。
・教員の研究活動や社会貢献等の諸活動の活性化や資質向
上を図るために、どのような取り組みが行われているか。
・教育活動、研究活動等の活性化を図る取り組みとして、教
員の業績評価はどのように位置づけられ、実施されているか。

大学としてのFDの考え方、実施体制、実施状況
が分かる資料

・部長会議内各種委員会に関する内規
・2015年度FD活動報告書
・西南学院大学大学院ファカルティ･ディベロップメント委員会
規程
・西南学院大学大学院法務研究科ファカルティ･ディベロップメ
ント委員会規程
・全学FD委員会資料及び議事録
・各学部FD委員会資料及び議事録
・各研究科FD委員会資料及び議事録

教務課
大学院事務室

法科大学院事務室

605
教員組織の適切性について定期的に
点検・評価を行っているか。また、その
結果をもとに改善・向上に向けた取り
組みを行っているか。

○適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価
○点検・評価結果に基づく改善・向上

・教員組織に関する自己点検・評価は、どのように行われてい
るか（基準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づき、教員組織の改善・向
上に向けた取り組みは、どのように行われているか。

教員組織の適切性を検証したことを示す各種委
員会、全学内部質保証推進組織等に関する資
料、改善・向上に向けた取り組みが分かる資料な
ど

・人事計画書※公開可能な範囲において
・教授会資料及び議事録
・研究科委員会資料及び議事録 教務課

大学院事務室
法科大学院事務室

6
　
教
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根拠資料要件
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701
学生が学習に専念し、安定した学生
生活を送ることができるよう、学生支援
に関する大学としての方針を明示して
いるか。

○大学の理念・目的、入学者の傾向等を踏まえた学生
支援に関する大学としての方針の適切な明示

・学生支援に関する方針は、どのような内容か。
・学生支援に関する方針は、どのように学内で共有されている
か。

学生支援に関する方針を明らかにし学内で共有
した資料

・2018(平成30)年度CAMPUS GUIDE　学生生活の手引き
・学生支援の方針

学生課

★大学基礎データ（表6）在籍学生数内訳、留年
者数、退学者数
★大学基礎データ（表7）奨学金給付・貸与状況

・大学基礎データ（表6）在籍学生数内訳、留年者数、退学者
数
・大学基礎データ（表7）奨学金給付・貸与状況

学生課
大学院事務室

法科大学院事務室

ハラスメント防止、学生の相談に応じる制度及び
経済的支援制度を学生に周知するための資料

・西南学院ハラスメント防止・対策に関する規程
・大学院学生便覧
・大学院キャンパスガイド
・大学院給付奨学金規程
・大学院特別奨学生規程
・大学院私費外国人留学生授業料減免規程
・大学院私費外国人留学生授業料減免審査基準
・日本学生支援機構第一種奨学金返還免除者推薦に関する
選考規程
・2018年度教育支援プログラムＡ申請書（大学院生への研究
奨励給付金制度）
・法科大学院学生便覧
・法科大学院HP/在学生の方/学生サポート（学生相談）
・障がい学生修学支援ガイド
・視覚障害者支援マニュアル
・成績不良者面談記録
・学生相談室報

人事課
教務課
学生課

大学院事務室
法科大学院事務室
国際センター事務室

キャリア支援に関するガイダンス等の制度と実施
状況が分かる資料

・2018年度就職課提供　各種サービス概要
・2019就職活動ハンドブック
・キャリアセンター就職課活用のススメ
・2017　就職情報のご案内
・（採用人事担当者向け）ガイドブック
・就職のしおりⅠ、Ⅱ
・2018年度就職課主催行事に関する意見交換の記録
・2018年度　就職行事検討用カレンダー
・大学院学生便覧
・法科大学院学生便覧
・法科大学院HP/修了生の方/就職支援
・国際センター（留学プログラム）
・留学生ハンドブック
・留学生面談記録
・ボランティアセンター規程・活動記録
・学生部委員会議事録

就職課
大学院事務室

法科大学院事務室
国際センター事務室
キリスト教活動支援課

703
学生支援の適切性について定期的に
点検・評価を行っているか。また、その
結果をもとに改善・向上に向けた取り
組みを行っているか。

○適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価
○点検・評価結果に基づく改善・向上

・学生支援に関する自己点検・評価は、どのように行われてい
るか（基準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づき、学生支援の改善・向
上に向けた取り組みは、どのように行われているか。

学生実態の把握とそれに基づく改善・向上の取り
組みや、学生支援の適切性について検証し、改
善・向上に向けて取り組んだことがわかる各種委
員会、全学内部質保証推進組織等の資料

・法科大学院学友会と執行部との懇談会　議事録・要望に対す
る回答
・キャリアセンター委員会資料
・キャリアセンター点検評価委員会議事録
・キャリアセンター委員会議事録
・企画会議記録(キャリアセンター)
・国際センター点検評価委員会議案
・国際センター点検評価委員会議事録
・国際化推進委員会議事録
・自己点検・評価委員会議事録(適切性の検証、改善・向上に
向けて取り組んだことが分かる資料)

学生課
教務課
就職課

国際センター事務室
大学院事務室

法科大学院事務室

702
学生支援に関する大学としての方針
に基づき、学生支援の体制は整備さ
れているか。また、学生支援は適切に

行われているか。

7
　
学
生
支
援

○学生支援体制の適切な整備
○学生の修学に関する適切な支援の実施
・学生の能力に応じた補習教育、補充教育
・正課外教育
・留学生等の多様な学生に対する修学支援
・障がいのある学生に対する修学支援
・成績不振の学生の状況把握と指導
・留年者及び休学者の状況把握と対応
・退学希望者の状況把握と対応
・奨学金その他の経済的支援の整備
○学生の生活に関する適切な支援の実施
・学生の相談に応じる体制の整備
・ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防
止のための体制の整備
・学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮
○学生の進路に関する適切な支援の実施
・学生のキャリア支援を行うための体制（キャリアセン
ターの設置等）の整備
・進路選択に関わる支援やガイダンスの実施
○学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための
支援の実施
○その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実
施

・修学支援、生活支援、進路支援その他支援を行うための体
制は、方針に沿ってどのように整備されているか。
・修学支援、生活支援、進路支援その他支援の取り組みは、
学生支援に関する大学としての方針に沿って実施されている
か。
［修学支援］
・学生の能力に応じた補習教育、補充教育は、どのように行
われているか。
・学生の自主的な学習を促進するための支援は、どのように
行われているか。
・障がいのある学生や、留学生に対する修学支援は、どのよう
に行われているか
・学習の継続に困難を抱える学生（留年者、退学希望者等）
への対応は、どのように行われているか。
・学生に対する経済的支援（授業料減免、学内外の奨学金を
通じた支援等）は、どのように行われているか。
［生活支援］
・学生の心身の健康、保健衛生等に関わる指導、相談は、ど
のように行われているか。
・ハラスメント防止など学生の人権保障に向けた対応は、どの
ように行われているか。
［進路支援］
・学生の社会的及び職業的自立に向けた教育（キャリア教育）
は、どのように行われているか。
・進路選択に関わる支援やガイダンス、その他キャリア形成支
援は、どのように行われているか。
［その他支援］
・部活動、ボランティア活動等の正課外における学生の活動
への支援など、上記の他にどのような支援が行われている
か。
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801
学生の学習や教員による教育研究活
動に関して、環境や条件を整備するた
めの方針を明示しているか。

○大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を踏ま
えた教育研究等環境に関する方針の適切な明示

・教育研究等環境の整備に関する方針は、どのような内容
か。
・教育研究等環境の整備に関する方針は、どのように学内で
共有されているか。

教育研究等環境に関する中長期計画など、教育
研究等環境に関する方針を明らかにし学内で共
有した資料

・大学HP／教育研究基本情報「教育研究等環境整備の方針」
・キャンパスグランドデザイン
・西南学院ビジョンと中長期計画2016-2025

施設課
図書情報課

教務課
教育研究推進課

802
教育研究等環境に関する方針に基づ
き、必要な校地及び校舎を有し、かつ
運動場等の教育研究活動に必要な施
設及び設備を整備しているか。

○施設、設備等の整備及び管理
・ネットワーク環境や情報通信技術（ＩＣＴ）等機器、備品
等の整備
・施設、設備等の維持及び管理、安全及び衛生の確保
・バリアフリーへの対応や利用者の快適性に配慮した
キャンパス環境整備
・学生の自主的な学習を促進するための環境整備
○教職員及び学生の情報倫理の確立に関する取り組
み

・教育研究等環境は、その方針に沿ってどのように整備され
ているか。
・校地及び校舎の面積は、大学設置基準を上回っているか。
・施設・設備は、学生の学習及び教員の教育研究活動を考慮
して、どのように整備されているか。
・施設、設備等の安全及び衛生は、どのように確保されている
か。
・ネットワーク環境やＩＣＴ機器は、どのように整備され、また活
用の促進が図られているか。
・学生及び教職員における情報倫理の確立を図るため、どの
ような取り組みを行っているか。
・キャンパス環境の形成にあたって、学生生活の快適性は、ど
のように配慮されているか。

★大学基礎データ(表1)組織・設備等（施設・設備
等）

・大学基礎データ(表1)組織・設備等（施設・設備等）
・ＳＡＩＮＳネットワークシステムパンフレット
・情セ実習室利用状況
・ＰＣ利用状況
・e-Learningシステム利用統計
・Moodle 講習会資料
・Moodle講習会参加申込
・各施設設備点検表

施設課
言語教育センター事務室

図書情報課
情報システム課

803
図書館、学術情報サービスを提供す
るための体制を備えているか。また、
それらは適切に機能しているか。

○図書資料の整備と図書利用環境の整備
・図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備
・国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図
書館とのネットワークの整備
・学術情報へのアクセスに関する対応
・学生の学習に配慮した図書館利用環境（座席数、開
館時間等）の整備
○図書館、学術情報サービスを提供するための専門的
な知識を有する者の配置

・学生の学習及び教員の教育研究活動の必要に即し、図書
その他の学術情報資料は、どのように整備されているか。
・学生及び教員の利用に配慮し、図書館にどのような職員が
配置されているか。
・上記を含めた図書館の施設環境は、利用の促進にどのよう
な効果をもたらしているか。

図書館、学術情報サービスの内容が分かる資料 ・大学HP／図書館
・西南学院大学図書館ガイドブック
・図書館利用状況
・学生閲覧室等
・図書、資料の所蔵数及び受け入れ状況
・大学HP／図書館／OPAC
・大学HP／機関リポジトリ
・図書情報課職員一覧（保有資格含む）

図書情報課
情報システム課

804
教育研究活動を支援する環境や条件
を適切に整備し、教育研究活動の促
進を図っているか。

○研究活動を促進させるための条件の整備
・大学としての研究に対する基本的な考えの明示
・研究費の適切な支給
・外部資金獲得のための支援
・研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保
障等
・ティーチング・アシスタント（ＴＡ）、リサーチ・アシスタン
ト（ＲＡ）等の教育研究活動を支援する体制

・研究に対する大学の基本的な考えは、どのような内容か。
・教員に対する研究費の支給、研究室の整備、研究時間の
確保は、教育研究上の必要性を踏まえて行われているか。

★大学基礎データ(表8)教育研究費内訳 ・学術研究所規則集
・図書館資料費予算配分・支出及び決算に関する内規
・大学教員就業規則、担当時間に関する規程
・科研費申請支援に関する資料（平成31年度科学研究費申請
支援の体制について）
・科研費応募に関する勉強会資料
・国内研究規則、在外研究規則
・チュータ－に関する資料（学修支援及び教育支援に関する
実施要領（案）、2018年度チューターによる正課外学修・教育
支援の取組みについて）
・西南学院大学学内GP・教育IPリーフレット

教務課
教育研究推進課

学術研究所事務室
図書情報課

人事課

805
研究倫理を遵守するための必要な措
置を講じ、適切に対応しているか。

○研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み
・規程の整備
・コンプライアンス教育及び研究倫理教育の定期的な
実施
・研究倫理に関する学内審査機関の整備

・研究倫理や研究活動の不正防止に関する規程は、どのよう
に定められているか。
・研究倫理を遵守した研究活動を推進するため、どのような取
り組みが行われているか。

研究倫理、研究活動の不正防止に関する規程類 ・研究活動の不正行為に関する取扱い規則
・西南学院大学における研究不正防止計画
・公正な研究活動の推進及び公的研究費の適正な運営・管理
にかんする基本方針
・西南学院大学研究倫理規程制定（案）
・西南学院大学研究倫理審査委員会規程制定（案）
・西南学院大学「人を対象とする研究」倫理規程制定（案）
・西南学院大学「人を対象とする研究」に関する倫理審査委員
会規程制定（案）

教育研究推進課

806
教育研究等環境の適切性について定
期的に点検・評価を行っているか。ま
た、その結果をもとに改善・向上に向
けた取り組みを行っているか。

○適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価
○点検・評価結果に基づく改善・向上

・教育研究等環境に関する自己点検・評価は、どのように行
われているか（基準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づき、教育研究等環境の改
善・向上に向けた取り組みは、どのように行われているか。

施設・設備の利用状況の把握とそれに基づく改
善・向上の取り組みや、教育研究等環境の適切
性について検証し、改善・向上に向けて取り組ん
だことが分かる各種委員会、全学内部質保証推
進組織等の資料

・教務部会議開催通知＆議事録
・学術研究所報（2017年度）
・学術研究所点検評価委員会議事録
・言語教育センター運営委員会開催通知＆議事録
・英語担当者教員連絡会記録
・言語教育センター点検評価委員会開催通知＆議事録
・情報処理センター委員会議事録
・SAINS更新委員会資料
・第5回SAINS更新委員会議事録
・教育・研究推進機構運営委員会議事録
・図書委員会議事録
・キャンパスグランドデザイン見直しに関する検討記録
・自己点検・評価委員会議事録(適切性の検証、改善・向上に
向けて取り組んだことが分かる資料)

教務課
言語教育センター事務室

施設課
図書情報課

情報システム課
教育研究推進課

学術研究所事務室

8
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901
大学の教育研究成果を適切に社会に
還元するための社会連携・社会貢献
に関する方針を明示しているか。

○大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を踏ま
えた社会貢献・社会連携に関する方針の適切な明示

・社会連携・社会貢献に関する方針は、どのような内容か。
・社会連携・社会貢献に関する方針は、どのように学内で共
有されているか。

社会連携・社会貢献に関する方針を明らかにし
学内で共有した資料

・大学ホームページ／教育研究基本情報「社会連携・社会貢
献の方針」
・西南学院ビジョンと中長期計画2016-2025

エクステンション課
キリスト教活動支援課

教育研究推進課

903
社会連携・社会貢献の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っている
か。また、その結果をもとに改善・向上
に向けた取り組みを行っているか。

○適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価
○点検・評価結果に基づく改善・向上

・社会連携・社会貢献活動に関する自己点検・評価は、どの
ように行われているか（基準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づき、社会連携・社会貢献
活動の改善・向上に向けた取り組みは、どのように行われて
いるか。

各種事業の利用状況、効果等の把握とそれに基
づく改善・向上の取り組みや、社会連携・社会貢
献の適切性について検証し、改善・向上に向けて
取り組んだことが分かる各種委員会、全学内部質
保証推進組織等の資料

・学術研究所報（2017年度）
・言語教育センター運営委員会開催通知＆議事録
・コミュニティーセンター委員会議事録
・西南子どもプラザ開館10周年総括報告書
・自己点検・評価委員会議事録(適切性の検証、改善・向上に
向けて取り組んだことが分かる資料)

広報・校友課
エクステンション課

キリスト教活動支援課

1011
大学の理念・目的、大学の将来を見
据えた中・長期の計画等を実現するた
めに必要な大学運営に関する大学と
しての方針を明示しているか。

○大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期
の計画等を実現するための大学運営に関する方針の
明示
○学内構成員に対する大学運営に関する方針の周知

・大学運営に関する方針は、どのような内容か。
・大学運営に関する方針は、どのように学内で共有されている
か。

管理運営に関する方針を明らかにし学内で共有
した資料

・西南学院ビジョンと中長期計画2016-2025
・大学ホームページ／教育研究基本情報「管理運営の方針」

企画課

規程集(法人及び大学のもの) ・学校法人 西南学院規程集 総務課

寄附行為又は定款 ・学校法人西南学院寄附行為 秘書課

学長選出・罷免に関する規定 ・西南学院大学規程
・西南学院大学学長に関する規定
・西南学院大学学長推薦規程
・西南学院大学学長推薦に伴う予備選挙実施規則

秘書課

役職者の職務権限に関する規定 ・西南学院大学規程
・西南学院大学副学長に関する規程 秘書課

教授会規程 ・西南学院大学学則
・西南学院大学規程 教務課

設置法人の理事会名簿(役職、氏名、所属先等を
明示したもの)

・理事・監事・評議員一覧
秘書課
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・社会連携・社会貢献に関する方針に沿って、学外機関、地
域社会等との連携による取り組み、大学が生み出す知識、技
術等を社会に還元する取り組み等は、どのように行われてい
るか。
・社会連携・社会貢献活動において、社会的要請（地域社会
のニーズ等）は、どのように反映されているか。

社会連携・社会貢献に関する取り組みの実施状
況が把握できる資料

・西南学院宗教局報告
・エクステンション講座のご案内2018年度前期
・エクステンション講座の開設状況
・大学HP／パートナーシップ･プログラム
・神学部（出張）公開講演会
・学術研究所報（2017年度）
・西南学院大学ボランティアガイドブック
・東日本大震災ボランティア参加者一覧表
・ボランティア活動実績一覧表
・大学HP／聖書植物園
・西南学院大学聖書植物園管理・運営委員会規程
・西南学院大学聖書植物園管理・運営委員会開催通知・議事
録
・大学HP／福岡市・佐世保市・糸島市との連携
・大学HP／西南子どもプラザ
・子どもプラザ利用状況
・大学HP／西日本シティ銀行・ＪＡＬとの連携
・寄附講座の開設状況
・大学HP／福岡西部地区五大学連携（秘書課）
・大学院HP／大学院と福岡大学大学院との連携
・大学HP／西南コミュニティーセンター
・西南コミュニティーセンター利用状況
・大学HP／大学博物館
・博物館年報
・大学HP／臨床心理センター
・大学HP／コイノニア法律事務所
・大学HP／図書館
・大学HP／元寇防塁遺跡
・大学HP／西南クロスプラザ
・災害時における施設等の利用協力に関する協定（福岡市・学
校・法人西南学院）
・大規模地震等の災害時における学校法人西南学院の所有
する施設の一時避難所利用に関する協定書
・学校法人西南学院と有限会社すずらんフーズとの間におけ
る災害時の相互協力に関する協定書
・大学HP／資格取得支援講座
・大学HP／教育インキュベートプログラム･学内GP

広報・校友課
エクステンション課

キリスト教活動支援課
教育研究推進課

総務課
博物館事務室

1012
方針に基づき、学長をはじめとする所
要の職を置き、教授会等の組織を設
け、これらの権限等を明示している
か。また、それに基づいた適切な大学
運営を行っているか。

○適切な大学運営のための組織の整備
・学長の選任方法と権限の明示
・役職者の選任方法と権限の明示
・学長による意思決定及びそれに基づく執行等の整備
・教授会の役割の明確化
・学長による意思決定と教授会の役割との関係の明確
化
・教学組織（大学）と法人組織（理事会等）の権限と責任
の明確化
・学生、教職員からの意見への対応
○適切な危機管理対策の実施

・大学運営に関わる組織等は、大学運営に関する大学として
の方針に沿って、どのように編成されているか。
・学長等の役職者、教授会等の機関について、それぞれどの
ような権限と役割が規程上定められているか。
・意思決定、権限執行等は、関係法令や規程に従って行わ
れているか。

902
社会連携・社会貢献に関する方針に
基づき、社会連携・社会貢献に関する
取り組みを実施しているか。また、教
育研究成果を適切に社会に還元して
いるか。

○学外組織との適切な連携体制
○社会連携・社会貢献に関する活動による教育研究活
動の推進
○地域交流、国際交流事業への参加



第３期認証評価に向け整備が完了した根拠資料一覧

9 / 9 ページ

基
準 点検・評価項目 評価の視点 評価者の観点

根拠資料要件
(基準協会の求める資料)

※大学基礎データ[様式５]含む
整備済み根拠資料 担当部署

1013
予算編成及び予算執行を適切に行っ
ているか。

○予算執行プロセスの明確性及び透明性
・内部統制等
・予算執行に伴う効果を分析し検証する仕組みの設定

・予算編成は、どのように行われているか。
・予算執行は、どのように行われているか。
・予算執行における透明性は、どのように確保されているか。

寄附行為又は定款 ・学校法人西南学院寄附行為
・西南学院経理規程
・当初予算編成方針
・経理検討委員会議事録
・査定会議議事録
・予算残高理由書
・補正予算査定会議資料

経理課

法人及び大学の組織機構が分かる資料 ・事務組織(大学データ表34)
・事務局組織改編に関する検討資料（2017年1月25日連合教
授会資料、2017年10月23日事務部長会議資料、2018年8月2
日事務部長会議資料）

秘書課
人事課
企画課

職員採用規程 ・西南学院課長会議規程 秘書課
人事課

教育研究推進課

教学運営その他の大学運営における教員と職員
の連携関係（教職協働）について分かる資料

・部長会議内各種委員会に関する内規の改正について（全学
FD・学士課程教育推進委員会、教学マネジメント委員会、国
際化推進委員会の内規について記載した資料）
・西南学院大学規程第68条（共通教育委員会）

教育研究推進課

1015
大学運営を適切かつ効果的に行うた
めに、事務職員及び教員の意欲及び
資質の向上を図るための方策を講じ
ているか。

○大学運営に必要なスタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）
の組織的な実施

・大学運営に関する教員及び職員の資質向上を図るため、教
員及び職員に対して、どのようなスタッフ・ディベロップメント
（ＳＤ）活動が組織的に実施されているか。
・職員に対する業務評価や、それに基づく処遇改善は、どの
ように行われているか。

大学としてのSDの考え方、実施体制、実施状況
が分かる資料

・西南学院事務局職員研修規程
・職員研修ガイド2018
・研修年報2017 人事課

寄附行為又は定款 ・学校法人西南学院寄附行為（第19条、第20条） 秘書課

監事による監査報告書 ・2017年度監事監査報告書
・内部監査のフローチャート
・学校法人西南学院監事監査規程
・学校法人西南学院内部監査規程
・業務改善計画書/報告書（内部監査室にて保管）

内部監査室

監査法人又は公認会計士による監査報告書 ・2017年度監査法人の監査報告書
内部監査室

経理課

事業報告書 ・学校法人西南学院事業報告書

（大学運営の適切性を検証したことを示す資料、
改善・向上に向けて取り組んだことが分かる資料
など）

・東北学院大学と西南学院大学との相互評価に関する協定書
（案）
・中長期計画アクションプラン（単年度事業）の中間報告実施
要領案、中長期計画アクションプラン進捗報告書
・自己点検・評価委員会議事録(適切性の検証、改善・向上に
向けて取り組んだことが分かる資料)

1021
教育研究活動を安定して遂行するた
め、中・長期の財政計画を適切に策定
しているか。

○大学の将来を見据えた中・長期の計画等に則した
中・長期の財政計画の策定
＜私立大学＞
○当該大学の財務関係比率に関する指標又は目標の
設定

・中・長期の財政計画は、どのような内容か。
・上記の計画は、具体的かつ実現可能なものとなっているか。
・財務関係比率に関する指標又は目標は、どのように設定さ
れているか。

中期計画期における予算・収支等の財政計画 ・大学第13次財政計画
・財務関係比率経年表及び目標値

経理課

財務計算書類 ・財務計算書類 経理課

財産目録 ・財産目録 経理課

事業報告書 ・学校法人西南学院事業報告書 企画課
経理課

- ・大学HP／西南学院大学サポーターズ募金 広報・校友課

★大学基礎データ(表9)事業活動収支計算書関
係比率・消費収支計算書関係比率（法人全体）
★大学基礎データ(表10)事業活動収支計算書関
係比率・消費収支計算書関係比率（大学部門）
★大学基礎データ(表11)貸借対照表関係比率

・大学基礎データ(表9)事業活動収支計算書関係比率・消費収
支計算書関係比率（法人全体）
・大学基礎データ(表10)事業活動収支計算書関係比率・消費
収支計算書関係比率（大学部門）
・大学基礎データ(表11)貸借対照表関係比率

経理課

５ヵ年連続財務計算書類(様式7) ・５ヵ年連続財務計算書類(様式7) 経理課
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企画課

・監査は、適正なプロセス及び内容で行われているか。
・事務組織のあり方等を含む大学運営に関する自己点検・評
価は、どのように行われているか（基準、体制、方法、プロセス
等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づき、大学運営の改善・向
上に向けた取り組みは、どのように行われているか。
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1022
教育研究活動を安定して遂行するた
めに必要かつ十分な財務基盤を確立
しているか。

○大学の理念・目的及びそれに基づく将来を見据えた
計画等を実現するために必要な財務基盤（又は予算配
分）
○教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るため
の仕組み
○外部資金（文部科学省科学研究費補助金、寄附金、
受託研究費、共同研究費等）の獲得状況、資産運用等

・教育研究水準を維持し、向上させていくための安定的な財
務基盤は、確保されているか。
・授業料収入への過度の依存を避けるため、学外から資金を
受け入れるための体制はどのように整備されているか。また、
それによってどの程度の財源が確保されているか。

1014
法人及び大学の運営に関する業務、
教育研究活動の支援、その他大学運
営に必要な事務組織を設けているか。
また、その事務組織は適切に機能して
いるか。

○大学運営に関わる適切な組織の構成と人員配置
・職員の採用及び昇格に関する諸規程の整備とその適
切な運用状況
・業務内容の多様化、専門化に対応する職員体制の整
備
・教学運営その他の大学運営における教員と職員の連
携関係（教職協働）
・人事考課に基づく、職員の適正な業務評価と処遇改
善

・事務組織は、大学業務を円滑かつ効果的に行えるよう、編
成されているか。
・職員の採用、昇任等の人事は、どのように行われているか。
・多様化、専門化する課題に対応するために、専門的な知識
及び技能を有する職員の育成、配置等について、どのように
配慮されているか。
・大学運営において、教員と職員はどのように協働している
か。

1016
大学運営の適切性について定期的に
点検・評価を行っているか。また、その
結果をもとに改善・向上に向けた取り
組みを行っているか。

○適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価
○監査プロセスの適切性
○点検・評価結果に基づく改善・向上
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