学校法人明治大学 第１期中期計画総括

１ 教育
中期プラン

中期目標
項目

1

目標

研究力に裏付けられた 研究時間確保を促進し研究成果を
専門教育の提供
教育に反映させる仕組みの展開

ロードマップ
2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

研究活動活性化・推進

研究時間確保策等検討
各学部カリキュラム改訂検討実施

全学的な教養教育基
学部間共通科目の再編・充実によ
2 盤の整備による初年次
る全学的教育プログラムの展開
教育・教養教育の提供

検討ＷＧの設置
全学共通カリキュラムの設置検討

科目開設

メディア授業の継続的な運用・充実
スタジオ運用体制の確立（外部貸出し体制など）

現在の大学入門講座をベースに初年次教育などへの展開

3

ICT活用によるユビキタ e-Learningコンテンツの充実
ス教育の提供

ｅプレゼン・コンテストの定着・拡大実施
ＩＣＴを活用したアクティブ・ラーニングの技法の構築・展開
MOOCなどの新しい動向の調査・研究

新しい運営委員会体制の構築

総括（２０１４～２０１７年度）
プラン内容

実施結果報告

達成度
％

①研究活動の推進については，研究・知財戦
略機構を中心として推進され，科研費をはじ
めとした外部資金の獲得に見られるように，
着実に成果をあげている。
②研究時間を確保するための方策の１つとし
て，2015年10月に学長方針として示した全学
的カリキュラム改革の実施とこれに伴う当時
の現状コマ数からの2割削減を目指す方針に
①研究・知財戦略機構を中心とした研究活動の推進
基づき，達成目標とする2021年度に向けて，
②授業コマ数削減策等検討
各学部でコマ数の削減に係る検討が行われ
③各学部専門科目の体系化等によりディプロマポリシーを具
た。平行して，2017年11月には，学長のもと
現化したカリキュラムの改訂を実施
「教員責任授業時間及び授業コマ数の削減
に関する検討ワーキンググループ」を設置
し，教員の研究時間確保に向け鋭意検討を
進めている。
③上記のカリキュラム改革の一環として，各
学部ともディプロマポリシーの再検証を行い
つつ，これを具現化するためのカリキュラム
の見直しを進めている。

60%

①総合的教育改革を推進する委員会の下に全学共通カリ
キュラム検討ＷＧを設置
②全学共通カリキュラムの設置検討
③２０１７年度を目途に科目運用開始

①②③
全学共通カリキュラムについては，教養系新
学部構想との関係もあり，第１期の期間を通
じて検討が進んでおらず，検討ＷＧを設置す
る段階には至っていない。
しかし，1-②で記載した全学的カリキュラム改
革の実施とこれに伴う当時の現状コマ数から
の2割削減を目指す方針に基づく検討を進め
ていく中で，必ずや学部間の協力が必要とな
り，全学共通カリキュラムの設置が求められ
るようになると考えられる。こうした方向性の
もと，現状の学部間共通カリキュラムの再編
成・整理統合を行い，新しい全学共通教育の
在り方を検討する。

30%

①すでに歴史のあるメディア授業を安定的に運用する。運用
にあたっては，コスト削減を検討する。
②メディア授業の新規開講にあたっては，利用学部と十分に
調整し，無駄のないように開発し，開講する。
③現在，スポーツ特別入試合格者に入学前教育を実施して
いるが，それをベースに推薦入試合格者，初年次教育等に応
用する。
④ｅプレゼン・コンテストを通じて，学生のプレゼンテーション
力，海外協定校との交流でコミュニケーション力を鍛えている
が，この活動を継続していく。
⑤ＩＣＴを活用し，アクティブ・ラーニング，学修時間の確保等，
昨今求められている課題に対応する。
⑥ユビキタス教育を実質的に運用するために，運営委員会体
制を検討し，必要に応じて規程改正等行う。

①②③⑤
2016年度，まずはICTを活用したアクティブ・
ラーニングに限らず，現在本学で行われてい
る授業の中から，「教育効果を高めるための
工夫」を取り入れている授業の事例を調査
し，事例集として公開することから着手し刊行
した。これを各教授会を通じて全専任教員に
配付・説明（兼任講師には講師控室を通じて
配付）することで，アクティブ・ラーニングの実
践に向けた啓発活動を行うことができた。
また，事例集と収集された授業の中には，
ICTを活用したアクティブ・ラーニングも含まれ
ており，今後これらを本学に広く展開していく
には何が必要であるのかの分析を行った。
この他，③の取組については第１期の期間を
通じて継続的に実施し，成果をあげている。
④については2015年度まで実施した。
⑥については，全学的な情報化戦略を策定
することを目的として2017年度に情報化戦略
協議会が設置されている。

60%

1

学校法人明治大学 第１期中期計画総括

１ 教育
中期プラン

中期目標
項目

目標

フィールドスタディ，問
題解決型教育等の実
アクティブ・ラーニングを実践する
4 践型教育・少人数教育
教育プログラムの開発
による，強く輝く「個」の
育成

ロードマップ
2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

教育開発・支援センターによる新たな教育プログラムの開発

各学部におけるアクティブ・ラーニングの実践

5

大学と付属校との教育
連携の充実・推進によ 学部進学に効果的な付属校教育
る，大学・付属校相互 連携事業の展開
の発展

教育連携推進委員会による検討
改善後の連携事業の実施

総括（２０１４～２０１７年度）
プラン内容

実施結果報告

達成度
％

①②③
2017年度に導入された1コマ100分を基本とす
る新授業時間割及び2学期4タームを軸とする
新学年暦の開始に合わせて，教育開発・支援
①教育開発・支援センター内のアクティブ・ラーニング推進体 センター内において「全学版シラバス作成要
制の構築
領」を作成し，その中で新授業時間割，新学
②アクティブ・ラーニングを実践する教育手法の開発
年暦を活用した柔軟な授業設計，教授方法
各教員の社会ネットワークを活用したフィールドスタディ等の における工夫についてのガイドラインを示し
検討
た。また，同年に教務部委員会のもと「総合
③各学部によるアクティブ・ラーニングの実践
的教育改革関連施策等検討ワーキンググ
ループ」を設置し，その中での検討課題の一
つに「新授業時間割（モジュール）を活用した
アクティブ・ラーニングの推進」を掲げて鋭意
検討を進めている。

70%

①②③
生徒の学部選択につながる高大連携事業の
一環として，「高大連携講座」の配当年次を高
等学校2年生に変更するため，校則を一部改
正し，各学部に対して経過措置や運用方法を
周知した。この他に，各学部の設置した講義
科目を受講する「プレカレッジプログラム」，長
期休暇を利用した資格・検定試験合格や進
①明治大学及び明治高校・中学校教育連携推進委員会にお 路決定を目的とした「サマーセミナー・ウイン
いて教育連携事業の改善案検討
ターセミナー」を拡充すべく，教育連携推進委
②明治高等学校における教育課程改訂
員会等において意見交換を行った。
③改善後の高大連携事業の実施
進路指導に関しては，他私立大学の学部学
科との併願について，一定の方向を見出し
た。
また，大学のグローバル化に呼応した施策を
継続するとともに，高等学校内に「高等学校
基礎学力テスト対策検討委員会」を設置し，
文部科学省や私立中学高等学校協会からの
要請等に対応した教育課程の見直しを進め
ている。

90%
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学校法人明治大学 第１期中期計画総括

１ 教育
中期プラン

中期目標
項目

生涯教育の機会の提
6 供及び高度専門職業
人の養成

目標

ロードマップ
2014年度

2015年度

魅力的な生涯教育プログラムの開 生涯教育プログラム開発検討
発及び高度専門職業人養成のカリ
キュラム充実

2016年度

規程改正手続

2017年度

総括（２０１４～２０１７年度）
プラン内容

①生涯教育プログラムの開発・検討
②関係規程改正手続
新規ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施 ③新規学習プログラム実施

専門職大学院におけるカリキュラムの充実

実施結果報告

達成度
％

①②③
社会連携機構の下に生涯教育を推進するリ
バティアカデミーを設置し，社会一般からの学
習意欲に応えるべく，本学の知を地域に還元
する多様な講座を展開している。多様な生涯
学習ニーズに対応するため，教養文化講座
でゼミナール形式の講座を開設した。また，
履修証明プログラム「女性のためのスマート
キャリアプログラム」は文部科学省「職業実践
力育成プログラム」として認定され，履修証明
ビジネスプログラムとしての所期の目標を達
成した。
専門職大学院におけるカリキュラムの充実と
国際化への対応として，ガバナンス研究科で
はイングリッシュトラックの拡充を図り，
ASEAN各国を中心とした修了生のネットワー
クも活用した海外セミナー等を目指し，より一
層の国際化を検討した。グローバル・ビジネ
ス研究科では，専門性と同時に総合性を持つ
ジェネラルマネージャーの育成を進めるようカ
リキュラムの見直しを進め，他大学との差別
化を図った。会計専門職研究科では，現在の
コース名称と修了要件を見直し，「会計専修
コース」と「税務専修コース」を設置した。ま
た，会計専門職研究科では，社会人学生の
受入れを強化するため，メディア授業の開講
を本格化させ，会計専修コースに１年修了プ
ログラムを設置した。

80%
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学校法人明治大学 第１期中期計画総括

１ 教育
中期プラン

中期目標
項目

目標

ロードマップ
2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

学際的カリキュラムの構築及び大
学院生に特化したキャリアサポート
事業の推進

総括（２０１４～２０１７年度）
プラン内容

①教育改革推進プログラムの検討，外部資金獲得申請
②学際的カリキュラムの構築
③キャリアサポート事業の展開
教育改革推進プログラムの検討

展開開始

カリキュラム検討

助成支援事業申請準備・申請

各種キャリア支援事業の開発・展開・検証・再開発

7

大学院教育の充実と人
材育成機能の強化

課外講座の実施（適宜見直し）

司法試験・公認会計士試験の合格
者数・合格率の向上及び経済や社
会の問題を解決できる人材の養成

入試制度改革・入試実施（毎年度見直し）

社会問題を解決できる人材養成を目的とした体制の拡充
グローバル化した社会で活躍できる人材養成を目的とした体
制整備

①アクションプラン・ロードマップに基づく課外講座の実施によ
る在学生・修了生の合格率向上
②不断の入試制度改革による優秀な受験生の確保
③ガバナンス研究科：最新の理論や知識を習得するととも
に，世の中の現実の動きに対応した実践的な能力を身につ
けられるような講義科目を「政策研究科目群」等で積極的に
提供する。
④グローバル・ビジネス研究科：(1)中小企業/ファミリービジネ
ス特化型カリキュラム編成，(2)英語科目整備，(3)海外大学と
の相互プログラム実施，(4)国際認証取得，(5)学内外との連
携

実施結果報告

達成度
％

①大学院の教育研究の高度化に関わる大学院Ｇ
Ｐ，大学院研究科共同研究，院生研究助成等の各
事業の充実に努めた結果，積極的な応募により安
定的運用がなされ成果を上げている。2018年度の
文部科学省「卓越大学院プログラム」への申請に
向けた検討を進め、将来的に外部資金獲得増加に
資するものと期待される。
②研究遂行上必要とされる英語を習得するため，
研究科間共通科目「学術英語コミュニケーション」，
「英文学術論文研究方法論」を各キャンパスで難
易度別に開講している。受講者を対象に独自のア
ンケート調査を実施することで，大学院生のニーズ
を踏まえた授業内容の見直し・充実を図り，安定し
た履修者数を確保している。また，2017年度からは
先端数理科学研究科の専攻増設に伴い，中野
キャンパスでの開講科目数を増加した。研究科を
超えた大学院生の交流により，文理融合，学際的
な研究視座の涵養が期待できる。
③2014年度後期から，大学院生に特化したキャリ
アサポート事業を「研究職支援」と「非研究職支援」
に大別して実施し，参加者アンケート等も踏まえな
がら，内容の充実を図っている。2017年度には，大
学院生のキャリアについて総合的に検討する体制
を整備し，本大学院の人材育成機能を強化するた
め，新たに「キャリアパス推進委員会」を設置した。
なお，例えばガバナンス研究科においては「公務員
試験対策プログラム委員会」を設置する等，研究
科ごとに独自の取り組みが実施されている。

75%

①司法試験：修了生に対しては，法務研究所において専任教員
が本学出身の若手弁護士の協力のもとに積極的な指導を行って
おり，一定の成果を上げている。在学生に対しては，教育補助講
師を多数採用し，正課外できめ細かい指導を行っている。教育補
助講師は，クラス副担任を務め，所定の曜日にクラス生に対する
補習を行ったり，14号館の教育補助講師室において，全学生の
個別の質問に対応している。なお，司法試験合格率は，2015年：
14.6％，2016年：12.1％，2017年：11.7％と全国平均を大幅に下
回っていた。しかし，2018年の短答式試験は59.8（前年度53.3％）
で6.5％改善し，全国順位も昨年の50位から43位に上がったた
め，最終合格率（2018年9月発表）の改善が見込まれる。
公認会計士：入学前教育を強化するとともに，入学直後に実施す
る「会計学統一試験」の結果に基づいた履修指導を行っている。
国際会計専門職業人の養成の一環として，延世大学とワーク
ショッププログラム実施に関する覚書を締結した。公認会計士試
験は大学別の数値が公表されないため，独自に把握できた範囲
であるが，会計専門職研究科在学生及び修了生の合格者は，
2015年14名，2016年16名，2017年９名と推移しており，入学者
（修了者）数が少数であったことを考慮すると堅調に推移してい
る。
②法科大学院：2018年度入試（2017年実施）から入学定員を120
人から40人に減じるとともに，奨学金の充実，入学検定料の見直
し，入試科目の見直しを行った結果，競争倍率を２倍以上に保ち
ながらも，入学定員を上回る45名の良質な入学者を確保した。
会計専門職研究科：2016年度入試では「自己推薦入試」を導入
し，志願者の増加に努めた。2017年度から昼夜開講・メディア授
業を展開し，有職社会人の積極的な受け入れを行った。その結
果，志願者数が増加し，2018年度は入学定員を充足した。
③公共政策学に基づく「政治と行政のプロフェッショナル」の養成
を目的とした教育課程を構成している。公共政策学を構成する科
目群とともに，それらの具体的な現状を把握，理解するための８
つの政策研究科目群を設置し，ガバナンスの諸相を理解すること
を目指している。また，受講生の職業・問題意識に応えるべく，こ
れらの科目群から構成された４つのプログラムを提示し，各人の
目的に沿った履修モデルを紹介している。
④ファミリービジネスの戦略と実践を担う人材の養成を主として，
アジアを中心としたグローバルな視点で中小企業経営を担うこと
のできる人材の育成等に照準を定めて教育課程を編成してい
る。正規科目において海外研修を実施し，アメリカ，シンガポー
ル，中国，カンボジア，マレーシアに学生を引率している。また，
国際基準のＭＢＡ教育実施のため，欧州系のMBA認証評価であ
る「EPAS」を受審・取得した。社会のMBAに対するニーズに応え
るため，外部評価委員会を設置し，実業界と関連する領域の拡
張にも努めている。

80%
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