
 

 

 

 

 

 

 

2015（平成 27）年度 

自己点検・評価報告書 

 

 

 

 

 
 

 

2016（平成 28）年 3月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

事業構想大学院大学 

事業構想研究科事業構想専攻 

 

 

 

  



1 

 

序 章 

 

（１）事業構想大学院事業構想研究科事業構想専攻の設置の経緯及び目的、特色について 

 

 事業構想大学院大学は 2012(平成 24)年４月、東京、南青山に開学した。その設立については、

設置趣旨書にあるように「21世紀を迎え世界は大きな転換期に至り、環境問題、民族紛争などの

課題、さらにリーマンショックに象徴される世界経済の停滞などに直面している。国内において

は、行財政改革が叫ばれ、少子高齢化が進行する中、新たな産業の創出が期待され、新たな産業

分野をリードする人材育成の必要性が求められている現実」という社会課題に正面から向き合う

専門職大学院として構想されたものである。 

 わが国において経営系大学院の大半はいわゆる MBA（経営管理修士）コースで、企業の管理職や

経営者をめざす人々の育成である。産業構造の大半を占める中小企業の活性化や先端産業分野を

担いベンチャービジネスの旗手をめざす人々を受け入れる役割を果たす専門職大学院は多くない。

ゼロからの起業をめざすアントレプレナーの育成や、産業や企業の革新者（イノベーター）をめ

ざす教育よりも、組織の上級管理者や経営者になるための専門教育が重視されてきた。よって本

学は、「時代の停滞を打破し、日本経済を現場から再生させるリーダーとして活躍する人材」を育

てることをめざして、「専門特化、地域特化、職業人特化の３つの特色をもつ本格的な高度専門職

業人を育成する」ことを「設置の趣旨」に掲げた。 

 この趣旨に基づいて本学は発足し、現在４年目に至っている。この間、毎年多数の受験生から

優れた社会人を選抜し、すでに２回の修了生を送り出し、間もなく３期生が飛び立とうとしてい

る。 

 １期生、２期生からはすでに起業した者、事業承継した者、新事業で分社化し経営者になった

者など多彩な人材を輩出し、当初の目的に沿った教育成果を挙げている。また、教育内容におい

ては、アカデミズム出身の教員と実務家あるいはみなし専任の教員がほぼ半々という構成で、さ

らに客員教員やゲスト講師などには産業界の最先端を担う専門家を招くなどバランスがとれた講

義内容で実践力を培う講義をおこなってきた。 

 このような本学の実践は、専門職大学院が果たすべき「理論と実務の架け橋」になる教育を体

現するものであり、今後は、教育内容をさらに充実させ、本学を「学び舎」とする社会人に起業

家精神を涵養してゆく方針である。 

 

（２）これまでの自己点検・評価活動及び外部評価・第三者評価等への取組み 

 

 本学では開学した 2012(平成 24)年以来、教授会メンバー４名を「自己点検・ＦＤ担当」とし、

様々な意見交換をおこない、その議論をふまえて、いくつかの取り組みをおこなってきた。開学

当初から取り組んだのは、すべての講義科目（演習科目以外）についての「授業評価アンケート」

で、その結果は教員にフィードバックされ、教授内容の改善に役立ててきた。また、大学院での

履修や演習への参加などは毎回必ず把握しており、修学状況を確認すると同時に、すべての学生

に「入学後の修学状況」について聞き取り調査を実施している。この聞き取りでは勉学以外に図

書室の利用状況や業務と勉学の両立などを確認し、課題をもつ学生には相談・指導を通じて、大
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学院生活の充実を働きかけている。 

 このような日常的な取り組みに加え、2014（平成 26）年度からは組織的な「ＦＤ活動」を実施

しており、教員自身による教育、研究の課題解決や高度化を図っており、成果が出てきつつある。

また、2016（平成 28）年度からは「ＦＤ実施委員会」を設置し、精力的にＦＤ活動を進めていく

予定である。 

 

 以上のような経緯と取り組みを経て、５年目にあたり、「経営系専門職大学院の認証評価」を受

けることとなった。 

 教授会の中に副学長をリーダーとする担当チームを設け、多様な角度から検討と議論を経て、

とりまとめたのが、この報告書である。 

 今回の認証・評価を経て、さらなる大学運営の充実を図り、教育の質の向上に役立ててゆく所

存である。 

 

2016（平成 28）年 3月 

             事業構想大学院大学 
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第 1 章 使命・目的・戦略 

 

項目１．目的の適切性 

 

経営系専門職大学院に課せられた基本的な使命（mission）とは、優れたマネジャー、ビジネ

スパーソンの育成を基本とし、企業やその他の組織のマネジメントに必要な専門的知識を身に

つけ、高い職業倫理観とグローバルな視野をもった人材の養成である。 

各経営系専門職大学院では、この基本的な使命のもと、それを設置する大学の理念に照らし

合わせて、専門職学位課程の目的に適った固有の目的（以下「固有の目的」という。）を定める

ことが必要である。また、固有の目的には、各経営系専門職大学院の特色を反映していること

が望ましい。 

＜評価の視点＞ 

1-1：経営系専門職大学院に課せられた基本的な使命のもと、固有の目的を設定すること。〔Ｆ群〕 

1-2：固有の目的は、専門職学位課程の目的に適ったものであること。（「専門職」第２条第１項）〔Ｌ群〕 

1-3：固有の目的には、どのような特色があるか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

固有の目的の設定 

本学は以下の固有の設置目的を掲げ、認可されたもので、これを大学運営の基本として開学以

降もこの目的に沿った教育を実施している（1-1）。 

 

 事業構想大学院大学は、高等教育機関としての新たな役割を担い、社会的責務を十分に全うす

るために、幅広い視野と高い見識を備えた「高度専門職業人」の育成をめざすものである。 

 低迷する社会に新たな活路をひらき、未来を拓こうとする逞しい意思、豊かな知性、卓越した

指導力を具備した未来を担う人材育成を求める声は高い。このような社会状況に鑑みて企業経

営、とくに事業構想の分野で高度な専門性をもつ「人財」の育成を行なうのが本大学院大学設置

の目的である。（事業構想大学院大学「設置の趣旨等を記載した書類」） 

 

上記の内容を簡潔にまとめると以下のようになる。 

 

広い視野に立って精深な学識を授け、事業構想の研究教授を通して創造的問題解決能力を有す

る高度な専門的職業人の育成を目的とする。（「学則」第 1条より） 

 

専門職学位課程の目的への適合 

本学における固有の目的は、上掲の設置目的に集約されているが、専門職学位課程の目的に適

合するものとして、下記のような人材育成の特徴を挙げることができる（1-2）。 

 

① 本専門職大学院は、その実用的重要性にもかかわらず学問的究明の困難さの故にこれまで
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ほとんど関心を払われることの無かった“構想”に焦点を置き、あらゆる事業を、アイディ

アの創出→展開→現実的構築（上の全ての知的・情的努力＝構想計画）→基本計画→実施計

画という一貫した事業実現プロセスとして、研究ならびに教育の対象とする。 

② 時代の停滞を打破し、日本経済を現場から再生させるため、生産、流通、サービスの最前線

にいる、中堅・中小企業の経営者、幹部社員など現場のリーダーとして活躍する人材を増や

し、新たな発想やコミュニケーション能力をもつ人的資源の層を厚くする教育や実践力の

涵養を図る。 

③ 社内教育による専門家の育成はその内容やレベルにおいて極めて限定的である。また起業

をめざす時代を読む力や創造的な発想が必要である。本研究科では事業構想を「社会の一翼

を担い、進化、継続させる力」と位置づけ、次世代のリーダーとなる高度専門職業人の育成

を行なう。 

 

 このようなことから専門職大学院設置基準第二条第一項「専門職大学院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及び卓越した能力を培うことを目的とする」に合致す

るものである。 

 

固有の目的における特色 

固有の目的における「特色」については下記のような人材育成の目的と優位性を保持して、実

践的な教育を行なっている（1-3）。 

 

① 本専門職大学院は、この「専門特化」「地域特化」「職業人特化」の三つの特色をもつ本格的

な高度専門職業人を育成する教育機関として大いなる使命を担うものである。 

② 「市場の自由化、高度情報化など変容著しい現代社会において、社会の諸問題を分析し、社

会性の高い企業経営の実現、時代のニーズに応える事業開発や起業などを担う優れた専門

知識と高い実務能力に資する教育・研究」を行なう。 

③ 「社会変動や人間行動への深い理解」を身につけ、「経営戦略や事業開発を立案、実行する

能力」をもって、「市民社会への貢献、産業や地域の活性化」に結実させる人材を輩出する

こと。 

 

また、後段において詳述するが、カリキュラム上の工夫として実践的な科目配置と入学者の専

門性、能力に応じた個別指導によってこれらの目的を達成する工夫を行なっている。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-3：事業構想大学院大学「設置の趣旨等を記載した書類」 

・添付資料 2-2：事業構想大学院大学「学則」 
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項目２：目的の周知 

各経営系専門職大学院は、学則等に定められた固有の目的をホームページや大学案内等を通

じて社会一般に広く明らかにするとともに、教職員・学生等の学内の構成員に対して周知を図

ることが必要である。 

＜評価の視点＞ 

1-4：ホームページや大学案内等を通じ、固有の目的を社会一般に広く明らかにすること。（「学教法施規」第

172条の２）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

1-5：教職員・学生等の学内の構成員に対して、固有の目的の周知を図ること。〔Ｆ群〕 

1-6：固有の目的を学則等に定めていること。（「大学院」第１条の２）〔Ｌ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

ホームページや大学案内等での周知 

本学における固有の目的はホームページや大学案内を通じて、志願者はもとより社会に向けて

明らかにしている。大学院ホームページでは、「建学の精神」や「学長メッセージ」として掲載し

ている。大学院案内でも理事長、学長メッセージを通じて周知している（1-4）。 

とくに特筆すべきは、大学に出版部を設け、事業構想大学院大学の設立目的と社会における事

業構想の必要性や実態を広く周知するために、「月刊事業構想」を刊行していることである。 

この月刊誌は、別添のごとく、主たる内容は国内外の経済界や経営の第一線で活躍する経営者、

ならびに経営論、価値論、技術論などの研究者、有識者の寄稿や対談で構成されている。その多

くはいずれも事業経営や市場、社会の潮流の先端で活躍する人々であり、その分析や提言は大学

の設置目的と価値観を一にするものであり、これらの専門家からも本学への期待の声が数多く寄

せられている。発行部数は各号 50,000部である。 

この「月刊事業構想」とは別に、大学独自の広報誌『事業構想大学院大学―MPD』を発行してい

る。これはタブロイド版８ページで 2015年秋まで通巻９号を刊行している。主たる内容は、理事

長、学長からのメッセージ、在学生、修了生の動向やイベント報告、ゲスト講師によるスピーチ

紹介、教員によるカリキュラム説明などで構成されている。毎号、25,000 部が配布されており、

この広報誌を読んで受験した社会人も少なくない。この広報誌は大学の院生、修了生、関係者の

みならず、これまで本学主催の催事参加者や、事業構想研究所（別項目にて詳述）のプロジェク

ト研究員などにも広く読まれており、本学の目的の周知に大きな貢献を果たしている。 

 

構成員への周知 

教職員、学生などの学内構成員に対する固有の目的の周知については、以下のように実践され

ている（1-5）。 

教員に対しては、採用面接時において本学の理念や前述の固有の目的について詳しく説明して

いる。また教授会や、ＦＤを通じても浸透を図っている。また、小規模校であるため、理事長、学

長と各教員の距離も近く、理事長が学校法人設置の想いを直接教員に語る機会もある。また、学

長が事業構想について教員に直接話をする機会も多い。 

職員に対しても採用次面接時や入職時に理事長や担当理事から本学の理念や前述の固有の目的

について詳しく説明している。また職員が参加する会議等においても理念の共有を図っている。 

学生に対しては、本学への入学希望者に対して実施している入学説明会において、固有の目的
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について時間をかけて説明をおこなっている。入学説明会は本学への出願者のほとんどが参加し

ている行事である。説明会で本学の理念や固有の目的について丁寧に説明することで、入学後の

ギャップを防止することにもつながっている。 

また、入学者に対しては、入学式において理事長や学長からあらためて固有の目的について話

していることに加え、入学後のオリエンテーションにおいても研究科長から説明を行っている。

さらに学長は、主に 1 年次生が必修として履修している「事業構想研究」の授業科目を担当して

おり、授業の中においても浸透をはかっている（1-6）。 

 

学則による規定 

本学固有の目的は「学則」に以下のように定めている。 

 

第１条 広い視野に立って精深な学識を授け、事業構想の研究教授を通して創造的問題解決 

能力を有する高度な専門的職業人の育成を目的とする。 

  

この目的に沿って「創造的問題解決」能力の習得に向けた教育課程を編成している。その内容

については後述する。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-3：「設置の趣旨等を記載した書類」 

・添付資料 2-2：「学則」 

・添付資料 1-5：「月刊事業構想」 

・添付資料 1-4：「広報紙」 

・添付資料 2-7：「ＦＤ議事録」  

・事業構想大学院大学ホームページ 
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項目３．目的の実現に向けた戦略 

 

各経営系専門職大学院は、その固有の目的の実現に向けて、中長期ビジョンを策定し、それ

に対する独自の資源配分、組織能力、価値創造などを方向付ける戦略を作成することが必要で

ある。また、作成した戦略は、固有の目的の実現に向けて、できる限り速やかに実行すること

が望ましい。 

＜評価の視点＞ 

1-7：固有の目的の実現に向けて、中長期ビジョンを策定し、それに対する資源配分、組織能力、価値創造な

どを方向付ける戦略を作成すること。〔Ｆ群〕 

1-8：固有の目的の実現に向けて作成した戦略を実行しているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

中長期計画の策定 

 本学は 2012 年の開学以来、「固有の目的」の実現に向けて教育研究活動を展開してきた。本学

は、開学以来 4 年間、大学院設置申請にあたって文部科学省に提出した「設置の趣旨等を記載し

た書類」中の「事業構想大学院大学設置の趣旨」および「事業構想研究科設置の目的と育成する

人材」に盛り込まれた内容を、実質的な「中長期計画」としてきた。 

開学前に掲げたこれらの趣旨や目的は基本的には変わっていない。中長期ビジョン策定に当た

っては、開学時の理念をより具体化するものとして、開学後 4年間の成果を踏まえて、2016年度

から 3～5 年間を見通して、別掲の通り中長期計画を策定した。中長期計画の策定にあたっては、

理事長、学長からの諮問により、2015年 10月に「教育研究委員会」と「総務委員会」の合同プロ

ジェクトチームを立ち上げて集中的に審議を行った。12月に答申を行い、最終的には 2016年 3月

に教授会への諮問、理事会での審議を経て制定された（1-7）。 
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事業構想大学院大学中長期計画 

 

事業構想大学院大学は、今後３～５年間を視野に、変容著しい現代社会のニーズに応え、優れ

た専門知識と高い実務能力の開発に資する教育・研究活動を引き続きおこなってゆく。この中長

期計画は、社会環境の変化に応じて随時、見直しをおこなう 

 

１．教育分野 

事業構想、経営戦略における専門的教育を通じて、新たな企業戦略や産業振興の在り方を的

確に分析・探究する幅広い視野と高い見識を備えた「高度専門職業人」の育成をおこなう。そ

の達成に向けてカリキュラムの高度化を図り、教育内容の充実によって事業構想における「教

育力」の向上を図る。 

 

２．研究分野 

  研究活動を通じて、科学的アプローチによる「事業構想学」の理論的確立をめざす。具体的

には、教員相互の琢磨によるディシプリンの明確化、研究論文の発表、研究紀要の刊行などを

実行する。 

 

３．社会的役割 

  教育・研究活動を通じて、既存事業の革新、さらには新産業の創出に寄与し、産業社会、地

域社会の活性化を通じて、よりよい未来社会の実現に貢献する。具体的には、すでに着手して

いる公開講座、シンポジウムなどの地方展開、他大学・自治体との連携をさらに推進し、本学

の社会的使命をより一層、広汎に発揮する。 

 

2016 年 3 月 

事業構想大学院大学 
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事業構想大学院大学中長期計画の実行について 

             2016 年 3 月 

事業構想大学院大学 

 

2016 年 3 月に制定された事業構想大学院大学中長期計画については、具体性を持って実行するた

めに、下記の施策を実行する。 

 

１．教育分野 

（１）カリキュラムの抜本的改定 

   2017 年度入学者のカリキュラムをこれまでの成果とその点検を踏まえて検討を行い改定

する。特に下記について 2016 年度前半に集中的に検討を行い 2017 年度カリキュラムに反

映させる。    

   ①ゼミ（演習科目）のあり方について 

    ゼミの到達目標および、指導内容について検討を行い、ガイドラインを設定する。また、

事業構想計画書の作成指導を基本としつつも、PBL による実践的なカリキュラムの導入

も検討を行う。 

②基礎科目のあり方について   

 多様なバックボーンを持つ社会人に対して大学院教育を行う際に、学生のレベルを一定

水準にあわせる必要がある。教養教育等も含め、基礎科目のあり方や編制について議論

し、カリキュラムに反映させる。 

   ③学年暦・時間割について 

    現在は、前期、後期制をとっているが、導入集中期間の設定、夏季・春季集中授業期間

の科目設定を検討するとともに、場合によっては４セメスター制導入の是非も含め、検

討を行う。また現在の平日 18：30～21：40、土曜 10：30～17：50 の時間割設定となっ

ているが、開講時間、曜日についても検討を行う。 

   ④e-ラーニングの充実に向けた取り組み 

社会人教育のため十分な履修ができない事情を有する学生向けの e-ラーニングの導入を

進展させる。現在、すでに講義のビデオ収録による事後学習やアクセスを始めているが、

その本格的な利活用を推進する。 

２．研究分野 

（１）研究会の開催 

   事業構想研究会を定期的に開催し、知見を蓄積する。 

（２）学会発表、研究誌への論文投稿の奨励 

   学会発表、研究誌、本学で発刊している季刊「人間会議」「環境会議」への寄稿も奨励する。 

（３）受託研究、研究プロジェクトの積極的な受託 

   各省庁、自治体等からの受託研究等を積極的に受託する。  

３．社会的役割 

（１）地域でのプロジェクト研究の実施 

   長野県飯田市で実施している人材育成事業を他地域においても展開する。 
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立案した戦略の実行について 

 前項で上げた戦略については、本学の教育・研究活動における基本的指針として、教授会、各

種研修会等を通じて共有および浸透をはかりたい。なお、計画の冒頭に「この中長期計画は、社

会環境の変化に応じて随時、見直しをおこなう」としており、随時、見直しを行う可能性がある

（1-8）。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-3：「設置の趣旨等を記載した書類」 

・添付資料 2-2：「学則」 

 

＜点検・評価＞ 

 

（１）検討および改善が必要な点 

   ①本学の固有の目的は、広く社会に受け入れられており、現代社会のニーズに適合した適

切な目的であったと評価している。開学以降、毎年、着実に受験生があり、定員割れは一

度もなく順調に推移している。専門職大学院としての教育、研究活動については、まだま

だ工夫の余地はあるものの、大学としての社会性、社会的ニーズへの対応は当初の目的

に合致しているものと考えている。 

   ②目的の周知は、ホームページ、広報誌、定期刊行物「月刊事業構想」を通じて浸透がは

かられている。とくに受験生における本学に対する認知の状況を見ると、ホームページ

を契機にしている例が多く、大学の教育、研究、諸活動の内容については「月刊事業構想」

が情報提供に効果があることが判明している。 

   ③開学学後 4 年の成果を踏まえて、中長期計画を策定した。今後はその実行に向けた体制

と推進をおこなうことに取り組んでいく。 

 

（２）改善のためのプラン 

   ①固有の目的実現に向けてさらに教育研究活動を推進していく。とくに学外のステークホ

ルダー（企業、自治体、地域社会、修了生など）からの声を、今後の教育研究活動の改善・

充実に活用してゆくことに取り組みたい。 

   ②ホームページ、広報誌、定期刊行物「月刊事業構想」のさらなる充実をはかる。とくに

個別のメディアによる情報の充実とともに、メディアの連携やステークホルダーとの連携

など多角的な展開もおこなってゆく。 

   ③中長期計画の浸透、共有を確実におこなう。前掲のごとく、その推進体制を充実させ、

教職員が問題意識を共有して取り組むことを重視したい。    



11 

 

第２章 教育の内容・方法、成果等 

 

（１）教育課程等 

 

項目４：学位授与方針 

各経営系専門職大学院は、固有の目的に則して、学習成果を明らかにするため、学位授与方

針（ディプロマ･ポリシー）を立てることが必要である。 

＜評価の視点＞ 

2-1：学位授与方針は明文化され、学生に周知されていること。〔Ｆ群〕 

  

本学における学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）は、これを学則に明記している（2-1）。 

 まず、学位の授与方針は「高度専門職業人」の育成をめざすという設置の理念をふまえ、学則

第１条にそのあるべき姿を明記している。 

 

学則第 1 条 広い視野に立って精深な学識を授け、事業構想の研究教授を通して創造的問題解 

決能力を有する高度な専門的職業人の育成を目的とする。 

 

この条文の下線の部分が本学における学位授与の基準でもある。これを習得するために、本学

独自の科目設定、ならびに少人数編成の演習を行なっている。さらに学則で課程の「修了要件」

を明確に定めている。 

  

学則第 26条 「修士課程を修了するためには、休学、停学期間を除いて２年以上在学し、所定

の科目について 34単位を修得し、必要な演習（指導）を受け、かつ別に定める

修了審査委員会の規定に従って審査に合格しなければならない。」 

 

 次に、「学位」の授与規定として、「第 27条 学位の授与に関しては別に定める事業構想大学院

大学学位規定による」と明記しており、その内容は後述する「修了認定審査」に明記している。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-2：「学則」（第１条、第 26条、第 27条） 
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項目５：教育課程の編成 

 

各経営系専門職大学院は、専門職学位の水準を維持するため、教育課程を適切に編成・管理

することが必要である。 

教育課程の編成にあたっては、経営系専門職大学院に課せられた基本的な使命（mission）

を果たすためにも、学位授与方針を踏まえて、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポ

リシー）を立てることが必要である。また、その方針に基づき、理論と実務の架橋教育である

点に留意し、社会からの要請に応え、高い職業倫理観とグローバルな視野をもった人材の養成

に配慮することが求められる。さらに、それぞれの固有の目的を実現するために必要な科目を

経営系各分野に応じて、系統的・段階的に履修できるようバランスよく配置することが必要で

ある。そのうえで、特色の伸長のために創意工夫を図ることが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

2-2：理論と実務の架橋教育である点に留意した教育課程の編成・実施方針を立て、次に掲げる事項を踏まえ

た体系的な編成になっていること。（「専門職」第６条）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

（１）経営系専門職大学院に課せられた基本的な使命である、企業やその他の組織のマネジメントに必

要な専門知識（戦略、組織、マーケティング、ファイナンス、会計など）、思考力、分析力、コミュニ

ケーション力等を修得させ、高い職業倫理観とグローバルな視野をもった人材を養成する観点から適切

に編成されていること。 

（２）経営系各分野の人材養成の基盤となる科目、周辺領域の知識や広い視野を涵養する科目、先端知

識を学ぶ科目等が適切に配置されていること。 

（３）学生による履修が系統的・段階的に行われるよう適切に配慮されていること。 

2-3：社会からの要請、学術の発展動向、学生の多様なニーズ等に対応した教育課程の編成に配慮しているこ

と。〔Ｆ群〕 

2-4：固有の目的に即して、どのような特色ある科目を配置しているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

教育課程の編成・実施方針、ならびに体系的な編成の内容 

 教育課程の編成・実施方針、ならびに体系的な編成の内容については下記の通りである（2-2）。 

 

（１）教育目標 

本学の教育課程は、専門職大学院としての使命を全うするために、事業構想における「高度専

門職業人」を育成する教育課程となっている。まず、以下の教育目標を掲げ、この目標に沿って

科目群の配置を行なっている。 

 

【教育目標】 

事業構想研究科は、事業開発や経営管理の分野でリーダーシップを発揮し、将来の経営者、

起業家として活躍する優れた高度専門職業人を養成することを教育目的とする。この目的を達

成するため、ならびに専門性に対する社会的要請に応えるために特色ある分野を設定している。

具体的には「起業」や「事業の再構築」をめざす事業構想の分野、中堅・中小企業の次世代の

リーダーの経営の能力を高める事業承継の分野、さらに、独自の構想力や創造力を磨いて事業
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や地域の活性化を担う「コミュニケーション戦略」や「地域事業」のリーダー育成などであり、

どれも、実務の専門知識と理論の応用展開能力の修得・錬磨が容易にできるように科目を設定

している。 

 

（２）教育目標に沿った科目設定 

前述の教育目標を達成するため、「基礎科目」群を設け、開学以降、「事業構想総論」（野田一夫

担当）「事業構想特講」（清成忠男担当）を必修科目とし、事業構想のための中核能力を養成する

授業を行なってきた。これは本学独自の科目群であり、内容レベルとともにわが国では、比肩す

るものなき授業を実施してきた。2015年度においては、「事業構想研究」（清成忠男担当）、「事業

構想の基本」(東英弥・中嶋聞多担当)を配当している。 

また、事業構想を修得するため、そして人材養成の基盤になる科目、周辺知識や広い視野を涵

養する科目、先端知識を学ぶ科目として選択科目の４科目を配置している。 

 

「基礎科目」 

①必修科目 

「事業構想研究」（清成忠男担当） 

「事業構想の基本」(東英弥・中嶋聞多担当) 

②選択科目 

「社会動向と事業構想」（上野征洋担当） 

「技術動向と事業構想」（岩田修一担当） 

「経済動向と事業構想」（高田伸朗担当） 

「事業環境と事業構想」（岸波宗洋担当） 

 

これらの科目は、将来、経営者としてあるいは事業者として活躍するための素養を身につける

必須知識であり、また、社会分析や先見性の力を培うためのものであり、履修した学生からは、

いずれも大きな満足感を得ている。 

 

（３）体系的な科目配置 

学生による履修が系統的・段階的に行なわれるよう、「基礎科目」「専門科目」「展開科目」「演

習」の科目群から構成されている。基礎科目→専門科目→展開科目→演習（ゼミ）と段階的に履

修するイメージとなっている（図表 2-1）。 
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図表 2-1 科目群の配置 

 

 

まず、「基礎科目」と呼んでいる最も重要かつ基礎能力育成の科目群７科目については、一年次

において履修できるよう時間割上の配慮を行なっている。これらの基礎的な科目は、必修科目２

科目（事業構想研究、事業構想の基本）、選択科目５科目で構成され、履修上の基礎をなすもので

あり、学生も一年次における履修に力を注いでいる。 

 「専門科目」では、本学が事業構想の段階を独自に設定している「事業構想サイクル」（図表 2-

2）に沿って、科目を配当している。「発・着・想」「構想案」「フィールドリサーチ」「構想計画」

「コミュニケーション（プレゼンテーション）」ごとに 1～3 科目配当している。本学の事業構想

専攻における中核をなす科目である。 

 

「専門科目」 

①発・着・想 

「クリエイティブ発想法」（小塩篤史担当） 

「イノベーションの発想」（岩田修一担当） 

「実践アイデア発想演習」（渡邊信彦担当） 

②構想案 

「情報収集・編集法」（小塩篤史担当） 

「理想の事業構想づくり」（中嶋聞多担当） 

③フィールドリサーチ 

「実践リサーチ手法」（小塩篤史担当） 

「顧客仮説リサーチ」（岸波宗洋担当） 

④構想計画 

「ビジネス・モデルの策定」（江端浩人担当） 

「構想計画策定演習」（岸波宗洋担当） 

⑤コミュニケーション（プレゼンテーション） 

「プレゼンテーション演習」（友原琢也担当） 
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図表 2-2 事業構想サイクル 

  

 

「展開科目」は、①学生のキャリアパス別科目（3科目）、②構想する事業領域別科目（5科目）、

③経営学科目（8科目）、④2015年度限定開講科目（4科目）の計 20科目から構成されている。学

生のキャリアパスや、構想している事業領域に応じて選択できるよう、多くの科目を配当してい

る。経営学の科目については、全体的には経営者として習得しておくべき基礎レベルを広い分野

から配当している。これは、本学に入学する学生の学部での専攻が多様であり、社会人としての

キャリアやポジションによって経営学分野の習熟度にかなりの差が見られること、さらに本人が

必要とする分野を補完できるように配慮している。 

 

「展開科目」 

①学生のキャリアパス別科目 

「企業内における事業構想」（渡邊信彦担当） 

「事業承継における事業構想」（酒井穣担当） 

「起業を目指す事業構想」（見山謙一郎担当） 

 

②構想する事業領域別科目 

 「健康・医療産業における事業構想」（根来秀行担当） 

「ITと事業構想」（江端浩人担当） 

「観光と地域活性化」（大社充担当） 

「地方都市の事業構想」（中嶋聞多担当） 

「ソーシャルビジネス」（見山謙一郎担当） 

 

③経営学科目 

 「組織と人材」（酒井穣担当） 

「マーケティング」（村山貞幸担当） 
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「ビジネス会計Ⅰ」（天明茂担当） 

「ビジネス会計Ⅱ」（天明茂担当） 

「ファイナンス」（結城秀彦担当） 

「ブランド戦略」（野口恭平担当） 

「グローバル・マネジメント」（野口恭平担当） 

「コミュニケーション戦略」（上野征洋担当） 

 

④2015年度限定開講科目 

「PR/IR」（柴山慎一担当） 

「広告・プロモーション」（田中里沙担当） 

「M&A／組織変革」（松江英夫担当） 

「リスクマネジメント」（田中正博担当） 

 

「演習」科目はいわゆる「ゼミ」であるが、11名の教員が担当している。演習のなかで、学生

個別の事業構想計画書（修士論文に代わるもの）の指導を行っている。 

本学では 2 つの演習（ゼミ）を履修することを推奨している。つまり 2 名の指導教員から事業

構想計画書の指導を受けることになる。これは「正解」のない事業構想分野において、複数の教

員からの指導を受けることによって、異なった視点や観点からの示唆を得て、新たな発見や気づ

き、アイデアの創出を期待してのことである。 

2015年度は研究者教員（5名）からなる「演習Ａ」と、実務家教員（6名）からなる「演習Ｂ」

にわけて、それぞれから 1 科目ずつ 2 年次に履修できるようにした。研究者教員と実務家教員が

双方補完しながら個々の学生の指導に当たっている。 

 

多様なニーズに対応する教育課程の編成 

 

社会からの要請、学術の発展動向、学生の多様なニーズに対応する教育課程の編成については、

設置認可時の「教育課程の考え方」に明示したとおりに実施している（2-3）。 

まず「社会からの要請」について。 

事業構想研究科は専門職課程として設置されたものであるが、事業構想という産業分野が存

在するわけではなく、本来、立脚点としている製造業、サービス業、その他多様な産業分野に

おける事業革新や事業創造をめざす人々が学ぶ場である。 

IT 技術の急速な進展により、高度情報社会が現実のものとなり、社会的にも高度な IT 技術

を駆使して新たな事業を起こす人々が増えている。本学の入学者についても同様の傾向がみら

れ、企業内ベンチャーを目指す院生の多くは IT 系とみられる。こうしたトレンドに対して、

事項に述べるように「技術動向と事業構想」「IT と事業構想」などの科目を導入し、教育課程

においてすでに実践している。同様に地域社会の課題に対応するための「社会動向と事業構想」

「地方都市の事業構想」などの科目を新設し、多くの受講生がいることも、社会のニーズに対

応した取り組みといえよう。 

次に「学術の発展動向」への対応について。 
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かつて中央教育審議会はその答申「新時代の大学院教育」（2005 年）において専門職大学院

は「産業界・実業界などでも求められる専門職（プロフェッション）そのものの確立を支え、

プロフェッショナル集団を強固に形成する上で重要な役割が期待されて発足」と位置づけてい

る。本研究科は、まさにこの役割を体現し「理論と実務の架け橋」となる教育に取り組んでい

る。この領域では、学術的な知見をもって取り組まなければならない課題が多く、IT技術の高

度化による「インダストリー4.0」や「高度な地域医療」さらに金融と技術を融合した「フィン

テック」など新領域を形成しつつある分野への取り組みが要請されよう。これらについては、

いち早く分野ごとの権威者や指導者を招いて特別講義を行うなど、先端的な取り組みを続けて

いくものとする。 

「学生の多様なニーズへの対応」について。 

本学入学者の多くは「経験は豊富だが、理論武装をめざしたい」「理論や体系は理解しても実

践方法を学びたい」などの問題意識で入学してくることを対象に「理論と実務の架け橋」とな

る教育を行なっている。とくに、これからの産業社会ではグローバル化や多文化共生社会で活

躍するための新しい知識と手法が求められており、そのニーズに応えようとするものである。

具体的には「ソーシャルビジネス」や「観光と地域活性化」 

などは、学生の要請で開講して経緯がある。特に、これからは産業社会の変化とともに生じた

グローバル化や多文化共生社会への対応を含めて、学生のニーズに応えつつ「理論と実務の架け

橋」となる人材育成をめざしている。 

 

特色ある科目の配置 

 本学における教育の「固有の目的」は大学名、研究科名にも示したとおり「事業構想」を学ん

で独自の起業家精神（アントレプレナーシップ）を身につけ「起業家」「事業のイノベーター」「革

新的な事業継承者」などを育成することである。 

 「基礎科目」「展開科目」に配置された科目は、いずれも本学独自の教育目的を達成するための

特色ある科目であり、他の専門職大学院、MBAコースなどにも見られない内容とレベルを備えた科

目である。 

基礎科目では、特に選択科目の下記 4 科目については、社会動向、技術動向、経済動向、事業

環境を事業構想の視点からとらえる他にはない科目である。 

「社会動向と事業構想」（上野征洋担当） 

「技術動向と事業構想」（岩田修一担当） 

「経済動向と事業構想」（高田伸朗担当） 

「事業環境と事業構想」（岸波宗洋担当） 

 

展開科目では、多彩なバックボーンと学生のキャリアパスに配慮した下記科目を配置している。 

 

「企業内における事業構想」（渡邊信彦担当） 

「事業承継における事業構想」（酒井穣担当） 

「起業を目指す事業構想」（見山謙一郎担当） 
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また、学生が構想する事業領域は多岐にわたっているが、比較的多くの学生が関心を持ってい

る医療・介護、ＩＴ、観光、地域活性化、ソーシャルビジネスに関しては、当該分野の第一人者や

専門家による講義を展開科目として開講し、それぞれの領域の最新事情を講義するのみでなく、

事業構想を行うに当たっての示唆を与えるものとなっている。 

 「健康・医療産業における事業構想」（根来秀行担当） 

「ITと事業構想」（江端浩人担当） 

「観光と地域活性化」（大社充担当） 

「地方都市の事業構想」（中嶋聞多担当） 

「ソーシャルビジネス」（見山謙一郎担当） 

 

また、先に述べたとおり、演習（ゼミ）において複数教員による指導も他大学ではあまりみられ

ない特色である（2-4）。 
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科目名 担当教員 旧科目名 配当年次 単位数 単位区分 学期

事業構想研究 清成忠男 事業構想特論 １・２ 2 必修※ 後期

事業構想の基本 東英弥／中嶋聞多 １・２ 2 必修※ 前期

事業構想企画演習 小早川護・岸波宗洋 プロジェクトJ（事業構想企画演習） １・２ 2 選択 前期

社会動向と事業構想 上野征洋 社会洞察 １・２ 2 選択 後期

技術動向と事業構想 岩田修一 技術洞察（科学技術動向、未来予測） １・２ 2 選択 前期

経済動向と事業構想 高田伸朗（客員） 経済洞察 １・２ 2 選択 前期

事業環境と事業構想 岸波宗洋 ビジネス洞察（事業戦略） １・２ 2 選択 前期

クリエイティブ発想法 小塩篤史 創造的思考法（基礎） １・２ 2 選択 前期

イノベーションの発想 岩田修一 創造的思考法（応用） １・２ 2 選択 後期

実践アイデア発想演習 渡邊信彦（客員） １・２ 2 選択 後期

情報収集・編集法 小塩篤史 情報収集・編集法 １・２ 2 選択 前期

理想の事業構想づくり 中嶋聞多 事業ビジョンの構築（事業の社会的意義等） １・２ 2 選択 前期

実践リサーチ手法 小塩篤史 フィールド・リサーチ（基礎） １・２ 2 選択 後期

顧客仮説リサーチ 岸波宗洋 フィールド・リサーチ（応用） １・２ 2 選択 後期

ビジネス・モデルの策定 江端浩人 ビジネス・モデルの策定 １・２ 2 選択 前期

構想計画策定演習 岸波宗洋 事業構想計画 １・２ 2 選択 後期

プレゼンテーション演習 友原琢也（客員） プレゼンテーション（応用） １・２ 2 選択 後期

企業内における事業構想 渡邊信彦（客員） 生産材市場における事業構想 １・２ 2 選択 前期

事業承継における事業構想 酒井穣（特任） 消費材市場における事業構想 １・２ 2 選択 後期

起業を目指す事業構想 見山謙一郎（客員） サービス産業における事業構想 １・２ 2 選択 前期

健康・医療産業における事業構想 根来秀行 健康・医療産業における事業構想 １・２ 2 選択 後期

ITと事業構想 江端浩人 ITと事業構想 １・２ 2 選択 後期

観光と地域活性化 大社充（客員） 観光と地域活性化 １・２ 2 選択 後期

地方都市の事業構想 中嶋聞多 １・２ 2 選択 後期

ソーシャルビジネス 見山謙一郎（客員） ソーシャルビジネス １・２ 2 選択 後期

組織と人材 酒井穣（特任） 組織と人材 １・２ 2 選択 前期

マーケティング 村山貞幸（客員） マーケティング １・２ 2 選択 前期

ビジネス会計Ⅰ 天明茂 ビジネス会計Ⅰ １・２ 2 選択 前期

ビジネス会計Ⅱ 天明茂 ビジネス会計Ⅱ １・２ 2 選択 後期

ファイナンス 結城秀彦（客員） ファイナンス １・２ 2 選択 前期

ブランド戦略 野口恭平 ブランド・コミュニケーション １・２ 2 選択 前期

グローバル・マネジメント 野口恭平 グローバル・マネジメント １・２ 2 選択 後期

コミュニケーション戦略 上野征洋 広報・コミュニケーション戦略 １・２ 2 選択 前期

PR/IR 柴山慎一（客員） PRとIR １・２ 2 選択 後期

広告・プロモーション 田中里沙 イノベーションと社会関係資本 １・２ 2 選択 前期

M&A／組織変革 松江英夫（客員） Ｍ＆Ａ １・２ 2 選択 後期

リスクマネジメント 田中正博（客員） 危機管理とBCP １・２ 2 選択 前期

事業構想演習 上野征洋 事業構想演習 2 2/2 選択必修 前期／後期

事業構想演習 岩田修一 事業構想演習 2 2/2 選択必修 前期／後期

事業構想演習 根来秀行／村山貞幸 事業構想演習 2 2/2 選択必修 前期／後期

事業構想演習 天明茂 事業構想演習 2 2/2 選択必修 前期／後期

事業構想演習 小塩篤史 事業構想演習 2 2/2 選択必修 前期／後期

事業構想演習 竹安聡（特任） 事業構想演習 2 2/2 選択必修 前期／後期

事業構想演習 酒井穣（特任） 事業構想演習 2 2/2 選択必修 前期／後期

事業構想演習 見並陽一（特任） 事業構想演習 2 2/2 選択必修 前期／後期

事業構想演習 江端浩人 事業構想演習 2 2/2 選択必修 前期／後期

事業構想演習 野口恭平 事業構想演習 2 2/2 選択必修 前期／後期

事業構想演習 岸波宗洋 事業構想演習 2 2/2 選択必修 前期／後期

事業構想大学院大学

合計４８科目

展
開
科
目

事業領域

小計２０科目（５科目以上）

１５年度
限定開講

経営学

演習Ｂ

小計１１科目（前期・後期各１科目以上）

演習Ａ

演
習
（

ゼ
ミ
）

構想計画

プレゼンテーション

小計１０科目（５科目以上）

専
門
科
目

構想案

フィールド
リサーチ

発・着・想

2015年4月1日

２０１５年度カリキュラム

科目区分

人間・社会・技術・
ビジネス洞察

小計７科目（５科目以上）

事業構想の
綜合的理解

基
礎
科
目
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＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-3：事業構想大学院大学「設置の趣旨等を記載した書類」（15頁、19頁） 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 
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項目６：単位の認定、課程の修了等 

 

各経営系専門職大学院は、関連法令に沿って学習量を考慮した適切な単位を設定し、学生が

バランスよく履修するための措置をとらなければならない。 

単位の認定、課程の修了認定、在学期間の短縮にあたっては、公正性・厳格性を担保するた

め、学生に対してあらかじめ明示した基準・方法に基づきこれを行う必要がある。また、授与

する学位には、経営系各分野の特性や教育内容に合致する名称を付すことが求められる。 

＜評価の視点＞ 

2-5：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こと。（「大学」第21条、第22条、第23条）〔Ｌ

群〕 

2-6：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、学生が年間又は各学期に履修登録できる単

位数の上限が設定されていること。（「専門職」第12条）〔Ｌ群〕 

2-7：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、法令上の規定に沿っ

て、当該経営系専門職大学院の教育水準・教育課程との一体性を損なわないよう十分に留意した方法で

行われていること。（「専門職」第13条、第14条）〔Ｌ群〕 

2-8：課程の修了認定に必要な在学期間・修得単位数が、法令上の規定に沿って適切に設定されていること。

（「専門職」第２条第２項、第３条、第15条）〔Ｌ群〕 

2-9：課程の修了認定の基準・方法が、学生に周知されていること。（「専門職」第 10条第２項） 

2-10：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こと。また、その場合、固有

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こと。（「専門職」第16条）〔Ｌ群〕 

2-11：在学期間の短縮を行っている場合、その基準・方法が、学生に対して学則等を通じてあらかじめ明示さ

れていること。また、明示された基準・方法は、公正かつ厳格に運用されていること。〔Ｆ群〕 

2-12：授与する学位には、経営系各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こと。（「学

位規則」第５条の２、第 10 条）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

適切な単位設定 

本学の単位、ならびに単位当たりの学修時間は、次のように設定している。 

授業は１セメスターを 15 週とし、前期、後期に分けて設定している。週一回当たりの各授業は

別掲の通り、90 分間であるが、制度上、これを２時間としている。これに予習、復習の自習時間

４時間を加え、週当たりの学修量を６時間とし、これに 15 週を乗じたものを学期学修量としてい

る。よって、次のような計算式に従い、１単位当たりの学修量を 45 時間としている。 

 

                                   90 時間 

１単位＝（授業時間（２時間）＋予・復習学習（４時間））×15 週＝ 

2 単位（科目単位数） 

＝45 時間 
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授業科目の特徴、内容、履修形態、ならびに適切な単位の設定については次の通りである（2-

5）。 

まず、教育内容は、「基礎科目群」、「専門科目群」、「展開科目群」「演習科目群」という「４つの

科目群」からなる。それぞれの科目群は２～３の領域科目によって構成され、具体的には履修段

階を経て入学から修了までの履修指導を行うものとなっている。 

科目構成は、院生の研究テーマや研究課題、問題意識に対して段階的に専門知識と実務技法を

修得できるよう配置している。 

 まず、「基礎科目」には、「事業構想とは何か」を理解し「事業構想を推進するための知識と技

法」を身につけるため科目を配置しているこれによって「事業構想」の基礎となる知識と実務知

識を修得する。 

次の「専門科目」においては、事業構想に不可欠の専門知識と、組織運営とくに人的資源のマ

ネジメント能力を身につけるための科目が配置されている。 

 3 つ目は「展開科目」で、自らの専門領域や事業推進に合致した市場戦略や事業展開のための専

門知識と実務を身につける。 

2 年次では、「演習」を履修し、「事業構想」を具体化する最終段階となる。ここでは研究計画や

研究テーマに沿って専任教員の指導のもと、事業構想のシミュレーションや実施計画を具体的に

促して学習・実践するものとする。 

 こうした独自の教育課程において、学生が十分かつ余裕をもって勉学に取り組めるよう、時間

割は平日に２コマ（90分×２）ずつの科目配置を行なっている。土曜日は午前１コマ、午後２コ

マの配置を行ない、仕事をもつ社会人学生でも履修上の不都合が生じないように配慮している。

また、各科目とも 15コマの履修（90分×15）で２単位を付与することで、予習、復習を含めて余

裕をもって学ぶことができるようになっている。 

 

年間履修登録の制限 

各年次にわたって授業科目をバランスよく履修するため、学生の年間履修登録には制限を設け

ている。年間登録の上限は 30単位までとし、バランスよく履修するため、これを前期、後期で均

等に科目選択するように履修指導を行なっている。しかし、例年、前期への履修登録科目がどう

しても後期を上回る傾向がみられる。 

 これは、業務上や健康上の課題を考え「なるべく早く単位を取得したい」という心理が作用し

ていることなどが挙げられる。こうした実情はやむを得ないことでもある。現状において前期、

後期とも単位の取得状況はきわめて良好である。 

年間の登録上限を超えて学習したいという希望がある場合は、授業科目の「聴講」を認めてい

る。これは、単位認定は行わないものの、授業に参加したいという希望があった場合の制度であ

る。ただし、聴講の場合においても、単位履修者の妨げにならないよう、出席やグループワーク、

課題の提出などは履修者と同じ態度で臨むことを履修要綱にも明記し、またガイダンス等でも周

知している。また、担当教員の了承が前提となっており、履修人数が過多にならないように配慮

している。 

いずれにしても、授業への出席のみならず、課題の作成やグループワークも課している科目が

多いため、入学時のオリエンテーションにおいて、計画的でバランスのとれた履修を指導してい

る（2-6）。 
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他大学院において履修した単位や入学前に修得した単位の認定 

 

 他の大学院で履修した単位の修得単位のへの算入は、以下のような２つの例を設定し、「教育研

究委員会」で実施している（2-7）。 

① 本学と「単位互換協定」を締結した他の大学院においての単位修得は、本人の修得届に基づ

いて、本学の履修単位として認定される。 

本学では 2014(平成 26)年、信州大学と「大学間包括連携協定」を結んでいるが、現在のとこ

ろ単位互換は行っていない。その代替措置として、信州大学の学生と本学の学生が一緒に受

講する連携授業を設定している（「技術からの事業構想」小塩篤史、夏季集中）。本授業では、

信州大学繊維学部リーディング大学院の学生 5 名が本学学生と一緒に受講している。開講場

所も本学と信州大学繊維学部（長野県上田市）の双方で実施して本学の単位を付与している。 

なお、信州大学の学生は、本学で付与した単位を信州大学の単位として認定している。 

 

  本学への入学以前に他大学院での修得科目については、科目名称、講義内容に即して読み換

えができるように教務上の配慮を行なっている。しかし、現在まで、こうした履修科目の認

定申請はない。 

 

課程の修了認定に必要な在学期間・修得単位数の設定 

課程の修了認定については学則に以下のとおり定めている（2-8）。 

 

【修了要件】 

 第 26 条 修士課程を修了するためには、休学、停学期間を除いて２年以上在学し、所定の

科目について 34単位を修得し、必要な演習（指導）を受け、かつ別に定める修了審査委員会の

規定に従って審査に合格しなければならない。 

 

 これは設置認可時に法令上の規定に基づいて規定したもので、在学期間、修得単位数とも現在

まで遵守されている。 

 

 なお、2015(平成 27)年度入学者の単位要件は次の通りである。 

  ・基礎科目…7科目中、5科目位以上選択、うち 2科目は必修 

  ・専門科目…10科目中 5科目以上選択 

  ・展開科目…20科目中 5科目以上選択 

  ・演習科目…11科目中前期・後期各 1科目以上選択必修 

 

すべての科目は 2単位科目で構成されており、34単位以上履修することが修了要件となってい

る。1年間に履修できる単位数の上限は 30単位となっており、それ以上の履修を希望する学生は、

担当教員の許可を得て「聴講」することができる。聴講は単位には参入されないものの、履修し

た学生と同様に、授業への出席、グループワークへの参加、レポートの提出を求めている。  

 



24 

 

 

課程の修了認定基準・方法の学生への周知について 

 課程の修了認定については、学生への配布物である「院生便覧・履修要項」に明記されている。

また、入試説明会、新入生ガイダンス、学生面談などの機会には、修了に必要な単位数の告知を

行ない、「修了認定審査」の内容とともに周知を図っている。 

これによって、現在まで、修得認定の基準に対する誤解や失念によって単位数の不足を招いた

例はない（2-9）。 

 

在学期間の短縮 

本学においては、在学期間の短縮は学則上、設定されていない。また開学以降、現在まで、学

生からの相談や要望もない（2-10、2-11） 

 

 

授与する学位 

 本学の事業構想研究科の修了生には「事業構想修士」（Master of Project Design）の学位を授

与している。この学位名称については、2011年の設置認可申請の折、設置分科会の認可を得た学

位名称であり、すでに４期生が在学している現在、この学位名称は次第に社会的認知を得つつあ

ると考える。 

 具体的には、この学位名称を有する修了生の社会的活躍、「月刊事業構想」（各号 50,000 部）、

大学広報誌（各号 25,000部）などによる広報効果もその認知・浸透に貢献したものと思われる（2-

12）。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 

・添付資料 2-2：事業構想大学院大学学則 
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（２）教育方法等 

 

項目７：履修指導、学習相談 

 

各経営系専門職大学院は、入学前における学生の経験や修得知識の多様性を踏まえた履修指

導体制を整備するとともに、学生の学習意欲を一層促進する適切な履修指導、学習相談を行う

ことが必要である。また、履修指導、学習相談においては、固有の目的に即した取組みを実施

し、特色の伸長に努めることが望ましい。 

なお、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を規程等で明文化し、

かつ、適切な指導を行うことが必要である。 

＜評価の視点＞ 

2-13：学生に対する履修指導、学習相談が学生の多様性（学修歴や実務経験の有無等）を踏まえて適切に行わ

れていること。〔Ｆ群〕 

2-14：インターンシップ等を実施する場合、守秘義務等に関する仕組みが規程等で明文化され、かつ、適切な

指導が行われていること。〔Ｆ群〕 

2-15：固有の目的に即して、どのような特色ある取組みを履修指導、学習相談において行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

学生に対する履修指導、学習相談 

学生への履修指導、学習相談は適切に行なわれている。本学の入学者は、社会人であるため、

年齢、職業は多様でかつ個性的な学生が多い。このため、入学時には「履修ガイダンス」を２回

にわけて行ない、少人数による面談方式で実施している。 

とくに新入生については、教員と事務局（教務担当）が個別指導、相談に応じ、本人の研究テ

ーマ、事業構想の内容について相応しい科目履修を指導するなど、学生ニーズの多様性に対応し

ている。 

入学後は、事務局（教務担当）が窓口となって学生の相談に応じ、内容によって教員に引き継

ぐようにしており、平常時においても学生の履修指導に万全を期している。 

開学以来、これまでの履修に関するトラブルや学生からの申し立てなどはない（2-13）。 

 

インターンシップ 

 インターンシップについては現在、実施していない（2-14）。 

 

履修指導・学習相談 

 本学の「固有の目的」の実現に向けての取り組みは学生の「創造的問題解決能力」向上に向け

て適切な勉学を指導することにある。また、学生のニーズは多様であるため、履修指導で重視し

ているのは学生の「志望動機」すなわち入学の目的と「事業構想のあり方」すなわち成果目標の

内容である。この入り口と出口を結んで、どのような勉学をし、どんな問題解決に取り組み、ど

う成果に結実させるかを重視して履修指導を行なっている。この入り口と出口を結んだ履修指導

は、会社員、公務員、医師、非営利組織メンバーなど職業人として多様な目標を有する学生に向

けて臨時応変かつ適確な助言と指導を可能にしており、本学の特色ある取り組みと言えよう。 
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 また、専任教員のメールアドレスは公開されており、履修や学習に関しては、学生がメールで

教員にアポイントメントをとって、面談しているケースが多い。また、履修登録について、事務

局にも相談が多く寄せられており、個別に対応している。 

 社会人学生のため、時には業務の繁忙期や海外出張などで、一時的に授業に出られない学生も

いるが、その場合は遠慮なく担当教員に相談するようにという指導を行っている。後日、授業の

ビデオを視聴したうえで課題を提出するなど、教員が個別にきめ細かくフォローしている。また、

ゼミの場合は、海外出張先とスカイプを結んで授業に参加する学生もいる（2-15）。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 

・添付資料 2-9：-92015年度 履修ガイダンススケジュール 
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項目８：授業の方法等 

 

各経営系専門職大学院は、教育の効果を十分上げるために、理論と実務の架橋を図る教育方

法を導入し、これを効果的に実施することが必要である。そのためには、授業の方法、施設・

設備その他の教育上の諸条件を考慮した適当な学生数で授業を実施しなければならない。ま

た、事例研究、現地調査又は質疑応答や討論による双方向・多方向の授業等、個々の授業の履

修形態に応じて最も効果的な授業方法を採用することが必要である。その際、グローバルな視

野をもつ人材養成を推進するための教育方法を導入することや固有の目的に即した取組みを実

施し、特色の伸長に努めることが望ましい。 

なお、多様なメディアを利用して遠隔授業を行う場合、又は通信教育によって授業を行う場

合は、その教育効果が十分に期待できる授業科目をその対象としなければならない。 

＜評価の視点＞ 

2-16：ひとつの授業科目について同時に授業を受ける学生数は、授業の方法、施設・設備その他の教育上の諸

条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる適当な人数となっていること。（「専門職」第７条）〔Ｌ

群〕 

2-17：実践教育を充実させるため、講義に加えて、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

ていること。（「専門職」第８条第１項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

2-18：グローバルな視野をもった人材養成を推進するために、どのような教育方法が導入されているか。〔Ａ

群〕 

2-19：多様なメディアを利用して遠隔授業を行う場合は、その教育効果が十分に期待できる授業科目をその対

象としていること。（「専門職」第８条第２項）〔Ｌ群〕 

2-20：通信教育によって授業を行う場合は、その教育効果が十分に期待できる授業科目をその対象としている

こと。（「専門職」第９条）〔Ｌ群〕 

2-21：固有の目的に即して、どのような特色ある取組みを授業方法に関して行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

受講人数 

 ひとつの授業科目について受講する人数は、演習科目を除いて 8名～39名となっている。平均

では、2015年度前期では履修者 19.6名、聴講者 0.9名、合計 20.5名となっている。後期は、履

修者 15.5名、聴講者 4.4名、合計 19.9名となっている(図表 2-3,2-4)。 

また、平日夜間と土曜日開講の時間割であるため、平日一日の授業科目の開講数（演習を除く）

は２科目である。こうしたことから視聴覚教材（ビデオ、パワーポイントなど）の活用やグルー

プ演習などについて十分な設備と余裕をもって教室の利用が行なわれている。いずれもの授業も

本学における教室の収客人数、教室数（演習室を含めて４教室）によって適切に運営されている

（2-16）。 
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図表 2-3 2015年度前期講義科目受講者数（除く演習） （単位＝人） 

 

 

図表 2-4 2015年度後期講義科目受講者数（除く演習） （単位＝人） 

 

   

科目名 担当教員 履修 聴講 合計

事業構想の基本 東英弥・中嶋聞多 38 0 38

事業構想企画演習 小早川護・岸波宗洋 29 0 29

技術動向と事業構想 岩田修一 17 0 17

経済動向と事業構想 高田伸朗 39 0 39

事業環境と事業構想 岸波宗洋 23 4 27

クリエイティブ発想法 小塩篤史 26 0 26

情報収集・編集法 小塩篤史 15 1 16

理想の事業構想づくり 中嶋聞多 8 0 8

ビジネス・モデルの策定 江端浩人 24 0 24

企業内における事業構想 渡邊信彦 17 0 17

起業を目指す事業構想 見山謙一郎 19 0 19

組織と人材 酒井穣 13 0 13

マーケティング 村山貞幸 12 0 12

ビジネス会計Ⅰ 天明茂 13 2 15

ファイナンス 結城秀彦 12 1 13

ブランド戦略 野口恭平 18 5 23

コミュニケーション戦略 上野征洋 12 1 13

広告・プロモーション 田中里沙 26 2 28

リスクマネジメント 田中正博・丸山満彦 12 1 13

平均 19.6 0.9 20.5

科目名 担当教員 履修 聴講 合計

事業構想研究 清成忠男 31 0 31

社会動向と事業構想 上野征洋 17 10 27

イノベーションの発想 岩田修一 15 2 17

実践アイデア発想演習 渡邊信彦 22 4 26

実践リサーチ手法 小塩篤史 12 4 16

顧客仮説リサーチ 岸波宗洋 20 7 27

構想計画策定演習 岸波宗洋 25 1 26

プレゼンテーション演習 友原琢也 16 6 22

事業承継における事業構想 酒井穣 25 6 31

健康・医療産業における事業構想 根来秀行 12 3 15

ITと事業構想 江端浩人 10 2 12

観光と地域活性化 大社充 7 8 15

地方都市の事業構想 中嶋聞多 11 5 16

ソーシャルビジネス 見山謙一郎 9 3 12

ビジネス会計Ⅱ 天明茂 7 1 8

グローバル・マネジメント 野口恭平 21 8 29

PR／IR 柴山慎一 12 4 16

M＆A／組織変革 松江英夫 7 6 13

平均 15.5 4.4 19.9
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演習科目については、3～8名で、平均人数は 6.0名となっており、適正規模での指導ができて

いる（図表 2-5）。 

 

図表 2-5 2015年度演習科目受講人数（単位=人） 

 

 

実践教育の充実 

 講義においては、ほとんどの授業科目で討論、グループ学習、ケーススタディが取り入れられ

ている。多くの場合、授業科目では講義の前半で教員による講義を行ない、後半ではその内容や

課題について討論やグループ学習を行なうケースが多い。ケーススタディについては、授業の内

容に合わせてゲスト講師（ほとんどは第一線の経営者やビジネスパーソン）に自社のケースを発

表・解説してもらい、それを全員で議論するケースという２つの形態が多く見られる。 

 ゲーム、シミュレーションについては、この分野の研究者、あるいはこうした講義手法が得意

な教員による講義で取り入れ、実施している。具体的には小塩篤史担当「クリエイティブ発想法」、

友原琢也「プレゼンテーション演習」などで取り入れている。 

 またフィールド･スタディについては、大別して、各々の授業の中で教員の判断で実施するもの

と自己の事業構想を裏づけるサーベイの実施とに分けられる。前者においては、教員の判断で授

業科目のテーマや内容に合わせて適宜に取り入れて実施されている。後者については、自己の事

業構想を中間発表会などで公表し、これについて教員や外部専門家の助言と指導で実施している

ケースが多い。具体例としては、小塩篤史「実践リサーチ手法」、岸波宗洋「顧客仮説リサーチ」

などである。これは、事業構想の内容について社会的ニーズの裏づけや市場分析などの精緻化な

どに応用されており、ステークホルダーの設定などにも大いに役立っている。 

インターンシップについては、本学の学生は全員が社会人で、すでに企業を経営していたり、

企業や団体に勤務している学生がほとんどであるため、実施していない（2-17）。 

 

 

グローバルな視野をもった人材の養成 

 グローバルな視野をもつ人材育成については、日常的に取り組んでおり成果も上っている。本

学のような専門職大学院では、グローバルな視野をもって学習や研究に取り組むのは当然のこと

担当教員 人数

上野ゼミ 8

岩田ゼミ 5

根来・村山ゼミ 7

天明ゼミ 5

小塩ゼミ 8

竹安ゼミ 4

酒井ゼミ 7

見並ゼミ 4

江端ゼミ 3

野口ゼミ 7

岸波ゼミ 8

6.0

演習Ａ

演習Ｂ

平均



30 

 

であり、授業科目、演習指導においても十分に織り込まれている。 

まず、教員の多数は海外の大学院で学位を取得したり、研究員としての留学経験をもち、その

経験や国際的視野を授業内容に織り込んでおり、海外の大学や企業活動における最先端の知見の

紹介なども随時行われている。また、専任教員の中にはグローバルビジネスの経験者や現役役員

も少なからず存在し、日産自動車のグローバル・マーケティング部長を経て現在はＬＩＸＩＬの

執行役員である野口教授、マイクロソフト社の元日本法人副社長で現在はＩＭＪの執行役員の江

端教授、さらにハーバード大学医学部兼任教授の根来教授などが教鞭をとっている。これらの教

員の経験や知識は日常的な講義でもグローバルな視野の涵養に十分な教育効果をもたらしている。 

野口教授の「グローバル・マネジメント」の授業では、グローバルビジネススキルに関する講

義は 2 コマ実施しており、また海外事業を展開する企業の役員や責任者が多数ゲスト講師として

出講している。逆に Airbnb のようにインバウンドを手掛ける企業の代表も同授業のゲストとして

招聘している。授業外においても、学外のゲスト講師を招聘して実施している「サロンスピーチ」

の講師として、海外からも年間数名のゲスト講師を招聘している。 

 こうした中で、2013年には、女性学生を中心にチームを編成して、世界銀行主催のビジネスコ

ンテスト「ハッカソン」に出場、国内優勝し、2014年にはアメリカ、ボストンでの世界大会へ出

場するなど、学生レベルでのグローバルな成果もみられた。 

このように教員のグローバルな知識や経験、そして学生の広い視野や行動がうまくマッチして、

グローバル人材の教育には成果を上げている（2-18）。 

 

遠隔授業・通信教育 

 現在のところ、遠隔授業は実施していない。現在、本学を設置する学校法人が新大学院を設置

申請中（社会情報大学院大学、東京都新宿区、2017年度開学）であり、同大学との連携による単

位互換等は可能性としてありうる。その際に、遠隔授業の導入も視野に入れて検討していきたい。

また、将来の本学のビジョンとして全国に分校（サテライト・キャンパス）を展開する計画があ

り、将来の課題として研究したい（2-19）。 

 また、遠隔授業ではないが、仕事の都合等で、授業に出席できない場合、そのフォローとして、

教員の許可を得たうえで、授業のビデオ補講を実施している。補講は大学院の図書室等でＤＶＤ

による視聴と、教員やゲスト講師の了解があった場合には、オンライン上でのストリーミング視

聴も可能な体制となっている。 

現在、通信教育は実施していない。現在のところ検討もしていない（2-20）。 

 

特色ある授業方法 

 「固有の目的」に即した授業方法の取り組みについては、主に、教員と学生との対話や指導の

中で行なわれている。学生の大半は自ら事業構想を具体化し、将来の事業計画に結実させること

をめざしており、専門職大学院としても、そうした成果を得るための指導や支援を行なうのは当

然である。 

 本学の教育目的は「創造的問題解決能力を有する高度な専門職業人の育成」（学則第１条）にあ

り、この目的は、教員、学生に共有されている。ゆえに、いずれの授業や演習指導においても「創

造的問題解決能力」の涵養はともにめざすところであり、本学の独自性を保持している。多くの

授業では、学生と教員、学生同士の討論を必ず取り入れており、これは、多くの学生に新たな気
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づきや発想の転換をもたらしており、創造的問題解決能力の向上に役立っている。授業中の学生

によるプレゼンテーションをほとんどの授業で行なっているため、そのパワーポイント作成や論

理構成、ストーリー作成など、いずれも創造力が要求され、教員や同級生も参加して日常的な創

造力の鍛錬が行なわれている。 

 また、個別の科目間の枠組みを超えて、全学で実施している「発表会」も実施している。１年

次においては希望者のグループによる事業構想の発表会、２年次においては、修了時に課してい

る「事業構想計画書」作成に向けての中間発表会を２回、完成した「事業構想計画書」を披露す

る事業構想発表会を修了時に開催している。これらは、学長以下、専任教員、兼任教員が出席し、

発表に対する丁寧なコメントを口頭および文書でフィードバックしている（2-21）。 

 

発表会 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 

・添付資料 2-2：事業構想大学院大学学則 

  



32 

 

項目９：授業計画、シラバス 

 

各経営系専門職大学院は、学生の履修に配慮した授業時間帯や時間割等を設定することが必

要である。また、シラバスには、毎回の授業の具体的な内容・方法、使用教材、履修要件、年

間の授業計画等を明示し、授業はシラバスに従って適切に実施することが求められる。なお、

シラバスの内容を変更した場合は、学生にその旨を適切な方法で周知する必要がある。 

＜評価の視点＞ 

2-22：授業時間帯や時間割等は、学生の履修に配慮して設定されていること。〔Ｆ群〕 

2-23：毎回の授業の具体的な内容・方法、使用教材、履修要件、年間の授業計画等が明示されたシラバスが作

成されていること。（「専門職」第10条第１項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

2-24：授業は、シラバスに従って適切に実施されていること。また、シラバスの内容を変更した場合、学生に

その旨が適切な方法で周知されていること。〔Ｆ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

授業時間帯・時間割等 

 授業時間帯ならびに時間割は、平日は①18 時 30 分～20時、②20 時 10分～21 時 40 分の 90 分

授業２コマの構成で実施している。これは社会人学生が仕事を終えて通学することに配慮したも

ので、大学の立地が地下鉄表参道駅（銀座線、千代田線、半蔵門線の三線乗り入れ）から徒歩１

分という利便性によって、特に、都心部（港区、渋谷区、新宿区、中央区など）に勤務する者が多

い学生の履修に相応しい設定になっている。土曜日については、①10時 30分～12 時、②13時～

14時 30分、③14時 40分～16時 10分、④16時 20分～17時 50分の 90分４コマ構成の時間割を

設定している（図表 2-6）。 

 授業時間は、開学当初は土曜日の 5 時限（18時 00分～19時 30分）も設定して土曜日に集中し

て多くの科目を履修できるようにしていたが、学生の自主的な勉強会やグループワークの打合せ

などは、平日の夜間には時間の確保が難しいため、学生の意見も取り入れて、土曜日の 5 時限を

2014年度後期より廃止している（2-22）。 

 なお、本学では、前期・後期の 2 学期制をとっている。また多くの科目は 2 コマ連続開講のた

め、学年暦上、1週間ごとに、Ａ週、Ｂ週の設定をしている。そのため、原則的には隔週での開講

となっている。隔週開講科目については、「毎週特定の曜日の夜が塞がらないため、非常に仕事の

スケジュールがたてやすい」などおおむね好評である。 
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図表 2-6 2015年度前期時間割 

 

 

 

 

 

 

 

 

開講週 A B A B A B A B

1
18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

A B A B A B A B

1
18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

A B A B A B A B

1
18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

A B A B A B A B

1
18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

A B A B A B A B

1
18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

A B A B A B A B

1
10:30〜
　12:00

（教授会）

2
13:00〜
　14:30

3
14:40〜
　16:10

4
16:20〜
　17:50

事業構想の基本

（東・中嶋）

事業構想

企画演習

（小早川・岸波）

演習
（江端）

演習
（岩田）

演習
（野口）

土／教室 201 202 203 301

技術動向と

事業構想

（岩田）

ビジネス・モデル

の策定

（江端）

リスクマネジメント（田中正博）

ブランド戦略（野口）

金／教室 201 202 203 301

クリエイティブ
発想法
（小塩）

広告・
プロモーション

（田中）

理想の
事業構想づくり

（中嶋）

演習
（上野）

演習
（見並）

木／教室 201 202 203 301

コミュニケーション

戦略

（上野）

マーケティング
（村山）

（プロジェ クト研究）

演習
（根来・村山）

事業環境と
事業構想
（岸波）

情報収集・
編集法
（小塩）

ファイナンス（結城秀彦）
演習

（小塩）
演習

（岸波）
ビジネス会計Ⅰ（天明）

サロンスピーチ
セミナー等

演習
（天明）

演習
（竹安）

水／教室 201 202 203 301

企業内における
事業構想
（渡邊）

経済動向と
事業構想
（高田）

組織と人材
（酒井）

起業を目指す
事業構想
（見山）

演習
（酒井）

火／教室 201 202 203 301

2015年度　時間割　＜前期＞

月／教室 201 202 203 301
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シラバス 

 シラバスはすべての授業、演習について作成されており、履修要項として全学生に配布されて

いる。シラバスには「講義概要」「授業方法」「評価」「教科書、参考書」「授業計画とその講義予定

ごとの内容」まで必要な情報は網羅されており、学生に周知されている（2-23）。 

 すべての授業は、予め提示・配布されたシラバスの内容に沿って実施されている。また教員の

都合（海外出張など）で休講になった場合には、必ず「補講」を行なうことにしており、シラバス

に明記された授業計画は、計画通りに進められることを前提にしている。 

 また、教員の都合でシラバス内容が変更される事例はほとんどない。教員の健康上の理由など

で教員交代の例を除いて過去４年間、大きなシラバス変更の例はない。 

 すべての授業科目について学生アンケートを実施しており、その設問の中に「授業は授業計画、

シラバスにそって行なわれたかどうか」を置き、実態を把握しているが、これまで学生からクレ

ームや是正希望の意見はない。本学における教育運営は、シラバスに沿って計画通りに実施され

ている（2-24）。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 
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項目 10：成績評価 

 

各経営系専門職大学院は、専門職学位課程の水準を維持するため、成績評価の基準・方法を

設定し、シラバス等を通じて学生にあらかじめ明示することが必要である。また、実際の成績

評価においては、明示された基準・方法に基づいて公正かつ厳格に実施することが求められ

る。さらに、学生からの成績評価に関する問い合わせ等に対応する仕組みを導入することが必

要である。 

＜評価の視点＞ 

2-25：成績評価の基準・方法が策定され、学生に周知されていること。（「専門職」第 10条第２項）〔Ｆ群、Ｌ

群〕 

2-26：成績評価が明示された基準・方法に基づいて、公正かつ厳格に行われていること。（「専門職」第10条

第２項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

2-27：成績評価において、評価の公正性・厳格性を担保するために、学生からの成績評価に関する問い合わせ

等に対応するなど、適切な仕組みが導入されていること。〔Ｆ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

成績評価の基準・方法・周知 

 本学は成績評価については下記のように実施している。 

 まず、学則第 24条に次のとおり規定している。 

 

（単位の認定及び成績の評価） 

第24 条 単位の認定は試験によるものとし、試験は原則として学期末あるいは学年末

に、その履修した科目について筆記，口述などによって行う。ただし、論文，レポート

の提出その他の方法によることができる。 

２  試験の成績及び修了認定の審査又は第26 条の特定の課題についての研究の成果の

審査の成績は、100 点を満点とし、80 点以上を優、80 点未満70点以上を良、70 点未

満60 点以上を可とし、60 点未満を不可とし、不可は不合格とする。 

 

① 講義科目においては、すべての科目でシラバスに＜評価＞の項目を記載している。これは、

履修する学生にとって学習・研究の指針ともなるもので、同時に教員にとっても正当な成績

評価をするための規準としての役割を果たしている。 

② 具体例を示すと、 

「グループや全体での討論・発表の積極性 50 点と定期的発表と最終レポート（共に必須）

50点により総合評価とし、60点以上を合格とする（「イノベーションと社会資本」）」 

「授業や討論への参画 40点、課題発表 40点、小テスト数回 20点による総合評価として 60

点以上を合格点とする」 

など、評価の基準はきわめて明確に示されている。 

③ 上掲の「学則」はもちろん、成績評価の基準・方法については全員に配布されるシラバスに

明記すると同時に、毎期の第一回講義に行なわれる「オリエンテーション（授業計画の説明）」

の際にも、教員が受講予定者に説明しており、周知は徹底されている（2-25）。 
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公正かつ厳正な成績評価 

 すべての教科で教員が設定してシラバスで公表した規準に基づいて適切に実施されている。 

出席数については、事務局が授業開始前に各教室前に出席簿を出し、学生が入室の際に各自チ

ェックすることになっている。出席簿は事務局で授業開始後 45分の時点で回収し、欠席者には欠

席の印をつけている。出席簿は事務局で管理し、期末に出席状況データを担当教員に配布してい

る。出席点についてはそのデータに基づき評価されている。 

レポートについては、授業期間中に課されるもの、授業終了後に課されるもの両方がある。い

ずれも教員あてのメールアドレス、事務局あてのメールアドレス、科目別に設定されたメーリン

グリスト、科目別ドライブのいずれかに電子媒体によって提出されている。万一、提出の有無に

ついて学生から照会があった場合においても対応できるようになっている。上記以外にも授業時

間中に手書きでコメントシートの記入を求めている教員もいるが、全員にコメントを付してフィ

ードバックしている。 

「グループや全体での討論・発表の積極性」を評価対象にしている科目については、教員が適

切に評価し、万一、異議申し立てがあった場合にも対応できるようにしている。 

成績評価に関しては、担当教員の責任において評価を事務局に提出した後、「教育研究委員会」

で確認の後、教授会に諮問し承認をとるプロセスを経ている。成績評価は絶対評価で行っている。

教員の成績評価に関して問題やトラブルが生じた例はない。 

学生への成績の通知は、前期科目の結果は、後期開始前の９月に、後期科目の結果は２月末に

院生に開示している。それに先立つ教員からの成績表提出などは守られており、これまで何ら問

題は生じていない（2-26）。 

 

学生からの成績評価に関する問い合わせ対応 

学生からの成績評価についての問い合わせは、事務局が受付窓口となっている。問い合わせが

あった場合は、遅滞なく担当教員および教務委員会に報告する内規となっている。 

担当教員は、再度評価結果について精査を行い、教務委員会に理由を付してその結果を報告す

る。教務委員会においてもその妥当性を確認したのちに学生に理由を付して通知を行う。その結

果について、学生が納得せず、異議申し立てを行った場合には、教務委員会が仲裁し、双方から

ヒアリング等を行う。 

 これまで、成績表配布後、修了に必要な単位数や「不可」となった場合、次年度の履修が可能

かどうかなどの問合せはあるものの、成績評価そのものについての学生からの異議申し立ては、

開学以来一件もない。また、不測の事態（病気、事故など）によるレポート未受験者や出席不能

者については、個別相談に応じて対処している。これまで病気による相談２件、家庭の事情など

による相談３件（2012～2014 年度）があったが、いずれも解決されており、何ら問題は生じてい

ない。また、これについては、追試験の制度も設けている（2-27）。 

 

（追試験） 

第25 条 病気その他やむをえない事故のために前条第１項の試験を受けなかった者には、 

追試験を行うことがある。 
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＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 

・添付資料 2-2：事業構想大学院大学学則 
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項目 11：改善のための組織的な研修等 

 

各経営系専門職大学院は、授業の内容・方法の改善と教員の資質向上を図るため、組織的な

研修・研究を実施することが必要である。特に、経営系専門職大学院の教育水準の維持・向

上、教員の教育上の指導能力の向上を図るために、研究者教員の実務上の知見の充実、実務家

教員の教育上の指導能力の向上に努めることが重要である。また、教育方法の改善について、

固有の目的に即した取組みを実施し、特色の伸長に努めることが望ましい。 

授業の内容・方法の改善と教員の資質向上を図るためには、学生による授業評価を組織的に

実施し、その結果を公表することが必要である。さらに、その結果を教育の改善につなげる仕

組みを整備し、こうした仕組みが大学院内の関係者間で適切に共有され、教育の改善に有効に

機能していることが必要である。 

＜評価の視点＞ 

2-28：授業の内容・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・研究を実施すること。（「専

門職」第11条）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

2-29：教員の教育上の指導能力の向上、特に、研究者教員の実務上の知見の充実、実務家教員の教育上の指導

能力の向上に努めること。〔Ｆ群〕 

2-30：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こと。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こと。さらに、こうした仕組みが、当該経営系専門職大学

院内の関係者間で適切に共有され、教育の改善に有効に機能していること。〔Ｆ群〕 

2-31：固有の目的に即して、どのような特色ある取組みを教育方法の改善において行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

組織的なＦＤ活動 

 序章で述べたとおり、本学では開学した 2012年以来、教授会メンバー４名を「自己点検・ＦＤ

担当」とし、様々な意見交換をおこない、その議論をふまえて、いくつかの取り組みをおこなっ

てきた。 

本学では、開学以来、事業構想という「手本」がない領域を研究教育の対象としているため、

授業方法やその成果については、常に教員共通の関心事項となってきた。そのために、日常的に

教員同士、意見交換を行ってきたこともあり、完成年度である 2013年度までは、組織的なＦＤ活

動は行っていなかった。 

組織的なＦＤ活動については開学 3年目となる 2014 年度から開始し、専任教員を対象にＦＤ研

究会を実施している。 

2015（平成 27）年度の学校教育法改正・施行に伴い、学長の下、教務担当副学長と総務担当副

学長を設置しているが、ＦＤに関しては、両副学長共通の担当として位置づけ、「教育研究委員会」

で企画・推進している。また、2016（平成 28）年度からは学内規程に基づき「ＦＤ実施委員会」

を設置する。 

具体的なＦＤ活動としては、2015（平成 27）年度においては、下記のＦＤ研究会を実施した。 

これには、全専任教員および演習（ゼミ）を担当する特任教授が出席した。 

 

 



39 

 

 

2015（平成 27）年度ＦＤ研究会 

第 1回「『事業構想』について」8/22（土）10：00～12：00 

第 2回「事業構想計画書の指導について」9/19（土）10：00～12：00 

 

また、フォーマルな研修会以外にも、教員同士で自由に意見交換する懇談会を実施している。

これには学長以下、専任教員だけでなく、兼任教員も参加して、授業のあり方や次年度のカリキ

ュラム編成についての提案など、活発に意見交換が行われている。 

 

2015（平成 27）年度教員懇談会 

 9/19(土)18：00～20：00 

 

 上記の通り、ＦＤ活動を実施してきているものの、組織的な活動としては、今後の課題として、

質、量ともに充実をはかってまいりたい（2-28）。 

 

教員の教育上の指導力向上 

 本学において、教員が教育上の指導能力を向上するためには、事業構想に対する理解を深める

ことが不可欠である。各研究者教員、実務家教員の専門分野については、相応の実績を有してい

るが、事業構想が新しい領域であるために、事業構想についての理解と共通認識の共有が重要な

課題であると考えている。そのため、2015年度より学外の研究者も招聘して、事業構想研究会を

開催している。これは、将来の事業構想学会設立に向けた準備も兼ねた研究会である。第 1 回研

究会開催にあたっての「趣旨」は下記の通りである。 

 

 

 （事業構想研究会趣旨） 

  事業構想大学院大学も 4 年目を迎え、地固めの段階からいよいよ次のステップへ向かう時期

になったと思います。今なにをすべきか思い悩んだ末、浮かんだ言葉がオープン・イノベー

ション。われわれがこれまで考えてきた「事業構想」という理念を世に問い、さまざまな分

野の方々と創造的な議論をすすめ、切磋琢磨しながら、さらなる高みをめざすことができな

いか。そんなおもいではじめる小さな一歩が本研究会です。「事業構想」を本気で考える本学

教職員、OBの方々、内外の教育・研究者、そしてなにより実践者の方々が、気軽にそして自

由に意見を述べあえる場をつくろうとおもいます。ここに集う人々が、やがて事業構想で日

本を、そして世界を変える同志となってくださることを願ってやみません。 

 

 2015年度においては下記の通り 2回の研究会を開催した。今後も年数回開催して、事業構想の

知見を蓄積し、引いては教育力の向上に努めていきたいと考えている（2-29）。 
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第 1回事業構想研究会「技術が拡げる『事業』の可能性」 

 2015年 5月 23日(土) 研究会 15:00～18:00  懇親会 18:10～19:30 

挨拶 清成忠男（事業構想大学院大学学長） 

 基調講演 柴崎亮介氏（東京大学空間情報科学研究センター長） 

「空間情報を活用した事業構想の可能性」 

 パネル・ディスカッション「技術が拡げる「事業」の可能性」 

柴崎亮介氏（東京大学空間情報科学研究センター長） 

永山國昭氏（総合研究大学院大学理事） 

岩田修一（事業構想大学院大学教授） 

小塩篤史（事業構想大学院大学准教授） 

 

第 2回事業構想研究会「ものづくりの現場はどう変わるか」 

  2015年 7月 21日（火）18:30〜21:00 

特別講演 藤本隆宏氏（東京大学教授・ものづくり経営研究センター長） 

クリエイティブ・セッション 

藤本隆宏氏、清成忠男（事業構想大学院大学 学長）、中嶋聞多（事業構想大学院大学 副学長） 

 

 

 第 1 回事業構想研究会 

 

学生による授業評価の実施 

本学では、開学以来、すべての講義科目（演習科目以外）についての学生による「授業評価ア

ンケート」を実施している。その結果は教員にフィードバックされ、教授内容の改善に役立てて

いる（2-30）。 

「授業評価アンケート」は、原則、各科目の最終回の授業で実施している。なお、レポートに

対して教員からフィードバック・コメントを付して学生に返却している科目については、フィー

ドバックを受領してからアンケートに回答するよう学生に周知している。アンケート項目につい

ては、経年変化を把握するために、開学以来同じ質問項目で統一しているが、質問票の配布・回

収方法については学生の意見も取り入れながら変更している。開学当初は、アンケート用紙を事

務局で配布し、後日事務局へ提出する方法をとっていた。その後、エクセルのフォームを配布す
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る方法や、マークシート用紙を配布して授業時間の最後に記入してもらう方法などを施行したが、

2015（平成 27）年度からは、オンライン上で回答できるシステムを構築し、提出してもらってい

る。アンケートの回収率は 2015年度前期で 80.0％である。 

なお、未回答者への事務局からの督促のために、アンケート自体は記名制をとっているが、教

員には回答した学生が特定できない状態でデータを渡している。また、アンケート実施に際して

は、学生には、①回答内容は成績には一切関係がないこと、②回答した個人が教員に特定される

ことはない、ということを周知したうえで実施している。回収結果については事務局で厳重に管

理し、担当教員には集計した数値データおよび、筆跡が特定できないようデータ化された自由記

述欄の情報を提供している。 

アンケート内容は、１．自身の学習態度について、２．授業・教員の評価について、３．授業に

対する総合評価、４．授業の感想、要望等（自由記述）の 4 項目からなっており、１１問の設問

から構成されている。評価は、1（あてはまらない、非常に良くない）～5（あてはまる、非常に良

い）の 5段階評価となっている。 

各科目の総合評価の平均値は、2015年度前期は、5段階評価で「4.3」であった。 

教員へのフィードバックについては、担当している科目についてのみフィードバックしている。

全科目の平均値については、教員のみならず、学生にも公表し、ホームページでも公開している。

また、特に自由記述欄については、各科目で共通してあげられていた内容については、教授会で

報告して共有している。 

これまでも、①ちがう授業間で、同じ分析手法や、同じ企業のケースを取り上げて授業を行う

ことがあるので、教員間で授業内容を調整してほしい、②ゲスト講師を招聘する時に、担当教員

がゲスト講師を招聘した背景や意図について事前により詳しく説明してほしい、また事後の教員

からのコメントや解説をもっと充実させてほしい、③サロンスピーチ（授業外で学外のゲスト講

師を招聘して定期的に実施しているセミナー）と履修している授業が重なってしまうことが多く

あるので、時間割編成を改善してほしい、等の意見が寄せられていた。 

このような特定の科目だけでなく共通した要望事項については教授会で共有して、改善できる

ことについては改善している。たとえば①については、比較的近い分野の科目においては、教員

間で情報交換をして重複を避けるか、もしくはカリキュラム上、あえて重複してでも取り上げる

必要性があるものについては、その意図を学生に説明するように心がけることとしている。②に

ついては、教員によっては学生が指摘したとおり不十分なケースもあったので、教授会等を通じ

て改善することを呼びかけて改善がはかられている。本件はＦＤの課題でもあり、ピアレビュー

等も含めて継続的に取り組んでいきたい。③については、2015年度においては授業科目を火曜日

以外に開講し、火曜日にサロンスピーチを開講することで、解消している。 

全科目の評価については、学長、副学長（研究科長兼務の副学長を含む）、事務局長が目を通し

て、全学的な改善課題の把握と、個別教員に対する指導および次年度のカリキュラム編成、兼任

教員の継続の判断材料としている。なお、事務局長はハラスメントや大学の運営上の問題点の有

無の観点からの確認を行っており、教学面への関与や干渉はない。 

以上の通り、学生からの授業評価については真摯に受け止めて、教育の質の向上に役立ててい

る。 
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教育方法の改善に関する特色ある取り組み 

 本学では、主に 1 年次生に対して、年 2 回、個別面談を実施している。これは演習（ゼミ）の

ない 1 年次において、履修上の悩みや相談事があった場合に、率直に話してもらう場として設定

している。教員と事務局がペアとなり、1人あたり 30分の面談を行っている。この面談では、あ

わせて授業や大学全体に対する改善要望や提案もヒアリングしている。授業評価アンケートでは

把握しきれない事項も学生からの指摘で気がつくことがあり、貴重な場となっている。 

また、インフォーマルにも、学生からは教員や事務局にリクエストがあり、それらの声は真摯

に受け止めて「教育研究委員会」等で協議している（2-31）。 

 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 

・添付資料 2-2：事業構想大学院大学学則 

・添付資料 2-4：授業評価アンケート結果 

・添付資料 2-7：ＦＤ議事録 
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（３）成果等 

 

項目 12：修了生の進路状況の把握･公表、教育効果の評価の活用 

 

各経営系専門職大学院は、修了者の進路等を把握し、この情報を学内や社会に対して公表す

ることが必要である。また、学位の授与状況、修了者の進路状況等を踏まえ、固有の目的に即

して教育効果を適切に評価し、その結果を教育内容・方法の改善に活用することが必要であ

る。 

＜評価の視点＞ 

2-32：修了者の進路状況等を把握し、この情報が学内や社会に対して公表されていること。（「学教法施規」

第172条の２）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

2-33：学位の授与状況、修了者の進路状況等を踏まえながら、固有の目的に即して教育効果を適切に評価し、

その結果を教育内容・方法の改善に活用していること。〔F群〕 

＜現状の説明＞ 

 

修了者の進路状況等の把握および公表 

 修了者の進路などについては、同窓会組織（事業構想大学院大学同窓会青楠クラブ）もあり、

事務局で把握している。学内での説明会や受験希望者への入試説明会では公表されているが、大

学ホームページやパンフレットへの記載など、社会的公表は、一部について実施している。その

理由は、 

① 専門職大学院の特色として、企業からの派遣学生、在職のままキャリア・アップをめざす学

生が多い。これらの場合、修了後は企業や行政機関で現職のままであることが多く、とくに

「進路」として公表する必要性が乏しい。こうした修了生は年度ごとに変化はあるものの、

概ね全修了生の半数に近い。 

② 修了生のうち、自ら起業したもの、転職や昇進などして新たな地平を築いたものについては、

大学パンフレットなどで、本人や勤務先の了解を得て記載している。これらの具体例として、 

「在学中に新規事業の立ち上げに成功し、社長に就任した修了生（ホテル業）」 

「修了と同時に新たなレストランを起業し、事業継承した不動産管理業から新しいスター

トを切った修了生（レストラン）」 

「修了後、新しい事業分野の開拓をめざし、東京・赤坂でシェアハウス事業を開始した修了

生（不動産業）」 

「事業継承による飛躍をめざし、従来の事業に新機軸をもたらした修了生（鞄など製造業）」 

などがいる。 

 

 社会的に公表する媒体としては、本学ホームページ（「修了生」のページ）、大学パンフレット、

「月刊事業構想」、本学広報誌がある。また、フェイスブックにも記事を掲載しているほか、動画

インタビューも随時アップしている。これらの情報は、入学を検討している方にとって有用な判

断材料となっている（2-32）。 
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修了者の教育効果 

 修了者の進路などによる教育効果の評価は、とくに評価基準やルールを設けていない。しかし、

本学の教育効果については、学生の派遣元である企業や行政機関、その組織や上司による評価こ

そ重要ではないか、と考えられる。 

 本学ではその派遣修了生の上司や責任者に、大学院に社員（職員）を派遣した動機や理由につ

いて聞いている（2-33）。 

① イオン株式会社グループ人事最高責任者 石塚幸男氏は 

「新規事業の開発が必要であり、新たな事業を生み出せなければ生き残れない時代になっ

ている。新規事業構想のプロフェッショナルである事業構想大学院大学には、学びの場の提

供はもちろんですが、志を共にする仲間とのネットワークを通して、これからの日本を元気

にする人材が多く輩出されることを期待する」 

② ３年連続して職員を派遣している和歌山県の仁坂吉伸知事は 

「この事業構想大学院大学にあっては、『与えられた役割をこなせばいい社会から新しい発

想や挑戦により根本から発想スタンスを培う』というその理念に感銘を受けました。本県で

は、毎年度、長期計画の達成度を注視しながら、県政の課題に対応する新たな政策を創出し

『新政策』として重点的に取り組んでいますが、まさに同大学で得た知識や実践力は事業構

想能力向上に資するものと考え、派遣を決めた」 

と述べている。 

 

こうした外部の声に耳を傾け、今後は、教育内容への反映、ＦＤ活動のテーマ設定などに、修了

生の声や派遣元の意見を活用し、大学院教育全体の向上に役立ててゆきたい。 

 

本学の学位の授与状況は、2013（平成 25）年度 33名、2014（平成 26）年度 28名、となってお

り、2015（平成 27）年度は 30名である。修了者の大半は、現職のまま通学していたものであり、

多くがその職にとどまり、または修了後には社内異動などで専門職種につく例が多い。 

 他方、修了後に原職に復帰せず、転職あるいは事業承継のため家業へ戻った例もある。具体的

には、広告会社を辞め、栃木県で農業を開始、IT企業を辞め福島県で震災、原発事故からの復興

事業主体の NPOへの転職などである。 

 こうした状況に対して、本学では同窓会組織（事業構想大学院大学青楠クラブ）が中心に、修

了後の交流と勉強会を兼ねて毎月一回の会合を開催。新事業を始めた者、転職した者などがその

成果や努力の様子をプレゼンテーションして意見交換を図っている。この催事は毎月最終土曜日

の夕刻 16時～18時におこなわれているため、教員も参加し、意見交換や助言をおこなっている。

2015（平成 27）年度は 11月以降すでに４回ほど実施され、毎回 20～30名の参加者がある。ここ

で共有された情報や修了生の報告は、本学の教育内容や方法の改善にきわめて有用であり、今後

ともこうした活動を継続してゆく予定である。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-1：パンフレット 

 

 



45 

 

＜点検・評価＞ 

（１）検討および改善が必要な点 

   ①カリキュラムの継続的な改革 

    事業構想専攻の専門職学位課程は本学がわが国で唯一である。そのため、教育内容につ

いても、常に新しい境地を切り開いていると評価している。 

 

   ②ＦＤの組織的な実施 

    ＦＤの組織的な取り組みは完成年度後の 2014年度から始めて浸透してきている。 

     

（２）改善のためのプラン 

   ①カリキュラムについては、毎年「教育研究委員会」で素案を検討している。教員からの

フィードバックや、授業評価アンケート結果を踏まえて、今後も継続的に、毎年 1 回、

前期終了後から見直しを開始していきたい。また、カリキュラム改革は、授業科目の見

直しにとどまらず、「事業構想計画書」の内容、発表会等のあり方を含め、全般的なもの

としていく。 

 

   ②ＦＤについては、計画的に実行していきたい。また、専任教員だけでなく、兼任教員に

対しても、積極的に実施していきたい。 
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第３章 教員・教員組織 

 

項目 13：専任教員数、構成等 

 

各経営系専門職大学院は、基本的な使命（mission）、固有の目的を実現することができる

よう、適切な教員組織を編制しなければならない。そのためには、専任教員数、専任教員とし

ての能力等についての関連法令を遵守しなければならない。また、理論と実務の架橋教育であ

る点に留意して、教員の構成にも配慮し、適切に教員を配置することが必要である。 

＜評価の視点＞ 

3-1：専任教員数に関して、法令上の基準を遵守していること。（「告示第 53号」第１条第１項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

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こと。（「告示第53号」第１条第５項。な

お、2013（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｡）〔Ｌ群〕 

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こと。（「告示第53号」

第１条第６項）〔Ｌ群〕 

3-4：専任教員は、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

ること。（「専門職」第５条）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

１ 専攻分野について、教育上又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、特に優れた知識及び経験を有する者 

3-5：専任教員のうち実務家教員は、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ある

こと。（「告示第53号」第２条第１項）〔Ｌ群〕 

3-6：専任教員の編制は、経営系専門職大学院の教育が理論と実務の架橋教育にある点に留意しながら、経営

系専門職大学院の果たすべき基本的な使命の実現に適したものであること。〔Ｆ群〕 

3-7：専任教員のうち実務家教員の割合は、経営系各分野で必要とされる専任教員数のおおむね３割以上であ

ること。（「告示第53号」第２条第１項、第２項）〔Ｌ群〕 

3-8：経営系各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、基礎知識を展開・発展させ

る科目について専任教員を中心に適切に配置されていること。〔Ｆ群〕 

3-9：経営系各分野において理論性を重視する科目、実践性を重視する科目にそれぞれ適切な教員が配置され

ていること。〔Ｆ群〕 

3-10：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、専任の教授又は准教授が配置されているこ

と。〔Ｆ群〕 

3-11：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・手

続によって行われていること。〔Ｆ群〕 

3-12：専任教員は、年齢のバランスを考慮して適切に構成されていること。（「大学院」第８条第５項）〔Ｌ

群〕 

3-13：教員は、職業経歴、国際経験、性別等のバランスを考慮して適切に構成されていること。〔Ｆ群〕 

3-14：固有の目的に即して、教員組織の編制にどのような特色があるか。〔Ａ群〕 
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＜現状の説明＞ 

 

専任教員 

 専任教員は 14名で、その構成は、研究者教員 8名、実務家教員 6名（うち、みなし専任教員 2

名・特任教授 1名）である。専任教員数に関して、法令上の基準である 11名以上を遵守している

（3-1）。 

本学は、事業構想研究科事業構想専攻の１専攻のみの大学院であるため、「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に限り専任教員として取り扱われている」の規程に準拠

している（3-2）。 

 専任教員 13 名のうち、教授が 10 名、准教授が 2 名で、専任教員の半数以上は、教授で構成さ

れている。なお、准教授 2 名のうち１名は 2015年 9月に教授に昇任している。（3-3）。 

また、専任教員は、いずれも専門職大学院設置基準第 5 条に定める「 １ 専攻分野について、

教育上又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、特に優れた知識及び経験を有する者」のいずれかに該当しているか複数に該当

しており、また、担当する専門分野に関し高度の指導能力を備えている。 

本学の専任教員のうち、研究者教員は、清成忠男教授、上野征洋教授、中嶋聞多教授、岩田修

一教授、天明茂教授、根来秀行教授、小塩篤史准教授の 7 名が該当する。このうち、清成忠男教

授、上野征洋教授、岩田修一教授、天明茂教授、根来秀行教授は開学時に本学の専任教員として

着任しており、設置認可申請時に適合審査で適合とされている。 

開学後においては、中嶋聞多教授、小塩篤史准教授は 2014年度に着任している。中嶋聞多教授

は、本学着任前に、法政大学大学院、信州大学、文教大学において 20年以上にわたる教員歴を有

している。法政大学大学院では社会人むけの教育に特化して教育に当たっていた。添付資料の通

り、地域ブランド、地域活性化等に関する豊富な研究実績を有している（中嶋聞多教授は一身上

の理由により、2016(平成 28)年 3 月をもって退任）。したがって、専門職大学院設置基準第 5 条

に定める「１ 専攻分野について、教育上又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、特に優れた知識及び経験を有する者」の 3

つの要件を満たしていると判断して、採用に至った。 

小塩篤史准教授は、本学着任前は、日本医科大学において助教として 3年余りの教員歴があり、

明治学院大学国際学部においても非常勤講師として「公共政策論」を担当していた実績を有する。

研究歴においても、医療マネジメント、統計学、データサイエンス分野で数多くの論文があり、

国際学会での発表実績もあり、複数の学会で優秀論文賞を受賞している。文科省科研費、厚労省

科研費の実績もあり、教育面、研究面の両面において実績を有していることから、専門職大学院

設置基準第 5 条に定める「１ 専攻分野について、教育上又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」の 2 つの要件を満たしていると判断して、採用に

至った（3-4）。 

実務家教員は、東英弥教授、田中里沙教授、仲畑貴志教授、江端浩人教授、野口恭平教授、岸波

宗洋准教授（現在は教授）の 6 名である。そのうち、江端浩人教授、野口恭平教授はみなし専任

教員である。実務家教員のうち、東英弥教授、田中里沙教授、仲畑貴志教授、江端浩人教授、野口

恭平教授、5名は開学時に着任した教員であり、設置認可申請時に適合審査で適合とされている。

数十年にわたる豊富な実務経験をベースに、専攻分野について、高度の技術・技能を有し、「特に
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優れた知識及び経験を有する者」に該当している。なお、みなし専任教員の江端浩人教授は、設

置認可申請時は、日本コカ・コーラ株式会社インタラクティブ・マーケティング統括本部長であ

ったが、開学年度の 2012年度に日本マイクロソフト業務執行役員に、2015年より株式会社 IMJ執

行役員 CMO に就任している。同じく、野口恭平教授は、設置認可申請時および開学時は、日産自

動車株式会社コミュニケーション・プロフェッショナル開発部長であったが、現在は、株式会社

LIXIL執行役員グローバルマーケット戦略統括部長となっている。両教授とも、実務におけるキャ

リアも重ねており問題ない。 

開学後に着任した岸波宗洋准教授（2015(平成 27)年 9 月より教授に昇任）は、株式会社ＣＳＫ、

株式会社電通ワンダーマン等でコンサルティング業務を経験した後、コンサルティング会社数社

の役員として経営に携わっている。そのなかの 1 社は学校法人青山学院が出資して設立したコン

サルティング、マーケティング支援会社で、同社の専務取締役として、大学院の研究成果や知見

と民間企業のノウハウを融合したコンサルティング業務を推進、発展させた実績を有している。

教育歴についても福井大学非常勤講師、青山学院顧客創造塾をはじめ多数経験があり、アカデミ

ズムと実務とを架橋した教育歴を有する。専門職大学院設置基準第 5条に定める「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、特に優れた知識及び経験を有する

者」の 2つの要件を満たしていると判断して、採用に至った。 

以上、開学後に任用された 3 名の専任教員の任用にあたっては、本学の専攻分野および担当科

目についての専門性及び教育経験を十分に兼ね備えていることを審査しており、問題ない（3-5）。 

専任教員の編制は、研究者教員 57.1％、実務家教員 42.9％とバランスよく配置しており、「経

営系専門職大学院の教育が理論と実務の架橋教育にある点に留意しながら、経営系専門職大学院

の果たすべき基本的な使命の実現に適したものであること」との要件もみたしている（3-6）。 

また、専任教員のうち実務家教員の割合は、経営系各分野で必要とされる専任教員数のおおむ

ね３割以上であること」（「告示第 53号」第２条第１項、第２項）の基準にも適合している（3-7）。 

各科目群別の専任教員の配置については、「基礎科目」が 7 科目中 6 科目（86％）、「展開科目」

が 10 科目中 8 科目（80％）、「専門科目」が 20 科目中 9 科目（45％）、演習科目が 11 科目中 8科

目（73％）で、全体では 48 科目中 31 科目（65％）を専任教員が担当している。特に事業構想専

攻における幹となる「基礎科目」「展開科目」は、8割以上を専任教員が中心に担当している（図

表 3-1）（3-8、3-10）。 

 

図表 3-1 2015年度科目群別専任教員担当比率（単位＝科目） 

    専任 兼任 計 
専任担当

比率 

基礎科目 6 1 7 86% 

展開科目 8 2 10 80% 

専門科目 9 11 20 45% 

演習科目 8 3 11 73% 

計 31 17 48 65% 
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「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・手続によって行われていること」については、事業構想学の根幹となる「基礎科目」は

原則として専任教員が担当している。修士論文にかわる事業構想計画書の指導を行う「演習科目」

は、本学では、学術教員が担当する「演習Ａ」と、実務家教員が担当する「演習Ｂ」から構成され

ている。修了要件上は 1 つの演習を履修すればよいことになっているが、多面的な指導をするた

めに、原則として 2 つのゼミを履修している。演習科目 11 科目中 3 科目は兼任教員が担当して

いるが、そのいずれも実務家教員が担当する「演習Ｂ」である。「演習Ａ」は全科目を専任教員が

担当しており、全学生が専任教員のゼミ指導を受けている。 

これらの科目を兼任教員に依頼する場合は、「教育研究委員会」において専門分野と科目の適合

等を十分に検討した上で、事前に担当予定教員と面談を実施している。面談においては、研究科

長から当該科目の達成目的や他科目との関連等について説明している。その上で本人からも応諾

があった場合は、学長の承諾を得た上で、教授会への諮問を経て、委嘱している。（3-11）。 

専任教員の年齢のバランスについては、開学時の平均年齢は 61.7 歳であったが、2014 年度に

准教授 2 名を採用し（うち 1 名は 2015 年に教授に昇任）、平均年齢は 59.0 歳となり、2.7 歳若返

った。年齢構成は 30 歳代 1 名、40 歳代 3 名、50 歳代 2 名、60 歳代 4 名、70 歳代 2 名、80 歳代

1 名となっており、幅広い年齢構成となっている（3-12）。 

また、専任教員は多様な職業経歴を持っている。実務家教員はもとより研究者教員も多彩な経

歴をもっている。本学の特徴を表すこととして、専任教員に、医師、工学分野の研究者、コピー

ライター、専門誌編集者がいることもあげられる。国際経験では、ハーバード大学教授も兼務す

る根来教授、グローバルビジネス分野に精通している野口教授、MIT に留学経験もある小塩准教

授などがあげられる。男女比では、男性 12 名、女性 1 名となっている。（3-13）。 

 

教員組織の編制での特色 

教員組織の編制での特色は、前述の通り、経営分野だけにとどまらない、多様な専門分野の専

任教員が揃っていることにある。また各分野の第一線で活躍する 13 名の兼任教員がいる（図表 3-

2）。 

演習（ゼミ）は、前述の通り、学生は原則として、研究者教員と実務家教員の両方のゼミに所

属することになっており、自ら新規事業の立ち上げなどで実績を積み上げてきた現役の企業の役

員等が実務家教員としてゼミを担当している。 

一例をあげると、パナソニックで介護関連事業（介護設備、介護用品、介護施設運営全般）を

一から社内新規事業として立ち上げて成功をおさめた実績を持ち、現在は同社の役員として全社

の新事業開発を統括している竹安聡特任教授がゼミを担当している。竹安特任教授は、大組織に

おける新規事業の立ち上げについて、経験にもとづいた知見を有している。また自ら関わってき

た介護事業分野についても詳しい。医療・介護の包括ケアや高齢社会問題などに関連した事業構

想を研究している学生の場合、ゼミの選択は、研究者教員は本学専任教授で、医師でもある根来

秀行教授のゼミに所属して、医学的な観点や法的規制なども含めた指導を受け、実務家教員は竹

安特任教授のゼミに所属して、実際のビジネスとして成立させるための視点で指導を受けられる。 

さらには、毎年 150 名以上のゲスト講師を授業等で招聘しており、学内教員でカバーしきれな

い分野を網羅するとともに、第一線で活躍する専門家から最新の情報をヒアリングすることがで
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きている。教員によっては、院生が構想している分野にあわせて、ゲスト講師を招聘している。

なお、ゲスト講師は、年齢、性別、国籍も多様で、専任教員、兼任教員とあわせて、非常に多様な

構成となっている（3-14）。 

 

図表 3-2  

 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 

・添付資料 3-1：教員任免規程 

・添付資料 3-2：人事委員会規程 

 

 

 

  

事業構想大学院大学教員一覧 2015.5.1現在

職位 氏名 本務 教授 准教授 特任教授 客員教授 計

教授 清成忠男 1

教授 上野征洋 1

教授 中嶋聞多 1

教授 岩田修一 1

教授 天明茂 1

教授 根来秀行 1

准教授 小塩篤史 1

特任教授 小早川護 1

計 6 1 1 8

教授 東英弥 1

教授 田中里沙 1

教授 仲畑貴志 1

准教授 岸波宗洋 1

計 3 1 4

教授 江端浩人 株式会社IMJ執行役員CMO 1

教授 野口恭平 株式会社LIXIL執行役員グローバルマーケット戦略統括部長 1

計 2 2

特任教授 酒井穰 株式会社BOLBOP代表取締役社長CEO 1

特任教授 竹安聡 株式会社パナソニック役員 1

特任教授 見並陽一 日本観光振興協会理事長 1

客員教授 高田伸朗 NRI社会情報システム株式会社代表取締役社長 1

客員教授 渡邊信彦 株式会社innovision COO 1

客員教授 友原琢也 株式会社バッテリー代表／クリエーティブ・ディレクター 1

客員教授 大社充 NPO法人グローバルキャンパス理事長 1

客員教授 村山貞幸 多摩大学経営情報学部教授 1

客員教授 結城秀彦 有限責任監査法人トーマツ 1

客員教授 柴山慎一 NRIみらい株式会社代表取締役社長 1

客員教授 松江英夫 デロイトトーマツコンサルティング（株）パートナー 1

客員教授 見山謙一郎 株式会社フィールド・デザイン・ネットワークCEO 1
客員教授 田中正博 株式会社　田中危機管理広報事務所 1

計 3 10 13

11 2 4 10 27教員計

専任教員

研究者教員

実務家教員

実務家教員
（みなし専任）
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項目 14：教員の募集・任免・昇格 

 

各経営系専門職大学院は、将来にわたり教育研究活動を維持するために十分な教育研究能力

や専門的知識・経験を備えた教員を任用するため、教員組織編制のための基本的方針や透明性

のある手続を定め、その公正な運用に努めることが必要である。 

＜評価の視点＞ 

3-15：教授、准教授、講師、助教や客員教員、任期付き教員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こと。〔Ｆ群〕 

3-16：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、運用されており、

特に、教育上の指導能力の評価が行われていること。〔Ｆ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

教員編制の基本方針 

 教員編制の基本方針は、「設置の趣旨等を記載した書類」の「４．教員組織の編成の考え方及び

特色」に記載されている通りである。 

 

  【教員組織の編成の考え方及び特色】 

  事業構想研究科の領域において、専門的な分野において積極的に指導し、企画・推進するこ

とができる高度専門職業人の養成のためには、事業開発、事業戦略、経営管理、マーケティ

ング及び関連する多様な分野の教員をバランスよく配置する必要がある。本研究科では、学

術的にも、かつ実践的にも高い業績と経験を有する専任教員を配置する。これにより大学院

として修士（専門職）の学位を授与するにふさわしい内容・水準を確保する。 

 

「設置の趣旨等を記載した書類」より 

  

 

設置認可申請において申請・認可された教員もこの方針に従って編制されており、さらに完成

年度後の 2014（平成 26）年度に採用された専任教員（教授 1 名、准教授 2 名、うち 1 名は 2015(平

成 26)年度に教授に昇任）および兼任教員もこの方針に沿って選考、採用されている。 

また、今後採用する教員についても同様の方針である（3-15）。 

 

教員募集・任免・昇任についての規程 

教員募集・任免・昇任についての規程は、「教員任免規程」（2012(平成 24)年 4 月 1 日施行）に

よって規定されており、適切に運用されている。 

職位別の求められる資格についても、同規定で定めている。 
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（教授およびみなし専任の資格） 

第５条  教授（専ら本学での教育・研究に従事する教授）となることができる者は、 

     次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学における教育を担当するにふさわし 

     い教育上の能力を有すると認められる者とする。なお、みなし専任教員とは、 

     下記の各号のいずれかに該当し、かつ、年間６単位以上の科目を担当すること 

     で専任教員とみなされる教授をいう。 

     （１）博士の学位を有し、研究上、特に優れた業績を有する者 

     （２）研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 

     （３）専門職学位を有し、当該専門職学位の分野に関する実務上の特に優れた 

        業績を有する者 

     （４）他大学において、満５年以上准教授の経歴を有し、研究上、特に優れた 

        業績を有する者 

     （５）本学の教科科目の分野について、特に優れた経験又は知識を有する者と 

        認められる者 

（６）本学において、満１年以上准教授の経歴を有し、研究上および教育上、特に

優れた業績を有する者 

 

（准教授の資格） 

第６条  准教授となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学に 

おける教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 

     （１）前条各号のいずれかに該当する者 

     （２）大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴のある者 

     （３）修士の学位又は専門職学位を有する者 

     （４）企業、研究所等に在職し、研究上特に優れた業績を有する者 

     （５）本学の教科科目の分野について、優れた経験又は知識を有する者と認められ

る者 

       

「教員任免規程」より一部抜粋、第 7 条以降に兼任教員について規定 

 

 

教員を募集（公募）する場合については、学内にプロジェクトチームを立ち上げ、募集する教

員の専門分野、担当科目、職位、求める人材像等を検討・決定した上で、本学ホームページに募

集要項を掲載するとともに、JREC-IN 等に公告を掲載し、広く公募し、また業績・人格・健康状

態等を厳正に審査し、その結果を学長及び理事長に答申している。答申された内容に基づいて理

事会の承認手続きを経て採用している。 

本学では開学後における採用実績は、完成年度後の 3 名のみであったため、教員採用プロセス

を規定する規程は整備されていなかった。そのため、2016（平成 28）年 3 月に「人事委員会規程」

を整備した。「人事委員会」は、理事長からの諮問に基づき、学長を委員長とし、副学長、研究科

長、教務担当理事等を委員とし、専門的な見地から候補者の研究上と教育上の両面にわたる審査

を行い、理事長に答申することとした。これは現状のプロセスにほぼ準じたものであり、今後は
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この規程にもとづいて採用活動を実施する方針である。 

昇任についても、「教員任免規程」に則って審査を行っている。これまでの実績では、2015（平

成 27）年 9 月 8 日付で岸波宗洋准教授が教授へ昇任した１件のみである。この時点では「人事委

員会」は組織されていなかったが、2015（平成 27）年 7 月 10 日に開催された「運営委員会」に

おいて、審議が行われた。委員会には、理事長、学長、副学長、研究科長（副学長が兼務）、教務

担当理事が委員として参加した。岸波宗洋准教授は実務家教員であるため、実務面を含めた業績

を審査した。その結果、1 年余りの准教授として本学の教育面での貢献、学生に対する指導実績、

附置研究所における産学連携型の研究プロジェクト推進実績を評価し、了承された。その結果を

受けて、8 月 22 日開催の教授会の諮問事項に付され、全会一致で了承された。9 月 8 日開催の理

事会で承認され同日付で発令された。 

今後は、「人事委員会」による諮問を経て必要な学内手続きを行い実施する予定である（3-16）。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 

・添付資料 3-1：教員任免規程 

・添付資料 3-2：人事委員会規程 

・添付資料 1-3：「設置の趣旨等を記載した書類」 
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項目 15：専任教員の教育研究環境の整備、教育研究活動等の評価 

 

各経営系専門職大学院は、専任教員の学問的創造性を伸長し、十分な教育研究活動をなし得

るよう、その環境を整えるとともに、専任教員の教育活動、研究活動の有効性、社会への貢献

及び組織内運営等への貢献について検証し、専任教員の諸活動の改善・向上に努めることが必

要である。 

＜評価の視点＞ 

3-17：専任教員の授業担当時間は、教育の準備及び研究に配慮したものとなっていること。〔Ｆ群〕 

3-18：専任教員に対する個人研究費が適切に配分されるとともに、個別研究室の整備等、十分な教育研究環境

が用意されていること。〔Ｆ群〕 

3-19：専任教員の教育研究活動に必要な機会（例えば、研究専念期間制度）が保証されていること。〔Ｆ群〕 

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こと。〔Ｆ群〕 

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こと。〔Ｆ群〕 

3-22：専任教員の社会への貢献及び組織内運営等への貢献について、適切に評価する仕組みが整備されている

こと。〔Ｆ群〕 

3-23：専任教員の教育活動、研究活動、社会への貢献及び組織内運営等への貢献を推奨するために、どのよう

な特色ある取組みがあるか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

 

専任教員の授業担当時間 

 本学の専任教員は、13名となっている。これらの専任教員は、演習科目を含めて年間 2単位～

12単位の授業を担当している。 

 授業時間は、社会人向け専門職大学院大学であるため、平日の夜間（18時 30分より 90分×２

コマ）、土曜日（10時 30分より 90分×４コマ）で運営されており、この時間割の中で円滑に運営

されている。 

 専任教員の担当時間は、適切に配置されている。教員による授業の準備、個々人の研究活動の

時間は十分に確保されており、時間割や専任教員の諸活動において、何らの問題も発生していな

い（3-17）。 

 

専任教員の個人研究費 

 専任教員に対する個人研究費は、開学時の 2012年度以降、一人年間 300,000円が配分されてお

り、現在も同様である。 

 この個人研究費は、教員の教育研究上の必要な諸経費として、配分されており、その使途は所

属学会の会費や会議、研究活動への参加費、教育研究上の必要経費（書籍の購入、必要機器、同

消耗品、文具など）として費消されている。 

 本学では、国の研究助成や自治体等からの研究委託、委託事業なども積極的に取り組んでいる。

専任教員はそれらへの関与を通じて、研究者個人としての研究活動も兼ねることが多く、その知

見を学会発表や学術雑誌への論文発表につなげているケースも多い。 

 なお、個人研究室、書架、パソコンなどの什器などは、個々人の必要性に応じて適切に利用さ
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れており、教育研究環境として、必要な条件は満たされている（3-18）。 

 

専任教員の教育研究活動に必要な機会保証 

専任教員の教育研究活動に必要な機会は、教員の自主的判断において適切に運用、保全されて

いる。具体的には、学会や研究会への参加の機会、自己研鑽のための外部活動への参加（フォー

ラムやセミナーなど）の機会などは十分に活用されている。 

また、海外における同様の機会も活用されており、毎年、数名の教員が海外の大学や学術団体

での講義、学会出席、国際会議出席などで渡航しており、そうした期間の講義上の配慮（休講分

の講義の補講については優先的に時間を確保するなど）も行なわれている。 

なお、専門職大学院大学の性格上、長期的な「研究専念期間制度」（いわゆるサバティカル制度）

は設けていない。しかし、教員の個人申請による長期渡航（３カ月～６カ月など）は、その都度

保全されており、長期渡航を活用している教員もいる。 

なお、本学の専任教員は、雇用契約によって、週あたりの標準的な拘束日数を規定している。

学外での活動割合が多く、それを希望する教員については、週の拘束日数を２～４日に設定して

いる。そのため、授業や教務活動のために教育研究活動に支障が出ていることはない（3-19）。 

  

専任教員の教育・研究活動・社会貢献・組織内運営についての評価 

教員の教員活動について適切に評価する仕組みとして実施しているのは、学生による「授業評

価アンケート」がある。これは開学以来実施しているもので、演習を除く全科目について行なわ

れている。専任教員の授業以外の課外教育活動については、年に 1回業績の提出を求めている（3-

20）。 

研究活動についても、年に 1回、研究業績書の提出を求めている（3-21）。 

社会への貢献についても年に 1回、研究業績書の提出を求めている（3-22）。 

これらの活動について、数値目標を設定し、その結果の検証を行うことは特段実施していない。

またそれらを給与等へ反映させたりする制度もとっておらず、今後も実施する予定はない。 

しかしながら、専任教員の教育、研究、社会への貢献については、大学院のホームページ、広報

誌等を通じて、積極的に情報発信することとしている。それらの貢献を広報することが最大の評

価であると考えている（3-23）。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 

・添付資料 3-1：教員任免規程 

・添付資料 3-2：人事委員会規程 

・添付資料 1-3：「設置の趣旨等を記載した書類」 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

＜点検・評価＞ 

（１）検討及び改善が必要な点 

①教員は、本学の専門分野に対応した人材から構成されている。教員構成は、理論と実務の

架橋教育である点に留意してバランスをとっている。専任教員も実務家教員も十分な研究

業績、実務における豊富な経験を有している。 

  

②学生の平均年齢は、2015（平成 27）年度入学者は 40 歳で、相当程度の実務経験を有して

おり、教員にもそれに対応した、経験と実績を求められている。そのために、教員の年齢

構成は、他大学よりも高めとなっている。 

 

③女性教員は、専任教員、兼任教員をあわせても、2015（平成 27）年度までは 1 名であった

が、ゲスト講師などは積極的に女性講師を招聘している。 

   

   

（２）改善のためのプラン 

  ①若手教員育成の観点からも、今後の教員採用時に考慮したい。2016（平成 28）年度におい

て、30 歳代の若手専任教員（准教授）1 名、女性の客員教授 1 名の採用を予定している。 

今後も若手教員、女性教員を積極的に登用していく方針である。 

 

  ②2016（平成 28）年度からは女性学長が就任予定となっている。   
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第４章 学生の受け入れ 

 

項目 16：学生の受け入れ方針、定員管理 

 

各経営系専門職大学院は、基本的な使命（mission）、固有の目的の実現のために、明確な

学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を設定し、その方針に基づき、適切な選抜

方法・手続等を設定するとともに、事前にこれらを公表することが必要である。また、各経営

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

数及び学生収容定員に対する在籍学生数を適正に管理することが必要である。さらに、固有の

目的を実現するため、受け入れる学生の対象を設定し、そうした学生を受け入れるための特色

ある取組みを実施することが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

4-1：明確な学生の受け入れ方針が設定され、かつ公表されていること。（「学教法施規」第172条の２）〔Ｆ

群、Ｌ群〕 

4-2：学生の受け入れ方針に基づき、適切な選抜基準・方法・手続が設定されていること。〔Ｆ群〕 

4-3：選抜方法・手続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こと。〔Ｆ群〕 

4-4：入学者選抜にあたっては、学生の受け入れ方針、選抜基準・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こと。〔Ｆ群〕 

4-5：入学定員に対する入学者数、学生収容定員に対する在籍学生数が適正に管理されていること。（「大学

院」第10条第３項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

4-6：受け入れ学生の対象は、固有の目的に即して、どのように設定されているか。また、そうした学生を受け

入れるために、どのような特色ある取組みを行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

学生の受け入れ方針 

 学生の受け入れ方針については、「本学が求める人材像」を定め、「院生募集要項」の冒頭に明

記している（4-1）。 

  

【本学が求める人材像】 

  事業構想大学院大学は、卓越した発想とそれを実現する構想力を持ち、事業を継続進化させ

日本社会の一翼を担う方々を育成することを目的としています。その実現のために、教授陣、

学友との切磋琢磨を通じて自らの志をさらに高める意欲のある院生を求めています。 

   具体的には、 

   ①新規事業担当者あるいは将来携わりたいと希望する方 

   ②事業承継者（予定者） 

   ③地域活性化を志す人 

   ④NPO 法人の運営者および社会起業家を目指す方 

   ⑤ベンチャーを興したいと考える方 
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  募集要項に記載の「本学が求める人材像」については、入学案内、ホームページ等にも要点

を記載している。また、入学出願者の大半が参加する大学説明会においても、本学が求める人

材像をはじめ、受け入れ方針について説明している。 

  

「学生の受け入れ方針」にもとづいた選抜方法 

 選抜は前述の受け入れ方針に従って、下記の要領で実施している。 

入学選考は、一次選考と二次選考の二段階からなっている。 

 一次選考は、書類審査で、①入学願書、②事業構想企画書、③推薦書（企業・団体等推薦入試の

場合）を入試委員会において判定している。②の事業構想企画書は、これまでの志願者のキャリ

アや本学で取り組みたい分野等を A4 版で 2～3 枚程度でまとめたものである。研究企画書に求め

る内容として受験者に開示している内容は下記の通りである。 

 

＜研究企画書の内容＞ 

本学で特に構想構築したい分野について、下記の点を考慮し、A4 サイズ 2〜3 枚程度で簡潔にま

とめてください。 

・ 取り組みたい分野 

・ 自身のこれまでのキャリアと今後のキャリアプラン 

・ 取り巻く環境（企業または団体、業界、社会環境など） 

指定フォームはありませんので、Word、PowerPoint 等で自由に作成してください。 

図表等を添付していただいても結構です。 

 

「2016 年度院生募集要項」より 

 

一次選考における評価のガイドラインは、下記の通りとしている。 

＜一次選考 評価のガイドライン＞ 

 

① 企画書全体から入学・事業構想に対する「熱意」が感じられる 

・学びへの意欲、通学、受講に前向きかどうか（出願の動機）。 

・大学院で自らをどう成長させたいか、自己研鑽への意欲はどうか。 

努力目標や事業構想について記述されているか。 

  ・事業に関連し、使命感が感じられるか。 

・本学のカリキュラム、教員の専門領域（本人が志向する分野）に関心や 

理解を示しているか。      などより 

 

② 提出書類各々について内容・論旨が明快で、丁寧かつ読み手への気配りがされているか。 

「入試実施要領」より  

 



59 

 

 二次選考は、面接審査で、出願者 1 人あたり 30 分間、出願者から提出された書類にもとづき、

志望動機、本学での研究計画、修学に際しての熱意等について 3 人の面接委員（教員によって組

織）から面接を行っている。二次選考における評価のガイドラインは下記の通りである。 

 

＜二次選考 評価のガイドライン＞ 

（１）事業構想・実践潜在能力は次の２項目で判断する。 

① ビジョン力・課題認識力 

企業・事業・社会変革に対して何かしっかりとしたビジョン（どういう方向に向け、いつま

でに）あるいは問題(課題)意識を持っているか？ 

  ビジョン・問題意識（ビジョンは適切か：社会・経済的意義、実現可能性、課題認識・対応案

は適切か：分析的、総合的、実現可能性） 

② 目的執着・遂行能力・使命感 

ある目的に対して執着し、行動していく性向を身につけているか？ 

そのように行動してきたか？ 当該事業構想・実践への強い思い使命感はあるか？ 

（過去実践してきたこと、構想・実践に向けて現在し続けていること、思い、等から） 

 

（２）基礎的能力は次の２項目で判断する。 

③ 人物評価 

構想し、実践していく上での基礎的人間力を身につけているか？ 

  （情意、積極性、協調性、コミュニケーション力、多様性への寛容力） 

④ 知力 

事業を構想し、実践していく上での基礎的知力を身につけているか？ 

   （常識(社会的･学問的・事業的)、客観性、分析力など）   

 

評価にあたっては「研究企画書」と面接においての直接的な問いかけにより評価する。その多

くは、事業構想･課題、将来ビジョン・計画などに対する、さまざまな角度からの質問への回答か

ら評価することとなる。最後にこれらを総合し本学の求める人材像を加味し、受験生を入学させ

るべきかの総合判断を行う。 

「入試実施要領」より 

 

 

判定については 2～3 人の面接委員がそれぞれ「合格」、「不合格」、「保留」を判定し、意見が分

かれた場合は、全専任教授からなる判定会議において更に審査をし、最終的に合否を判定してい

る（4-2）。 

 

選抜方法の公表 

 選抜方法・手続方法については「院生募集要項」に明記されている。「院生募集要項」は大学院

への資料請求者へ大学院パンフレットとともに郵送しているほか、本学ホームページにも掲載し

ている。また、入学希望者に対する大学院説明会においても、院生募集要項について説明の時間
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をとっている。前述の評価のガイドラインについては、公表はしていないものの、大学院説明会

においては、概要を説明している（4-3）。 

 

客観的な選抜基準 

 本学は社会人大学院であり、かつ高度職業人養成が目的の専門職大学院であるため、本人のそ

れまでの学歴、社会人としてのキャリアや実績が客観的な判断材料となっている。 

一次選考は書類審査で、まず事務局で、出願資格や提出書類の不備の有無、出願料の納付につ

いて確認している。4 年制大学卒業以外の志願者の場合は、出願資格認定審査を事前に行ってい

る。「教育研究委員会」で出願書類の審査を行い、特段問題が見当たらない場合には一次選考合格

とし、二次選考へと進む。 

 二次選考においては、面接で確認をおこなっている。面接については前述の通り、出願者 1 人

あたり 30 分間、出願者から提出された書類にもとづき、志望動機、本学での研究計画、修学に際

しての熱意等について 3 人の面接委員（教員によって組織）から面接を行っている。判定につい

ては 2～3 人の面接委員がそれぞれ「合格」、「不合格」、「保留」を判定し、意見が分かれた場合は、

全専任教授からなる判定会議において更に審査をし、最終的に合否を判定している。 

これらの選考基準については、過去 4 年間入学選考を行う中で、ノウハウが蓄積されており、

選抜において面接官相互で大きな意見の相違があることはほとんどない。また、実際に入学した

学生の状況と照らし合わせても、ほぼ本学の求める人材を確保・選抜できていると評価している

（4-4）。   

 

定員管理 

入学定員 30 名に対して、開学以来の志願者数、入学者数は下記のとおりである。 

2012（平成 24）年度 志願者 68 名、入学者 36 名、 

2013（平成 25）年度 志願者 52 名、入学者 36 名、 

2014（平成 26）年度 志願者 50 名、入学者 37 名 

2015（平成 27）年度 志願者 41 名、入学者 33 名 

2016（平成 28）年度 志願者 52 名、入学者 35 名（予定） 

 

いずれも定員を上回る志願者を確保しており、入学選抜の結果、本学に相応しい能力の高い学

生を確保することができている。入学者数は、休学等を見込んで、若干多目の人数となっている

が、授業やゼミ実施上、問題ない適正人数であり、問題は生じていない（4-5）。 

 

受け入れ学生の対象および特色ある取り組み 

 本学では前述の通り、 

  ①新規事業担当者あるいは将来携わりたいと希望する方 

  ②事業承継者（予定者） 

  ③地域活性化を志す人 

  ④NPO法人の運営者および社会起業家を目指す方 

  ⑤ベンチャーを興したいと考える方 

を主な対象としている。 
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出願希望者にとって、本学の受け入れ対象がよりイメージしやすいように、在学生や修了生の

広報を積極的におこなっている。在学生の大学院での修学状況等や修了生の活躍状況について

は、ホームページ、広報誌、月刊事業構想で取り上げている（4-6）。 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 

・添付資料 2-2：事業構想大学院大学学則 

・添付資料 2-4：授業評価アンケート結果 

・添付資料 1-2：院生募集要項 
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項目 17：入学者選抜の実施体制・検証方法 

 

各経営系専門職大学院は、入学者選抜について責任ある実施体制の下で、適切かつ公正に実

施することが必要である。また、学生の受け入れのあり方を検証するための組織体制・仕組み

を設け、継続的に検証することが望ましい。さらに、固有の目的に基づき、特色を伸長するた

め、入学者選抜の実施体制等について特色ある取組みを行うことが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

4-7：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こと。〔Ｆ群〕 

4-8：学生の受け入れ方針、対象及び選抜基準・方法等、学生の受け入れのあり方を検証するために、どのよ

うな組織体制・仕組みを設け、継続的に検証しているか。〔Ａ群〕 

4-9：固有の目的に即して、入学者選抜の実施体制等に関してどのような特色ある取組みを行っているか。〔Ａ

群〕 

＜現状の説明＞ 

 

入学選抜の実施体制 

 入学選抜は、教務担当副学長のもとに専任教員および事務局からなる「教育研究委員会」が組

織され、入試要項の検討、入学者選抜の実施体制づくりを行っている。面接および判定に関し

ては専任教員が試験委員を担当し、入学者の選抜判定を行い、教授会への諮問を経て、学長の

決裁において決定している（4-7）。 

 

検証体制 

学生の受け入れ方針、対象及び選抜基準・方法等、学生の受け入れのあり方を検証するために、 

入試終了後に「教育研究委員会」において反省会を行うとともに、教授会においても意見を聴取

している。また企業派遣の派遣元責任者とは定期的に意見交換を行い、情報交換を行っている（4-

8）。 

 

特色ある取り組み 

入学者選抜に関しての特色としては、大学説明会の充実があげられる。本学の入学時期は、年

1 回 4 月のみであるが、例年 8 月以降、約 25 回の説明会を実施している。 

本学では大学説明会の時点から教育が始まっていると考えており、その内容の充実には力を入

れている。説明会では、大学院の概要や募集要項の説明にとどまらず、事業構想の社会的意義や

概念について詳細に説明している。また、体験ワークショップ的な要素を取り入れたり、在学生

や修了生にも参加してもらい、生の声を届けている。 

また、本学での教育理念や求める人材像を丁寧に説明することで、入学後のギャップを防止す

るとともに、本学が求める人材の入学につなげている。 

なお、大学院説明会の終了後は、教員や事務局職員と自由に相談等できる時間も設けている。

大学院説明会に参加できない方に対しても、個別相談に応じている（4-9）。 
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大学院説明会（教員によるワークショップ） 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-2：院生募集要項 

・添付資料 1-1：大学院案内パンフレット 

・添付資料 1-4：広報誌 

・添付資料 4-1：2015年度 入学試験の手引き 

 

＜点検・評価＞ 

（１）検討及び改善が必要な点 

  ①学生の受け入れに関しては、本学が求める人材像に示した学生をバランスよく確保するこ

とができている。 

  ②入学選考に関しては、発想力豊かな人材を見逃さずに選抜する技法の開発等を研究してい

きたい。 

  ③金融機関等からは、取引先の承継者養成等、本学での人材育成の要望があり、期待に応え

られる体制整備を行いたい。 

  ④定員の関係もあり、相対評価により不合格になった受験者にも、何らかの修学機会を整備

したい。 

  ⑤少人数制のため、学費負担がやや高めに設定されている（入学金、2年間の授業料あわせて

330 万円）。能力があり、かつ本学で学びたいと思っていても、学費負担がネックとなって

受験を断念する方もいる。 

 

（２）改善のためのプラン 

  ①本学の履修証明プログラム（1年間のプログラム「プロジェクト研究」）が 2016(平成 28)年

度より文部科学省職業実践力養成プログラム（ＢＰ）に採択され、また教育訓練給付金の

対象講座にも指定された。修士課程に入学する以外のプログラムとして、ＰＲしていきた

い。 

  ②現在修士課程においては、教育訓練給付金の対象講座となっていない。2017 年度以降、対

象講座に指定されることで、学生の負担軽減を図りたい。  
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５章 学生支援 

 

項目 18：学生支援 

 

各経営系専門職大学院は、学生生活及び修了後のキャリア形成、進路選択等に関する相談・

支援体制を適切に整備するとともに、こうした体制を学生に十分周知し、効果的に支援を行う

ことが必要である。また、学生が学習に専念できるよう、各種ハラスメントに関する規程及び

相談体制、奨学金などの学生への経済的支援に関する相談・支援体制を適切に整備し、学生に

周知することが必要である。さらに、障がいのある者、留学生、社会人学生等を受け入れるた

めの支援体制、学生の自主的な活動や修了生の同窓会組織に対する支援体制を整備し、支援す

ることが望ましい。くわえて、学生支援について、固有の目的に即した取組みを実施し、特色

の伸長に努めることが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

5-1：学生生活に関する相談・支援体制が適切に整備され、効果的に支援が行われていること。〔Ｆ群〕 

5-2：各種ハラスメントに関する規程及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こと。

〔Ｆ群〕 

5-3：奨学金などの学生への経済的支援についての相談・支援体制が適切に整備されていること。〔Ｆ群〕 

5-4：学生の課程修了後を見越したキャリア形成、進路選択等に関わる相談・支援体制が適切に整備され、効

果的に支援が行われているか。〔Ａ群〕 

5-5：障がいのある者、留学生、社会人学生等を受け入れるための支援体制が適切に整備され、支援が行われ

ているか。〔Ａ群〕 

5-6：学生の自主的な活動、修了生の同窓会組織に対して、どのような支援体制を整備し、支援を行っている

か。〔Ａ群〕 

5-7：固有の目的に即して、学生支援としてどのような特色ある取組みを行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

学生生活に関する相談・支援体制 

本学は収容定員 60名の少人数のため、教職員と院生がお互いに名前やバックボーンをほぼ理解

している。専任教員のメールアドレスは院生に公開しており、教育研究面のみならず、学生生活

上での相談も教員に気軽にできる環境にある。 

1 年次は、ゼミ（演習）が配当されておらず、特定の指導教員が定まっていないため、年に 2回

（8 月、2 月）に個別面談を実施している。専任教員と事務局がペアとなって 1 人１回 30 分程度

実施している。専任教員は分担し 1 人数名程度を担当している。事務局は主に事務局長が担当し

ている。大学からの質問内容は下記の通りである。 

１．事業構想の進捗状況について、授業について 

２．院生との交流・サロンスピーチ等の課外プログラムについて 

３．仕事との両立、家庭状況等 

４．事務局に対して、その他要望・提案 

大学院における研究の進捗状況を聞くことが多いが、仕事と大学院の両立で悩んでいることな
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どについても聞いて相談に乗っている。2 月の面談では、ゼミの選択について相談を受けること

も多い。  

 2 年次においては通常 2 つのゼミ（専門家教員のゼミ１科目と実務家教員のゼミ１科目の計２

科目）を履修しているため、指導教員が主に相談に応じている（5-1）。 

 

各種ハラスメントに関する規程及び相談体制 

 本学では「ハラスメント防止に関する規程」（2012(平成 24)年 4月 1日制定）を規定している。

本規程では、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワーハラスメント

を定義し、院生、教職員がその被害にあわないよう、また加害者とならないよう、ハラスメント

の禁止および啓発を求めている。 

 相談窓口は、院生は事務局、教職員等は法人本部となっている。相談を受けた場合は迅速に対

応するとともに、事案によっては常務理事を委員長とする調査委員会を設置して事実確認及び救

済等の必要な措置をとることとなっている。 

 院生への周知は、「院生便覧」に掲載し、入学時のガイダンスにおいて説明している。また教職

員に対しては、「リスクマネジメント、コンプライアンス研修」において周知徹底している（5-2）。 

 

奨学金などの学生への経済的支援について 

 本学は全員社会人学生であるため、基本的には学費は、学生自らが支弁するか、所属する企業

の負担となっている。現状は約 9割の学生が自費で、1割が会社負担となっている。 

日本学生支援機構の奨学金、日本政策金融公庫の教育ローンは募集要項に記載して希望者には

案内しているが、開学以来これまでの利用実績は各 1 名とわずかである。利用が少ない原因は、

世帯収入の上限等があり、本学の学生にとっては利用し難い制度であるからと思われる。 

本学では、独自に 2 社の金融機関と提携して優遇金利で利用できる学費ローンを紹介しており、

毎年 10 名程度の利用がある。本ローンは、金融機関などの窓口に出向いて手続きをしなくても、

Ｗｅｂのみで手続きが完了することや、返済期間を最大 10年まで自由に設定できること、またコ

ールセンターへ電話で問い合わせが気軽にできることで利用されている。 

なお、本学独自の支援制度として、教育ローン利用者全員を対象に、在学期間中の金利を大学

で全額負担する制度があり、活用されている。学費納付が原則として、3月末までに翌年度分を前

納することとなっており、賞与等の支給時期に合わせて学費を払いたいという学生には本制度を

有効に活用してもらっている。 

また、地方自治体の学費支援制度を利用している学生もいる。具体的には、「広島県イノベーシ

ョン人材等育成事業補助金」を活用し、広島県企業からの国内派遣として、本学に入学している

学生がいる。他の県でも同様な制度をもっている自治体があり、受験希望者からの問い合わせが

あった際には、自治体への照会を含め、利用にむけた支援を行っている。 

教育訓練給付金制度については、大学基準協会の認証評価終了後にすみやかに申請を行いたい

と考えている（5-3）。 
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キャリア形成、進路選択等 

 本学院生はほとんどが、経営者または会社員等であり、また基本的には仕事を継続しながら通

学できるカリキュラムとなっているため、いわゆる就職支援が必要な院生はほとんど在籍してい

ない。本学における主な研究目的である「事業構想の構築」自体が院生自身のキャリア形成にも

大きくかかわっていることであり、大学院での教育研究を充実させることこそが、最も重要と考

えて取り組んでいる（5-4）。 

 

障がい者、留学生、社会人学生等受け入れ体制 

 在籍者の全員が社会人であるため、社会人にむけた受け入れ態勢を取っている。具体的には、

校舎の開館時間は、授業実施期間は平日 10：00～22：00、土曜 10：00～19：00、授業実施期間外

は、平日 10：00～20：00、土曜 10：00～19：00としている（日・祝は原則として休館）。図書室

やサロン自習室も開館時間中は自由に利用できる。事務室職員も開館時間中は交替で必ず勤務す

る体制をとっており、各種手続きや相談等にも支障なく応じられている。また、正規の授業時間

以外にも学生がグループワークの打合せや自主勉強会などで利用することがあるが、その場合は、

時間外であっても可能な限り柔軟に対応するようにしている。 

大学からのお知らせは、大学内に掲示板を設置して掲示する方法はとっておらず、原則として

学生全員に付与している電子メールあてに送信していつでも確認できるようにしている。また、

学生から教員や事務局に連絡したい場合にも、メールで直接連絡ができるようにしており、活発

に活用されている。授業科目別にもメーリングリストおよびグーグルドライブの領域を設定して

おり、受講者間で情報共有ができる。また、教員も配布資料をドライブ上で学生と共有すること

ができる。課題の提出も原則としてメールでの添付ファイルで事務局または教員に直接提出する

方法をとっており、課題提出のためにわざわざ大学に出向く必要がないようにしている。 

授業スケジュールについては、グーグルカレンダーに年間の授業予定を入れており、学生個人

のスケジュール管理が行いやすいようにしている。 

なお、教員やゲスト講師の許諾があった授業は演習を除いてビデオ収録しており、教員の了承

を取ったうえで、欠席時にはオンラインで受講することができる。スマートフォン等で通勤途上

などでフォローしている学生が多い。 

障がいのある学生については、これまで受け入れ実績はないものの、希望者がいた場合は、受

験前から相談に応じ、大学として可能な限りの体制をとって支援していく予定である。なお、ゲ

スト講師には障がい者の方も招聘している。 

留学生は本科生での受け入れ実績はないものの、本学が大学間包括連携協定を締結している信

州大学の学生には留学生も含まれており、本学の授業を履修している実績がある。またゲスト講

師にはテーマに応じて外国人も招聘している（5-5）。 

 

学生の自主的な活動、同窓会組織への支援体制 

 院生は土曜日の授業終了後を中心に自主的な勉強会を開催している。また平日の授業終了後も

活発にグループワークや院生同士のディスカッションなどが行われている。本学には「ＭＰＤサ

ロン」といわれる少人数でのディスカッションにふさわしい空間を用意しており、院生や修了生

は自由に利用できる。自主勉強会などで教室も可能な限り利用できるように配慮している。事務

局では、会場の予約受付、機材や備品などを貸出しなどで支援している。 
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 また、修了生は「事業構想大学院大学青楠クラブ」という同窓会組織があり、ほとんどの修了

生が入会している。年に 1 回の総会のほか、毎月 1 回最終土曜日に「土曜会」と称する勉強会や

懇親会を開催し、教職員、現役院生も含めて参加している。 

 また、学外の著名なゲスト講師を定期的に招聘して開催している「サロンスピーチ」にも修了

生を招待して、修了生をはじめとする幅広いネットワーク形成を支援している。（5-6）。 

 

特色的な学生支援の取り組み 

 本学では、少人数制のメリットを最大限に生かして、教員および事務局ともに、きめ細かく学

生への対応および支援をしている。 

 前述の学生の自主的な勉強会や同窓会組織への支援に加え、本学の特色ある取り組みとしては、

「月刊事業構想」との連携があげられる。学生が在学中や修了後に実現した事業構想については、

記事掲載等で社会に広く発信している。記事掲載によって、事業に対する認知度が高まり、読者

からの問合せなどにより、事業の進捗スピードが進むこともある。また、学生が取材に同行する

こともある。通常では会うことのできない方にも取材を通して面識を得て、人的ネットワークを

形成している学生もいる。このような機会は、メディアを持っている本学ならではの特色といえ

る（5-7）。 

 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 5-2：「ハラスメント防止に関する規程」 

・添付資料 1-2：「院生募集要項」 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 

・添付資料 5-3：同窓会関係資料 

・添付資料 1-5：月刊事業構想「院生記事紹介ページ」 

 

 

＜点検・評価＞ 

（１）検討及び改善が必要な点 

・少人数教育のため、きめの細かい学生対応ができている。また、修了後も修了生は頻繁に大学

に集まる機会もあり、活発な交流が行われている。 

・今後、修了生が増えるにしたがって、同窓会の会員数も増加していくため、アットホームな雰

囲気は維持しながらも、組織的に修了生をサポートしていく仕組みを構築していきたい。 

 

（２）改善のためのプラン今後の方策 

・学生や修了生から、自主勉強会やイベントなどで教室やＭＰＤサロン使用の希望が増えてきて

いるため、利用に際してのルールを策定して、公平に利活用できるようにしていきたい。 
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第６章 教育研究環境 

 

項目 19：施設・設備、人的支援体制の整備 

 

各経営系専門職大学院は、その規模等に応じて施設・設備を適切に整備するとともに、障が

いのある者に配慮することも重要である。また、学生の効果的な自学自習、相互交流を促進す

る環境を整備するとともに、教育研究に資する人的な補助体制を整備することが必要である。

さらに、固有の目的に即した施設・設備、人的支援体制を設け、特色の伸長に努めることが望

ましい。 

＜評価の視点＞ 

6-1：講義室、演習室その他の施設・設備が、経営系専門職大学院の規模及び教育形態に応じ、適切に整備さ

れていること。（「専門職」第17条）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

6-2：学生が自主的に学習できる自習室、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こと。〔Ｆ群〕 

6-3：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こと。〔Ｆ群〕 

6-4：学生の学習、教員の教育研究活動に必要な情報インフラストラクチャーが適切に整備されていること。

〔Ｆ群〕 

6-5：教育研究に資する人的な支援体制が適切に整備されていること〔Ｆ群〕 

6-6：固有の目的に即して、どのような特色ある施設・設備、人的支援体制を設けているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

講義室、演習室その他の施設・設備 

講義室は 201 教室（40 名収容）と、203 教室（20 名収容）の 2 室である。教卓も学生用の机、

イスもすべて、キャスター付きの可動式で、受講人数や授業のスタイルに合わせて、自由に教室

のレイアウトが変更できる。学生用机は個人別になっており、授業時間内のレイアウト変更も容

易である。演習室は、202 教室（6 名収容）と 301 教室（12 名収容）の 2 教室である。可動型の

長机でロの字を基本レイアウトとしている。 

教室のＡＶ機器に関しては、開学時に整備し、基本的にはレイアウト変更にフレキシブルに対

応できるよう、プロジェクタは可搬式を採用している。 

2016（平成 28）年 2 月に、私立学校施設整備費補助金で「授業収録および遠隔講義システム整

備事業」が採択され、教室のＡＶ機器を最新のものに更新するとともに、授業の映像、音声をク

リアーにかつ簡便に収録、配信できる設備を整備した。また、遠隔講義システムも整備し、連携

大学をはじめ、遠隔地を結んでの授業も可能になった。 

 

以上、経営系専門職大学院の規模及び教育形態に応じ、適切に整備されているといえる（6-1）。 

 

学生のためのスペース 

学生が自主的に学習できる自習室、学生相互の交流のためのラウンジ等の環境については、 

「ＭＰＤサロン」といわれる少人数でのディスカッションにふさわしい空間を用意している。標
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準レイアウトでの収容人数は 28 名である。院生や修了生は開館時間中、自由に利用できる。飲物

のサーバーも用意しており、多くの院生の利用がある。イベント時に飲食をしながらディスカッ

ションや懇談ができるよう、業務用の冷蔵庫も備えている。 

また、中庭は、ウッドデッキの全天候型空間となっており、テーブルとイスが用意されている。

収容人数は 12 名である。屋上にも学生用の空間があり、テーブルとイスが用意されている。収容

人数は 16 名である。また、図書室には 16 席の自習・閲覧スペースがあり、静かな環境で研究で

きる。なお、教室やＭＰＤサロン内では食事は禁止しているが、食事用に 202 教室および中庭を

利用できるようにしている。平日夜の授業前に軽食をとる学生が利用している。 

学生用ＰＣは、図書室に 1 台常設している。図書室の蔵書検索、データベース利用、プリント

アウトなどに活用されている。持ち運び用としては、授業用ＰＣと兼用ではあるが、６台準備し

ている（6-2） 

 

中庭から見たサロン 

 

障がいのある方のための施設・設備 

 本学校舎は、3階建ての独立した建物であるが、構造上、階段のみの校舎となっている。その

ため、車いすの方が来校された場合は、事務局職員で対応している。目の不自由な方が来校され

た場合も、事務局職員が誘導等の研修を受けており、適切にご案内している（6-3）。 

 

情報インフラストラクチャー 

学生の学習、教員の教育研究活動に必要な情報インフラストラクチャーについては、全館無線

ＬＡＮを完備しており、教職員、院生は自由に利用できる。また、日経テレコン、政策スコープ

等のデータベース検索なども自由に行える環境を整えている。これらは、学内だけでなくＶＰＮ

で学外からのアクセスできる。学内ネットワークを経由して資料のプリントも院生が自由に行え

る環境を整えている。プリントアウトは 1 階図書室内にコピー機兼用のコイン式複合機を自由に

利用できる。カラーでのコピー、プリントアウトにも対応している。 

メールアドレスは全院生に付与し、修了後も継続して利用できる。授業での情報共有は科目別

のメーリングリストや資料共有用のドライブを整備している（6-4）。 
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教育研究に資する人的支援体制 

 科研費をはじめ各種研究助成の応募に関しては事務局での支援体制を構築し、教員の負荷を軽

減するように努めている。また、教員と事務局では「教育研究委員会」などを通じて、各種課題

に迅速に対応できる体制を構築している（6-5）。 

 

特色ある施設・設備、人的支援体制 

 大学院校舎は、東京のなかでも中心部の一等地で、表参道駅徒歩１分の交通至便な南青山に位

置している。青山はファッション産業やクリエイターが集積し、事業のアイデアを創造し、事業

構想を行う場所としては最適な立地である。本学では、その南青山に、独立した専用校舎を確保

している。青山通りは交通量が激しいものの、青山通りから一本路地に入って 30メートルほどの

場所にあるため、場所の割には静穏が保たれている。 

校舎は、建築家として世界的に著名な北川原温氏の設計であり、全面ガラス張りで、校舎には

いると、ゆったりとした中庭が広がっている。校舎入口には大学院のシンボルでもある高さ十数

メートルの楠が伸びている。楠から中庭にはウッドデッキでつながっており、ウッドデッキの下

は土となっていて、楠木が根をおろし、雨水を吸収できるように配慮されている。 

 中庭にはテーブルとイスが用意されており、気候の良い季節には、学生同士が自然に集まり談

笑したり、ディスカッションする姿がみられる。また屋上も気持ちの良い空間となっており、グ

ループワークや学生の食事にも利用されている。 

 このように交通至便で快適な環境であるため、授業以外でも学生の勉強会、自習、修了生の来

訪など、高い頻度で使用されている。事務局では、こうした多くの利用者が快適に立ち寄り、利

用できるよう、環境整備や利用サポートの充実に努めている（6-6）。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-1：「院生便覧、履修要綱、シラバス 2015」 

 

  



71 

 

項目 20：図書資料等の整備 

 

各経営系専門職大学院は、図書館（図書室）に学生の学習、教員の教育研究活動に必要かつ

十分な図書・電子媒体を含む各種資料を計画的・体系的に整備するとともに、図書館（図書

室）の利用規程や開館時間は、学生の学習、教員の教育研究活動に配慮したものとすることが

必要である。さらに、図書資料等の整備について、固有の目的に即した取組みを実施し、特色

の伸長に努めることが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

6-7：図書館（図書室）には経営系専門職大学院の学生の学習、教員の教育研究活動に必要かつ十分な図書・

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こと。〔Ｆ群〕 

6-8：図書館（図書室）の利用規程や開館時間は、経営系専門職大学院の学生の学習、教員の教育研究活動に

配慮したものとなっていること。〔Ｆ群〕 

6-9：固有の目的に即して、図書資料等の整備にどのような特色ある取組みを行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

図書室 

図書室には事業構想に関連する分野や、経営学の図書を中心に、関連分野 9000冊の蔵書を備え

ている。また、「日経テレコン」、「政策スコープ」のデータベースにもアクセスできるようになっ

ている。「政策スコープ」は、政府・省庁の政策立案過程の資料や予算・法律策定の検討資料など

入手困難な資料を閲覧できるもので、新事業構築の際のヒントとして活用されている。白書や統

計類については、ＷＥＢで公開されているものも多いため、図書室ではＷＥＢで公開されていな

い白書類や統計類に限定して揃えている。 

これらは、学内だけでなくＶＰＮで学外からのアクセスできる。学内ネットワークを経由して

資料のプリントも院生が自由に行える環境を整えている。（6-7）。 

図書室は、大学院開館時間中（授業期間中は平日 10：00-22：00、土曜 10：00-19：00、授業期

間外は平日 10：00-20：00、土曜 10：00-19：00）はいつでも利用できる。 

貸し出しは 20冊以内、2週間以内で貸し出しを行っている。貸出・返却業務は事務局で対応し

ており、学生証のバーコード読み取りにより、貸出し、返却の管理を行っている。なお、ほとん

どの図書は開架方式で、閉架式は一部のみである 6-8）。 

また、関係機関や団体からの積極的な寄贈書受入や、経営系の図書だけでなく、哲学、人文系

の図書も揃えていることも特徴である。小規模ながら、クリエイティブな発想を涵養するために

資する図書を数多く取り揃えている（6-9）。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-1：事業構想大学院大学「院生便覧、履修要項、シラバス 2015」 

Ｐ26-27「図書室」 

 

＜点検・評価＞ 

（１)検討及び改善が必要な点 

①交通至便な東京・南青山に立地し、静穏で明るい独立したキャンパスを確保し、クリエイテ
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ィブに発想し構想する環境として、十分な環境を整えている。教室は授業を実施する上では

十分なスペースと数を確保しており、特に支障はない。 

②公開型のセミナーやシンポジウム、全学での発表会等を開催する際には、手狭になることも

あり、近隣の会場を利用せざるを得ない。 

③図書室のスペースが限られているため、積極的に図書を充実させることが困難となっている。 

    

（２）改善のためのプラン 

①公開型のセミナーやシンポジウム、発表会を開催する際には、本法人の設置母体である宣伝

会議本社セミナールームが 2015（平成 27）年 5 月に、本学から徒歩 2 分の地に移転開設さ

れ、最大 200 名規模のセミナーを開催することができるようになった。同年 8 月には石破茂

地方創生担当大臣らを迎えてのシンポジウムも開催した。また全学での発表会の会場として

も借用している。 

 

②私立学校施設整備費補助金で整備した遠隔授業システムは、遠隔授業の実施が可能である。

今後は、南青山の校舎だけでなく、全国の各地とも結んでセミナー等開催を企画したい。 

 

③図書室のスペースは物理的に拡張することは困難であるが、電子書籍等、電子出版物のライ

ンナップを充実させていきたい。また、2017（平成 29）年 4 月開学に向けて設置認可中の本

法人の新大学である「社会情報大学院大学」（東京・高田馬場）に、一定程度の蔵書を移管し、

本学の新規受入用スペースを確保したい。両大学院の蔵書については、相互利用制度等の整

備等により、利用者の不便、不利益とならないよう留意していきたい。 
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第７章 管理運営 

 

項目 21：管理運営体制の整備、関係組織等との連携 

 

各経営系専門職大学院は、管理運営組織・学問研究の自律性の観点から、管理運営を行う固有の組織体制を

整備するとともに、関連法令等に基づき学内規程を定め、これらを遵守することが必要である。また、教学等

の重要事項については、経営系専門職大学院固有の専任教員組織の決定が尊重されることが重要であり、専任

教員組織の長の任免等については、適切な基準を運用することが必要である。さらに、企業、その他外部機関

との協定、契約等の決定・承認や資金の授受・管理等を適切に行う必要がある。 

なお、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、固有の目的の実現のため、そ

れら組織と連携・役割分担を行うことが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

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ていること。〔Ｆ群〕 

7-2：経営系専門職大学院の管理運営について、関連法令に基づく適切な規程が制定され、それが適切に運用

されていること。〔Ｆ群〕 

7-3：経営系専門職大学院の設置形態にかかわらず、教学、その他の管理運営に関する重要事項については、

教授会等の経営系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こと。〔Ｆ群〕 

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こと。〔Ｆ群〕 

7-5：企業、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

が適切に行われていること。〔Ｆ群〕 

7-6：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、どのようにそれらとの連携・役

割分担を行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

経営系専門職大学院を管理運営する固有の組織体制 

 2015年 4月に学校教育法改正施行に伴い、教学組織は学長の下に担当副学長を設置した。 

 具体的には、主に法人関係と教員人事に関する事項を担当する総務担当副学長と、教学面と研

究活動に関する事項を担当する教育研究担当副学長の 2 名を置いている（従前の副学長は 1 名）。

従来、本学では教学事項の意思決定機関は、研究科委員会（専任教員により構成）であったが、

教授会の諮問機関化により、名称を教授会と名称変更し、あわせて役割を学長の諮問機関と学則

を変更した。組織変更後も、専任教員の意見を集約し、また学長の意向を反映させる場として、

教授会は従来通り月 1回開催している。 

各担当副学長の元には、委員会を組織して日常的な業務を執行している。 

 

総務委員会：ＦＤ活動、認証評価対応、教員人事の審査、学則・履修要項など 

教育研究委員会：カリキュラムの運営と改革、入試、ゼミの運営・修了認定など 

       （従来の教務委員会、学生委員会は廃し、その役割は教育研究委員会が負う） 
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「総務委員会」は、総務担当副学長が委員長で、担当常務理事、専任教員 2 名、事務局長から

構成され、月 1回教授会にあわせて開催している。 

「教育研究委員会」は、教授会執行部の役割を担い、教育研究担当副学長が委員長で、専任教

員 2 名、担当常務理事、事務局長、教務担当事務局員がメンバーとなっている。担当範囲が広範

囲に及ぶため隔週の定例会議に加え、随時打合せを開催し、日常的な教育研究上の案件を処理し

ている。 

また、法人との緊密な連携をはかるため、法人理事長を含めた会議体（運営委員会）を月 1 回

開催している。「運営委員会」は、学長、理事長、副学長、担当常務理事、事務局長、研究所副所

長、出版部担当教員がメンバーとなっている（7-1）。 

 

関連法令に基づく適切な規程 

 学校教育法にもとづき、学則、教授会規程、教員任免規程が規定され、規程にもとづき運用さ

れている（7-2）。 

 

教授会の役割 

学長の諮問機関として、月１回開催されている。また教員同士の情報共有の場でもあり、教育

研究に関する重要事項の審議、報告等が行われている（7-3）。 

 

研究科長の任免 

 研究科長の任免については、選任規程により運用されている（7-4）。 

 

企業、その他外部機関との連携 

 信州大学との大学間連携協定（2014年 7月締結）をはじめ、長野県飯田市における教育プログ

ラムの開講、企業からの要請による教育プログラムの開催、特定テーマ別のプロジェクト研究等、

多彩な活動が行われているが、担当教員、事務局が緊密に連携をとりつつ協定、契約等の決定・

承認や資金の授受・管理等が適切に行われている（7-5）。 

本学は事業構想研究科のみの開設であり、関連する学部や研究科は存在しない（7-6）。 

 

＜根拠資料＞ 

 添付資料 2-2：学則 

添付資料 7-1：教授会規程 

添付資料 3-1：教員任免規程 

 添付資料 7-2：研究科長選任規則 
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項目 22：事務組織 

 

各経営系専門職大学院は、基本的な使命（mission）、固有の目的の実現を支援するため、

適切な事務組織を設け、これを適切に運営することが必要である。なお、固有の目的の実現を

さらに支援するため、事務組織に関して特色ある取組みを行うことが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

7-7：適切な規模と機能を備えた事務組織を設置していること。（「大学院」第 35条）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

7-8：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こと。〔Ｆ群〕 

7-9：固有の目的に即して、事務組織とその運営にどのような特色があるか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

事務組織 

 事務局は、法人本部長 1 名（教務担当常務理事兼務・専任）、事務局長 1 名（専任）、教務担当

2名（専任 1名、アルバイト 1名）、広報担当 1名（理事長秘書兼務・専任）、学長秘書 1名（出版

部兼務・専任）、法人業務 2 名（総務・経理業務、関連会社からの出向社員 1名、派遣 1名）の計

8名体制で構成されている。上記以外に研究所担当職員が 2名（専任）、出版部担当職員が 6名（専

任 5 名、アルバイト 1名）となっている。 

専任職員 12名、出向社員１名、派遣社員 1名、アルバイト 2名の計 16名の職員となっている。 

本学は、主に夜間・土曜日開講のため、学生対応、授業対応等のため時差出勤や当番制を敷い

て、授業運営、学生や教員からの対応に支障がでないようにしている（7-7）。 

 また、小規模大学院のため、事務組織と教員とは日常的に緊密な連携がとれている。また本学

の特徴でもある出版部や研究所の活動を有機的に推進するため、担当職員とは朝礼や隔週で開催

している連絡会議等で情報共有するのに加え、事務局長が、編集会議、研究所会議にも出席して

必要な連絡調整を行っている（7-8）。 

 少人数制のため、職員は、学生の状況を把握し、気軽に相談等できる環境づくりを行っている。

また大学院事務局では、地域活性学会の事務局も担当し、関連する最新情報の把握や人的ネット

ワーク等を院生に提供するなどしている（7-9）。 

 また、法人職員は年に 4 回、全体会議を開催し、理事長も出席して方針や目標の共有、進捗状

況の確認を行っている。また、防災訓練の実施、救急救命講習の受講、リスクマネジメント講習

会の受講などを定期的に実施している。 

 

＜点検・評価＞ 

（１)検討及び改善が必要な点 

①教学組織（教員）と事務局（職員）は緊密に連携をとり運営を行っている。 

 

②小規模組織のため、１人の職員が複数業務をこなす「多能工化」が必要である。また、社会

人にとって学びやすい環境を提供するために、職員が常に創意工夫を行うことが重要である。 

 

（２）改善のためのプラン 

①大学職員としてのスキルアップのため、定期的に研修を実施する。文科省や関連団体が主催
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する各種説明会、研修会やセミナー等にも積極的に参加してレベルアップをはかりたい。 
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第８章 点検・評価、情報公開 
 

項目 23：自己点検・評価 

 

各経営系専門職大学院は、基本的な使命（mission）、固有の目的の実現に向けて、Plan-

Do-Check-Act（PDCA）サイクル等の仕組みを整備し、その教育研究活動等を不断に点検・評価

し、改善・改革に結びつける仕組みを整備することが必要である。また、これまでに認証評価

機関等の評価を受けた際に指摘された事項に対して、適切に対応することが必要である。さら

に、自己点検・評価、認証評価の結果を経営系専門職大学院の教育研究活動の改善・向上に結

びつけるとともに、固有の目的に即した取組みを実施し、特色の伸長に努めることが望まし

い。 

＜評価の視点＞ 

8-1：自己点検・評価のための仕組み・組織体制を整備し、適切な評価項目・方法に基づいた自己点検・評価

を組織的かつ継続的な取組みとして実施していること。（「学教法」第109条第１項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

8-2：自己点検・評価、認証評価の結果を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こと。〔Ｆ群〕 

8-3：認証評価機関等からの指摘事項に適切に対応していること。〔Ｆ群〕 

8-4：自己点検・評価、認証評価の結果について、どのように経営系専門職大学院の教育研究活動の改善・向

上に結びつけているか。〔Ａ群〕 

8-5：固有の目的に即して、自己点検・評価の仕組み・組織体制、実施方法等にどのような特色があるか。

〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

設置認可時の留意事項および対応 

 

 2011 年（平成 23 年）10 月認可時の留意事項は下記 2 点で、履行状況、未履行事項についての

実施計画については、下記の通りである。 

 

（１） 

留意事項 

設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実に履行すること。また、学術理論及び応

用を教授研究するという大学院の目的、さらに理論と実務を架橋して高度専門職業人の養成に特

化した教育を実施するという専門職大学院の目的に照らし、開設時から充実した教育研究活動を

行うことはもとより、その水準を一層向上させるよう努めること。さらに、大学院大学を設置で

きるのは、教育研究上特別の必要がある場合とされていることに照らし、その必要性を十分に踏

まえた教育研究活動及び大学運営に留意すること。 

 

履行状況 

設置計画に沿い、校舎・施設の整備並びに学生の確保を行った。特に学生においては、定員を上
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回る 36名が入学している。また、専門職大学院として設置した教育研究上の必要性を念頭に置き、

社会的使命を果たすため、「事業戦略や事業開発を構築、実現する能力」をもつ高度な専門職業人

の育成をめざし、開学当初より教育研究活動を行っている。なお、開学前に設置の趣旨・大学院

の目的を教員に周知徹底したとともに、入学後の新入生ガイダンスにて、大学院の目的、教育内

容などを周知した。（24） 

開学 2 年目についても教育研究活動の充実をはかるため、あらためて本大学院の目的を教員に周

知徹底している。また通常の授業以外に学外から招へいした実務家講師等によるセミナー（サロ

ンスピーチ）を継続実施している。（25） 

 

未履行事項についての実施計画 

引き続き教育研究活動の水準を一層向上させるよう努めていく。（24） 

 

（２） 

留意事項 

大学院大学としての教育研究環境を一層向上させるため、研究室、図書等の施設設備の充実に努

めること。 

 

履行状況 

図書、学術雑誌などの充実を図ったことにより、現時点で当初予定数を超えた。また、教務室に

おいても、キャレルを 9席設置することでより教育研究活動を向上させる環境とした。（24） 

平成 24 年度中に電子書籍を 50 冊購入した。また図書、学術雑誌などの充実を継続的にはかり、

設置計画の予定数 5,880冊に達した。今後も充実するよう努める。（25） 

 

未履行事項についての実施計画 

平成 24年度：電子書籍の購入＝50冊（24） 

 

 

設置計画履行状況調査時の留意事項および対応 

 

2013年（平成 25年）8月の設置計画履行状況調査時の留意事項は下記の通りで、履行状況、未

履行事項についての実施計画については、下記の通りである。 

 

（１） 

留意事項 

ＦＤ活動について、授業アンケートの内容が学生にフィードバックされていない、ＦＤ委員会が

組織されていないなど取組が十分とは見受けられないことから、組織的なＦＤ活動を実施するこ

と。 

 

履行状況 

 平成 25 年度の授業アンケートについて、学生より収集、集計を行い、2014 年 5 月に学内掲示
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並びに本学ホームページに掲出している（26） 

 平成 26 年度より教員並びに事務組織を新たにした。教務委員会が主体となりＦＤ活動を行う。

少人数の利点を活かしＦＤアンケートに加えて学生との個別面談等を通じて直接学生の意見・評

価を取り入れ、教務委員会で取りまとめ、研究科委員会等でフィードバックを行う。（26） 

 

 設置時の留意事項および、設置計画履行状況等調査における留意事項については、適切に対応

している（8-3） 

 

自己点検・評価活動への取組み 

 序章で述べたとおり、本学では開学した 2012年以来、教授会メンバー４名を「自己点検・ＦＤ

担当」とし、「授業評価アンケート」を実施し、その結果は教員にフィードバックされ、教授内容

の改善に役立ててきた。また、大学院での履修や演習への参加などは毎回必ず把握しており、修

学状況を確認すると同時に、すべての学生に「入学後の修学状況」について聞き取り調査を実施

している。この聞き取りでは勉学以外に図書室の利用状況や業務と勉学の両立などを確認し、課

題をもつ学生には相談・指導を通じて、大学院生活の充実を働きかけている。 

 2014年度からは、専任教員を対象にＦＤ研究会を実施している。また、2015年度からは、教務

担当副学長、総務担当副学長の双方をＦＤ担当として位置づけ、「教育研究委員会」（旧教務委員

会）において実務を担当している。また、教員自身による教育、研究の課題解決や高度化を図っ

ており、成果が出てきつつある。さらに、2016（平成 28）年度より、学内規程に基づきＦＤ実施

のための組織である「ＦＤ実施委員会」を設置する（8-1,8-2、8-4）。 

 

自己点検・評価活動における特色的な取り組み 

 本学では学生からの授業評価アンケートに加えて、個別面談の際に、大学や授業に対する要望

や提案事項をヒアリングしている。アンケート票による調査だけでは把握しきれない点をきめ細

かく聞き取り、その内容は教授会および「教育研究委員会」で共有して、大学院運営の改善に役

立てている（8-5）。 

  

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-7：ＦＤ議事録 
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項目 24：情報公開 

 

各経営系専門職大学院は、自己点検・評価の結果を広く社会に公表することが必要である。

また、透明性の高い運営を行うため、自らの諸活動の状況を社会に対して積極的に情報公開

し、その説明責任を果たすことが必要である。さらに、情報公開について、固有の目的に即し

た取組みを実施し、特色の伸長に努めることが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

8-6：自己点検・評価の結果を学内外に広く公表していること。（「学教法」第 109条第１項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

8-7：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こと。（「学教法施規」第172条の２）〔Ｆ群、Ｌ

群〕 

8-8：固有の目的に即して、どのような特色ある情報公開を行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

 

情報公開について 

 情報公開については、本学ホームページで適切に行っている。カリキュラム、教員の経歴

や業績、学則、授業評価アンケート結果、学校法人の事業報告、財務諸表、自己点検・評価の

結果について、公表している（8-6,8-7） 

ホームページについては、大学院概要の告知や受験案内にとどまることなく、本学におけるゲ

スト講師のスピーチや各種イベント（サロンを活用した内外向けのセミナーなど）の案内を付加

することによって、学外からも多数の問い合わせや参加者を得るなど成果を挙げている。 

こうしたホームページの内容をふまえて、受験用の資料請求や告知内容への問い合わせは年を追

って増加しており、成果を挙げている。 

 

 

情報公開の特色 

 本学で発行している広報誌においても、学校法人および事業構想大学院大学の教育研究活動や

学生の活躍状況等について掲載し、広く周知を図っている。また、全国の書店で発売している「月

刊事業構想」においても毎号「ＭＰＤ通信」のページにおいて本学の最新情報を掲載している（8-

8）。 

 

＜根拠資料＞ 

・事業構想大学院大学ホームページ「情報公開」ページ 

http://www.mpd.ac.jp/publication/ 

 

＜点検・評価＞ 

（１)検討及び改善が必要な点 

①開学時および設置計画履行状況等調査において指摘された事項については、計画通りに確実

に改善、履行されている。また、自己点検・評価活動についても適切に実施している。 
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（２）改善のためのプラン 

  ①自己点検活動や評価活動を今後更に充実させるとともに、教育研究活動に着実にフィード

バックしていきたい。 
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終章 
 

１．本学の目的の達成状況 

 

 本学の目的は、学則第 1 条で「広い視野に立って精深な学識を授け、事業構想の研究教授を通

して創造的問題解決能力を有する高度な専門的職業人の育成を目的とする」と規定している。 

 開学以来 4 年が経過し、第 1 期から第 3 期まで 94 名(予定)の事業構想修士を世に送り出してき

た。第 1 章から第 8 章の本章で述べてきたとおり、修了生は企業内の新規事業を立ち上げて、成

功した方、本学で構想した事業を自ら起業して実現している方、事業承継により事業を承継し、

「第二創業」「第三創業」に挑んでいる方など多様である。また、修了後も在学中に構築した事業

構想を更にブラッシュアップし、自社の社内での実現をめざして準備中の方、起業の準備をして

いる方などさまざまである。 

立場や環境はちがっていても、多くの修了生に共通していることは、本学での教育研究活動を

通じて構築した事業構想を、それぞれの立場において、社会で実現すべく、修了後も継続して実

践・努力を積み重ねていることである。 

 これは、既存の高等教育機関にはあまり見られない稀有な姿であると考えている。教育研究の

成果は、すぐに結果としてあらわれるものばかりではない。しかし、本学の修了生の社会での活

躍状況や、これから活躍が期待される方の状況を見ていると、本学の基本方針は、時代の要請に

合致したものであり、かつ、本学での教育研究活動が有効であったと評価している。 

 

２．今後取り組むべき課題 

 

 現在の到達点を踏まえ、今後、さらに取り組むべき課題は以下の通りである。 

 

①ＦＤ活動の推進 

 ＦＤの組織的な取り組みは完成年度後の 2014 年度から開始して浸透してきている。ＦＤ活動

は本学の教育の質の向上、質保証においてもきわめて重要である。全学的な取り組みとして、実

施頻度も増やした上で計画的に実行していきたい。また、専任教員だけでなく、兼任教員に対し

ても、積極的に実施していきたい。 

 

②カリキュラムの継続的な改革 

ＦＤ活動とも連動し、教員からのフィードバックや、授業評価アンケート結果を踏まえて、今

後も継続的に、毎年 1 回、前期終了後から見直しを開始していきたい。また、カリキュラム改革

は、授業科目の見直しにとどまらず、「事業構想計画書」の内容、発表会等のあり方を含め、全般

的なものとしていきたい。 

 

③「事業構想学」の理論的確立 

 中長期計画にも盛り込んでいる通り、研究活動を通じて、科学的アプローチによる「事業構想

学」の理論的確立をめざしたい。事業構想研究会の開催、教員の研究論文の発表、書籍の出版等
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を通じて、事業構想学を確立していきたい。 

 

 今後も教育研究活動の自己点検、評価活動、ＦＤ活動等を通じ、継続的に教育研究の質の向上

にむけて努力していきたい。 

 

 


